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1. Simplify.
簡単にせよ。

(1)

1− 2 + 3 − 4 + 5 − 6
1− 2 + 3 − 4 + 5 − 7

(2)

(−2)2 × (−3)3 × 4
2×3

(3)

{8 x − ( 2 x − 5 )} − {( 6 x − 4 ) − ( −7 x + 9 )}

(4)

{

}

35y3 − 2 y2 − 5 −5y3 − ( 5y3 − 3y2 − 8 y ) − y 
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2. Solve for x.
次の等式が成り立つような x の値を求めよ。

(1)

x
x
−2 = −6
7
3

(2)

2x − 3
x−4
= 1−
5
3

(3)

x 2x +1 1
−
=
4
3
6

(4)

3.3 − 0.5 x = 4.5 − 1.3 x
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3. Fill in the blank with +, −, × or ÷ so that the following equation holds. Write your answer on the
answer sheet.
次の等式が成り立つように、空欄に、 +, −, ×, ÷ のいずれかを記入せよ。答えは解答用紙に書くこと。

2010 = {1 + (4 2)2 × 3 + 4 − (−4)}×10
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4. One day, Mary drove a car from a point A to a point B for 8 minutes.
The graph below shows the relationship between the time passed since Mary departed the point
A (on the horizontal axis) and the speed of her car (on the vertical axis).
One unit of the horizontal axis shows one minute and one unit of the vertical axis shows
100meters per minute. For example, the rightmost point of the horizontal axis represents the time
that is 8 minutes after Mary departed the point A, and the uppermost point of the vertical axis
represents the speed of her car that is at 800 meters per minute.
Find how many kilometers she drove the car for the trip from the point A to the point B.
ある日、メリーさんは自動車で A 地点から、8 分かけて B 地点まで行った。
下のグラフは、メリーさんが A 地点を出発してから経過した時間(横軸)と、自動車の速さ(縦軸)の変
化を表したものである。
横軸のひとめもりは、1 分を表し、縦軸のひとめもりは、毎分１００メートルを表す。たとえば、
横軸の一番右のめもりは出発後 8 分経過した時刻を表し、縦軸の一番上のめもりは時速が毎分 800m
であることを表す。
メリーさんが A 地点から B 地点まで自動車で走った距離を求めよ。

800m/minute

0

8minutes
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5. There are three points A, B and C along a pair of railroad tracks, which are straight lines and run
parallel to each other between the three points. The point B is 200 kilometers south of the point
A and the point C is 400 kilometers south of the point B.
One day at 8:00 a.m., John saw an express train passing the point A, and Paul saw a local train
passing the point B. Both trains were running toward the point C.
It took 4 hours for the express train, which kept a constant speed, to run from the point A to the
point C via the point B. The local train took 8 hours, while keeping a constant speed, to run from
the point B to the point C.
Did the express train pass the local train between the point B and the point C? If so, at what time
of the day and how many kilometers away from the point B did the express train pass the local
train?
特急電車と各駅停車の電車の線路が平行に直線状に走っており、3 つの地点 A, B, C が線路沿いにあ
る。B は A の 200km 南にあり、C は B の 400km 南にある。
ある日の朝 8 時、ジョンは特急電車が A 地点を通過するのを見、ポールは各駅停車の電車が B 地点
を通過するのを見た。どちらの電車も C 地点に向けて走っていった。
この特急電車は A 地点を通過してから、B 地点を通って、C 地点を通過するまで、一定速度で走り、
4 時間かかった。この各駅停車の電車は B 地点を通過してから、C 地点を通過するまで、一定速度
で走り、8 時間かかった。
このとき、BC 間で、特急電車は各駅停車の電車を追い越したか。もし追い越したならば、その時刻
と、その地点の B 地点からの距離を求めよ。
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6. Sarah drew an x-axis and a y-axis perpendicular to each other at the origin O, which she put at
her house on a map of her town. One day, when she was observing George going back home
from school on foot, she found that he was at the point (5+3t, -t) on her map t minutes after he
departed from the school. He arrived at home 12 minutes after he departed from the school.
Answer the following questions:
(1) Find the coordinates of the school on Sarah’s map.
(2) Find the coordinates of George’s house on Sarah’s map.
(3) Find the coordinates on Sarah’s map at which George is 5minutes and 40 seconds after he
left school.
5
(4) There is a book store at the point (0, ) on Sarah’s map. Let the shortest distance between
3
the school and the book store be s and between George’s house and the school g. Find the
ratio s:g.
サラは自分の町の地図に、自分の家を原点として、原点で互いに直交するように x 軸と y 軸を記入
した。ある日、ジョージが学校から徒歩で帰宅するのを見ていたサラは、ジョージが学校を出発し
てから t 分後に、彼女の地図上で (5+3t, -t)という座標で表される地点にいることに気づいた。ジョ
ージは学校を出てから 12 分後に自宅に到着した。このとき次の問いに答えよ。
(1) サラの地図で、学校の位置はどのような座標で表されるか。
(2) サラの地図で、ジョージの家の位置はどのような座標で表されるか。
(3) サラの地図で、ジョージが学校を出発してから 5 分 40 秒後にいる位置はどのような座標で表さ
れるか。
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(4) サラの地図で、 (0, ) という座標で表される位置に書店がある。学校と書店の間の最短距離を s、
ジョージの家と学校の間の最短距離を g とするとき、s:g の比を求めよ。
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7. The side AB of a regular hexagon ABCDEF, the length of each side of which is a, is on the line l.
Suppose that the hexagon rolls along the line in the direction shown with the arrow until the side
FA comes on the line l. Answer the following questions:
(1) Draw the curve of the path that the point A makes when the hexagon rolls until the side BC
comes on the line l. Then express the length of the curve in terms of a.
(2) Draw the curve of the path that the point A makes when the hexagon rolls until the side FA
comes on the line l . Then express the length of the curve in terms of a and b where b is the
length of the diagonal AE.
下図のように、一辺の長さが a の正六角形が、辺 AB が直線 l 上にあるように置いてある。この正六
角形が直線 l 上を、辺 FA が直線 l 上にのるまで、矢印の方向に回転していくとするとき、以下の問
いに答えよ。
(1) この正六角形の辺 BC が直線 l 上にのるまで回転するとき、点 A はどのような曲線を描きながら
動くか。その曲線を描き、さらにその長さを a を用いて表せ。
(2) この正六角形の辺 FA が直線 l 上にのるまで回転するとき、点 A はどのような曲線を描きながら
動くか。その曲線を描き、さらに、対角線 AE の長さを b として、その長さを a と b を用いて表
せ。

E
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C
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A

l

B
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