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9. 　立体のくりぬき                  29. 　倍数の個 数                                  

10. 　自転・公 転                       30.　偶数と奇数の問 題 　日暦算
                           

◇時 間と速さ    p.23~38 ◇場合の数    p.68~p.78
11.　往復の 出会いと追い越 し             31.　ぬりわ け                                     

12. 　坂道いったりきた り                  32.　果物か ご、攪乱数列                         

13. 　汽笛がボー                                   33. 　分 銅                   

14. 　お迎えお父さ ん                           ◇図形2    p.79~p.82  v2-p.1~p.4

15. 　道のりの差が比例す る                  34. 　立方体の展開 図                            

16. 　流水算(対称なダイヤグラム)  35.　立体の 切 断                                  

17. 　通過 算                        36.　正四面体の「切断 、立体の切断(体積と表
面積)                          

18. 　①解 法                                            ◇規則性    v2-p.5~p.15

◇水そうの問題    p.39~p.47 37.　フィボ ナッチの畳屋さ ん              

19.　水そう に沈める３パターン  38.　米 俵                                           

20. 　仕切り水入れ                               39.　デジタル時計                                  

21. 　ニュートン算                     40.　ドアの 鍵                                        

基本事項の学習を終えた小学5,６年生を対象にしています。中堅校から最難関校ま で
の受験生が学習することを想定しています。

　☆印は問題の難易度を表しています。☆が多いほど難度が高い問題です。

☆☆☆☆☆(五つ星)が最高難度です。
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いろ いろな文章題

いれか え買い物　
問題1　☆☆

　和夫君は1冊120円のノートと1冊150円のノートを合わせて20冊買える
だけのお金を持って店に行きました。ところが、この2種類のノートの冊数
をいれかえて合わせて20冊買うと、180円残りまし た。和夫君の持ってい
たお金 を求めなさい。

　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

解説　予定と実際の合計は、両方のノートを20冊買ったと考 えて、270
円×20冊 ＝5400円。
実際買った方の代金は、所持金より180円安いので
　所持金＋(所持金－180円)＝5400円　という関係になる。
よって、所持金は
　(5400＋180)÷2＝2790円　となる。　　　　　答え　2790円

別解として、180円÷(150-120）＝6冊だけ150円のノートを多く買 う予定
だったと考えてもよい。
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割れた 卵

問題2　☆☆

　1個20円で何個か卵を仕入れました。ところがそのうち20個が割れてい
たの で、2000円の利益が上がるように1個25円で売りました。卵は全部で
何個仕入れましたか。

　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

解説 　割れた卵は売れない が、仕入れの金額は損金として残る。その
分も1個あたり5 円の利益を積み重ねて消してしまわなければならない。
したがって、(2000＋20×20)÷5＝480個　を売る必要がある。仕入 れ個数
は
　480＋20＝500個　　

　答え500個

(別解)　割れた20個も25円で売ったとする と、25円×20個＝500円の利益
が増 えることになる。
よって、2000円＋500円＝2500円の利益を1個あたり25円－20円 ＝5円の
利益で上げているので、2500÷5＝500個仕入れたはず。

答 え　500個

考察　見かけの利益＝実利益＋損金です。別解は問題の単純化による解
き方です。
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 つるかめもどき(いもづる算)

問題3　☆☆

ある乗り物の乗車券は、おとな500円、こども300 円、学生400円です。
695人乗りました。おとなとこどもの利用者の比は2：3で、それ以外は学
生でした。乗車券の売り上げ合 計は、学生全体の合計の方 が、おとなと
こども全体の合計より5000円多かったです。
(1)　利用者の内、おとなとこどもは、それぞれ何人ですか。
(2)　乗車券の売り上げ高は、全部でいくらになりますか。
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解説　
(1) 比べるのは大人と子供全体と学 生全体だから、おとなとこどもを合わ
せた平均を考える。そ こで１人あたり、(500×2＋300×３)÷
(２＋３)＝380円と考える。
全員学生とすると、大人と子供全体との差は、400×695＝278000円の差
であるが、学生と1人いれかえるごとに、 380＋400＝780円ずつ差 が縮小
し、5000円の差になればよいので
（400×695）－5000＝273000　 273000÷(380＋400）＝350人
よって、おとなは、350÷5×２＝140人　　こどもは、350－140＝210人
学生 695人 694人 693人 -　-　-　 -　-　-　 345人

