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皿 7.1.. 1学期期末考査数学 I . 
1年（ ）組（ ）番名前（ 五 ）知：SD 

※途中計算や図などは残し、
鰯笞は下麟郁分や指字ざれ碩にはっき I)と饒みやすい文字で記入すること．

炉 11を鱗け. ・ I ,2113~ 

知—1)>5.r— II よリ し—2>Sx-ll
け項すると い—Sx> ;ー11+2
菫鴫すると 山＞ー9

胃辺I:3でlhて x>-3 

回次の連立不等式を鱗け．

(1) f3:r+Sii:.C(z+2) 

.Cz+5~2z- 3 

3z+S-=: い+2)から 3x+Sii=:b+8 

すなわち → -=:3 
よって ,c;S-3 .... …① 

t.r+S~h-3 から 2.f~ 一8
よって "~ 一' .... ・・②

①と②の共遍範圃を求めて ―4;S1t;S-3 

2(1-x)-5<3x+7 

(2) (生デ

2(1-ll)-5<3ll+7から 2-2ll-5<3ll+7 

すなわち ー5が<10

よって ll>-2 ……① 

ll-6 ll-5 
ナ;:;;すの胃辺に35を檀けると

平~)::.35伊）
晨肩すると Sz一の;:.7JC-35

すなわち —公;:.-5

よって心｝……②

回不等式Sz-6;Sz+l・く2zを解け．

5.rー6Sx+lから 4.rS7 

7 よって xs4 ...... ① 

x+l<2.rから 一z<-1

よって z>l ..... ・②

①と②の共過範111を求めて

困次の方程式，不等式を解け．

(ll lz+51=4 

1•+ 51=4 から •+5一士4

よって か＝ー!,-9 

7 
l<r:.-

4 

13r-71>8から 3.r—7< -8, 8<Jz-7 
よって 3.r< -1. 15<311 

ゆえに I 
z<-了.S<z 

1 
x<--3 , 5<x さ〕

＇ 
(3) l2:c+3IS7 

x>-3 ~, 12.rU:.7から -7:S2z+3;S7 

各辺から3を"いて 一I0:,2x:,4

したがって -5:,x:,2 

-5全~2 邑〕

一寸言ー-4 -3 JC 

(4) lx+41=3x_ 

[I] x+◄~O すなわち Jt~ 一4のと,.方糧式は 、十◄ •3Jt

よって Jt一2
これは Jt~一4を膚たす．

[2) s+ヽ＜〇すなわちz<ー4のとき，方覆式は 一（ヽ+4)•3Jt

よって x=ー1

これは，ヌ<-4を漕たさない．

-4全三ー3@ [I], [2)から，求める鱗は Jt•2 

x=2 さ〕

1回 次の問いに答えよ．

ー ／／
ー2 5 エ

2 

弓 田

~ 正二
¾X 

7 
1 < x:::;4邑〕

x=ー1, ー9田

2 7 
(l)不等式8十一(n-5)>-nを漕たす最大の自然数nを求めよ．

3 4 
胃辺に12を揖けると 96+8(11-5)>2111 

層1111すると 96+8nー伯>21,t

整珊すると 一1311>-56

よって
お

n<万 =4.3・・・・・・

これを潰たす最大の自然敷nli 11=4 

n=4 国

(2) A店では500円でこの店の会員になることができ，会員は店の品物を 10%

引きで買うことができる• A店で定価が600円の品物を貫うとき，会員にな

った方が合計が安くなるのは． この品物を何僅以上買うときか．

品 f:JC曇 うとする.600円の10"引きの値段は 600x0.90=540(f'IJ

よって，会員になった上で品物をx饂貫ったと きの値段は 500+540.r (円）

会員にならずに品物を .rtlJ(ったときの値段は 600r円

紐から 500+540が項珈 ゆえに ー60.r<-500 

. 500 25 
よって x>"'&「―T.s,3...... 

xi這散であるから x.:;9 

ゆえに， 9儡以上貫うとき — 8 竺， z

3 
会員になった方が安くなる．

9個以上 ビり



回~,は寅散、＂は自然散とする．次の問いにつ ．いて、

<D r必璽条件であるが十分条件ではないJ

0 「＋分条件であるが必璽条件ではない」

O 「必璽十分条件である」

R f必璽条件でも十分彙件でもないJ

のうち．もっとも遍切なものを1号で箸えょ．

思：So 
匝',.ヽは寅叡とする．次の中で， x=1と同値な条件をすべて遍ぺ．

① x1=1ヽ ② x+1=1+z ③ (x-11=0 ④ x'=1' 

(1) :r>Oは%.. 1であるための

(l) rn•,•==> ヽー,1 は0 ぽ＂ ヌーI,1ー2,ヽ ー0)

a> rz+••1+• ⇔ ーヽ9』が鴫1)立つ．

~ r(ヽー1)'• 。<=> z-1•0J 的、1)立つ．

すなわち「｛ヽー1)1•0<⇒' ••1J l,{,tり立つ．

④ rが一1'==>ヽ ー1Jは偽 ぽfl:z-1,1ーーI)
••I のと 9 ヌー1
よって，f11>0=:>... 1」は偽．

這、 昌一ー 1 のと~. •>0 でない．
よって， r... 1⇒ >ヽ0」は偽．

よって， Jl一9と胃●な紐11 ~ - GI 
②，③＠  

1回x,yは実散、＂は自然散とする．
次の命罵の逆・裏・対偶を述ぺ、それらの真偽も答え、偽の・合はその反例も述

ペよ．なお、鱗答は表の中に記入しなさい．

④
 

@ 
(1) 會麗 「:calfl=⇒ > (:cーlXヌー2)年OJ ＠ 

(2) "が3の倍散であることはか=9であるための

hが3の檜敷==>I0 • 9J は偽 （反例 ： ＂―3),

『m■9==>"が3の繕散」は真．

① @ 

命題 真偽 反例

逆 (:iー 1)(:i- 2)~0 ==> ~~1 真

裏 s=l ＝つ (:r-lX:r-2)=0 真

対偶 (:x-lX:x-2)=0 ==> x=l 偽 x=2 

(3) x=y=2は．なーy=2y-x=2であるための

JI一,-2のとき 211-,-2,2-2-2. 2,-11一2・2-2一2

よって．「Jl一,-2==> 211-1ー2,-11•2J心
違.211ー,.. 2, 21- 11一2 をil.lI方糧式として鱗く と 11•2, 1ー2

よって,r211ー9ー21-11一2=⇒• JI一9ー2」は真．

(2) 命題 「x>2かつ y>3::::::⇒ > xy>6」 ＠ 

③
 

邑〕

(4) :i:=-2は.,:2=4であるための

が＝ー2のとき が=(一2)1=4

よって， f,c--2~ ,c•ーヽ」は真・

逆に、 JC•2 のとき， r=4 であるが， JC= ー2 でない．

よって， rr=4=⇒• ,ca-2」は偽．

命題 真偽 反例

逆 11y>6 ~ エ>2かつ:,>3 偽 ”軍一ヽ., ーー2

裏 zS2または yS3 ==:;, xyS6 偽 ”霊一4,,=-2 

対偶 Jty:06 ＝⇒~ ベ;;2または:,:.3 真

② 邑〕I(3)命題 「が+lは奇数＝⇒• IIは偶数J

＠ 
， 

命題 I真偽 1 反例(5) :iy>Oは， :i>Oかつy>Oであるための

り1>0=> :r>Oかつy>O」は△ ぽ例は :r• -1, 1•-I ) 

I ビ IIは員散 ＝⇒ 111+1はo I真
rz>Oかつ1>0==> zy>O」は真．

裏 "'+lは債敷 => ＂は膏数 真

対偶 IIは奇歓 ==> が+lは儡数 真

I 
① さ〕