大人子供 0人 1人 2人 -　-　-　 -　-　-　 350人

金額の差 278000
円 ー780円 ー780円 -　-　-　 -　-　-　 5000円

(2)　売り上げ高は、380×350＋ 400×(695－350)＝271000円　となる。
　　　　　　

考察 　乗車券の売り上げ高全体がわかっていれば、普通のつるかめ算で
すが、売り上げ高の差が与えられているので、いれかえの考え方を 使いま
す。面積図でやろう とすると、できません。表解の考え方です。線分図や
面積図は基本ですが、なんといっても強力な表解をマスターしましょう。
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三つどもえつるかめ算

問題4　☆☆

A町、B町、C町のバスの停留所がこの順にあります。料金は、 AB間は170
円、BC間は200円、AC間は230円です。AB間で乗っていた人は29人、BC
間で乗っていた人 は36人でした。バス料金の合計は9190円でした。BC間
だけ乗った人は何人ですか。

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　
解 説   
B町で降りた人と乗ってきた人を差し引きすると、36－29＝7人増えたと
いうことになる。そこで29人全員がB町 で降りずにC町まで乗ったとする
と、B 町では７人乗ったことになり、そのときの料金は
230×29＋200×7＝8070円とな る。
これと実際の料金9190円を比べる。もしBで１人降りたとすると料金は
170円＋200円－230円＝140円の 差がつき、この差が集まって、9190 円
－8070円＝1120円となったと考える。
よって、1120円÷140円＝8人がB町で降りたとわかる。　よって、BC間だ
け乗った人は、 ８＋７＝15人である。

答え　15人

考察

解法では、B 町で降りた人を として、全 区間乗った人は (29－ )人、
BC間だけ乗った人は (7＋ ）人となる ので、 170× ＋(29－ )×230＋
(7＋ )×200＝9190 　を計算して、 ＝8人 あとは同じです。
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あと何票で当選
　　　
問題5　☆☆☆

235人の生徒の中から生徒会長を１人選ぶことになり、A,B,C,D,Eの５ 人
が立候補しました。２３５人が１人１票の投票を行い、５人の中で最高得
票者が当選します。下の票は、開票途中の経過を表したも のです。Aが必
ず当選する ためには、あと何票とればよいでしょうか。

立候補
者 A B C D E

得票数 18 22 13 30 19
　　　
　　　

解説　 5人の中で一番票数の多いDとの争いになる。
18+22+13+30+19=102　 235-102=133　より、あと133票がすべてAと
Dに集中すると考える。
Aはあと、30-18=12票でDと並ぶの で、133-12=121票の過半数をAがと
ればよいので、120÷２＝60　60+1=61票で当選と なる。
よって、Aは　12+61=73票とればよ い。　　　　　　

答え　 73票

考察 　AやD以外の人が得票すれば、Aはもっと低い得票で当選するこ
とになるが、考えうる最大の得票で答える必要がある。この問題で は、２
人の争いだから残り の票数を２で割って１を足したが、もし２人当選する
場合は、残りの票数を３で割って１を足すことになる。過半数の考え方を
拡張して解くことになる。
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図形1

くるく る三角形
問題6　☆☆☆　

角Aの大きさを求めなさい。同じ印しのついた辺の長さは等しいとしま
す。
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解説　等しい辺を重ね合わせて二等辺三角形をつくる。裏返したり、く
るくるしましょ う。

(ア)　73°の角の頂点のまわりに、180°回転すると上図のようになる。三
角形の外角より、A＝73－32＝41°

答 え　41°　

(イ)　Aの三角形を裏返して、等辺を重ね合わせると、上図のようになる。
全体 が二等辺三角形になったので、等角の一つは　46＋80＝126　　
(180－126)÷2＝27°となる。

答 え　27°

考察　単に補助線を引いたり、 二等辺三角形を見つけるというやり方で
は解けません。回転や裏返しによって、等辺を重ね合わせて、二等辺三角
形を作るという作業をします。
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類題7　☆☆☆☆

　二 等辺三角形を作る

　次の図の三角形ABCと三角形BCDで、辺ACと辺BDの長さが等し いと
き、角xと角yの大きさを求めなさい。(奈良学園)
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　解説　次の図のように等辺を重ねます。二等辺三 角形BBCの等角 が
64°だから、もとの位置の三角形ABCの内角の和より　　x＝180ー64ー
64ー(180ー156)＝28°　　　
三角形 BCDの内角の和よりy＝ 180ー28ー(180ー64)＝36°

二等辺三角形を、共通な辺BCを使って作るというところが、少しむずかし
いですね。

答え　 x＝28°　y＝36°
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折り紙

問題8　☆☆☆☆

　次の図でAB＋BC＝12cm、ED＋DC＝7cm、直角三角形BCD＝10 のと
き、五角形 ABCDEの面積を求めなさい。
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解説

 このように、緑と青の三角形をそれぞれ上図のように対称に移動する。さ
らに赤い線の三角形がBDについて線 対称とな るの で、求める面積は、黒
い直角三角形の面積から赤い三角形 2個分の20 をひけばよい。
底辺と高さは辺ABと辺CDを対称に移動してまっすぐな７cm、12cmとな
るので、 ７×12÷２－20＝22

答え　22
考察

赤い三角形の合同は、180°の角Dと直角三角形BCDの内角の和180°より、
180－(90－青丸)－青丸２ 個＝90－青丸となり、 その結果辺BDと その両
端の角が等しくなります(数学では直接、斜辺と１鋭角相等です)。赤い三
角形の直角の頂点は特に辺AC上にあるわけではありま せん。「くるくる
三角 形」の最高峰といえるような問題ですが、ちょうちょの羽がひらひら
するようなイメージですので、「ひらひら三角形」とでも名付けま しょう
か。元ネタは単な る１枚の直角三角形の折り紙なのですが、折鶴からもと
の展開図を想像するのは簡単ではありません。
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正方形 と角度

問題9　☆☆

　下の図で、四角形 ABCDと四角形DEFGは同じ大きさの正方形で、点Cは
AとFを結ぶ直線 上にある。図のアの角の大きさは何度か。
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解説

補助線DF,DBをひくと、三角形DPFにお いて　DP : DF＝1：2　だから、
角DFP=30°となる。

角FDEは45°だから三角形の内角の和より 　ア＝180ー30ー45＝105°　　

　答 え　105°

考察 　補助線のひきかたが難しいが、正方形の場合 は対角線をひいて
みるのが定石でしょう。

三角形DPFをFPに対称に2つつなげると正 三角形になるので、角FDPは
60°、角DFPは30°になります。
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立体の くりぬき問題

問題10　☆☆

図のように黒い部分が、反対側までくりぬかれている。小さい立方体の一
辺を １ｃｍとするとき、この立体の表面積を求めよ。
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解説　 くりぬかれた立体を正面から見ると1図のようになる。
25－4＝21 　 の面積になるので三方向全て考えると、21×６＝126
ところで、2図のように、表面積を求める立体は外側部分だけでは
　(25ー5）×６＝１２０
よって、両方の表面積をたして、126＋120　とすると、1図の十字の部分
が不要に なるので
126＋120ー５×６＝216

答え　２１６

考察　くりぬきの問題では、くりぬかれた空洞を一つの立体と見て表面
積を考えます。この問題の場合、黒い十字の部分は表面ではないの で、6
カ所分引くことを忘れてはいけません。
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類題11　☆☆

 立体のくりぬき

下の図のように，１辺が１cmの立方体を20個使い，下から１段目には８
個，下か ら２段目は４個，下から３段目には８個を面と面をぴったりとつ
けて，中に空どうがある立体アをつくります。この立体アの表面積 は，何
ですか。

　　　　　　　

解説

くりぬかれた立体を１つの方向から見ると図のよう
な緑の部分になり、その面積は、５ とな るが、６
方向すべての合計は５ ×６＝30 とな る。一方全
体のこの立体の外側の表面積は8 ×６＝48 だが、
くりぬかれた 立体の表面積の30 から、６ 分を
ひいた表面積をたせばよい。よって、48 ＋30

－６ ＝72

答え　７2
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自転公転

問題12　☆☆☆☆

小円Aが大円Bの内側を回転します点PはAの円周上に点QはBの円周上にあ
り、 円A、円Bの円周の長さは、それぞれ56cm、96cmです。また、点O
は円Bの中心です。

(1)　点Pが、点Qと重なる点から出発してから、ふたたび点Pが点Qと重な
る までに、円Aは、何回転しますか。また、このとき、出発後円Aは点Q
を何回通りますか。

(2)　点Pが出発後100回目に円Bの円周と重なる時、角POQの小さい方の
大きさは何度ですか。
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解説　(1)　小円が大 円のまわりを一周するのに、外回りでは1回転多くな り、

内回りでは1回転少なくなる。96÷56＝12/7回転　12/7ー1＝5/7回転・・・1周あた
り　よって5回転となる。

　　また、7周するので、7ー1＝6回通る。　　　　　　　　　

　答え　5回転　6回

(2)　円Aがその円周の100周分進むので、円Bのまわりを　56×100÷
96＝58周とあと1/3周する。

　　半径OQ に対して半径OPは120°の角をつくる。　　　　　　　　　

答え　120°

考察　(1)では、円Aがその円周の12/7周分を 進んで円Bを1周してきた
ことになる。このとき、円Aは地球の中心に対しては1回転少ない5/7回転
したということ。コインを回 転させれば分かるように、内回りでは進行方
向 と自転方向が逆になるので1回転分少なくなる。外回 りでは、進行方向
と自転方向が一致するので１回転分多くなる。一方(2)では、円Bの中心O
に対する回転の角度を聞いているので、”何 周分”の考え方をしている。”
何回 転”は地球に対して、” 何周分”は大円の中心に対して、というふう
に、しっかり区別すること。
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類題13　☆☆☆☆☆　

　自 転公転問題  (東大寺学園)

直径が１０cmと６cmの大きな円板と 小さな円板があり、それぞれ円周上の点
Aと点Bが正三角形の一辺の真ん中の点Cで図1のように重なっています。ここか
ら２つの円板が正三角形 の辺上を同時に同じ方向にすべることなく転がり始
め、円板が辺の端に達すると頂点を中心に１２０°回転し、その後再び次の辺上
をすべ ることなく転がり続けます。このようにして、点Aが再び点Cのところに
くるまでに、大きな円板は正三角形のまわりを５周し、そのとき 中心が動 いた
長さは３４５．４cmでした。
このとき次の問いに答えなさい。
ただし、図３のように円板の中心から円周上の一つの点に向かう矢印が、中心
のまわりを一回転することを、「円板が一回転する」とい い、どちら の円板も
一回転するのに１秒かかり、回転の速さは一定とします。また円周率は
３．１４とします。

　　　
(1) 大きな円板は何回転しましたか。
(2)　転がり始めてから、次に点Aと点Bがともに点Cで重なるまでに小さな円板
は何回転しましたか。
(3)　転がり始めてから、最初に図２のように、３点A,B,Cに関係なく２つの円
板の円周が正三角形の辺上のどこかの１点で重なる のは 何秒後ですか。
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解 説

(1) 　 中心が動いた距離を、辺上と頂点のまわりで分けて考える。頂点のまわ
りでは、半径5cmの円をえがくので、 5×2×3.14＝31.4cm 　５周するので、
31.4×5＝157cm動くので、辺上では345.4－157＝188.4cm動くことになる。
このとき 大きな円板は、１回転で10×3.14＝31.4cm動くので、188.4÷31.4＝6
回転する。５周の公 転で５回自転が増えるので、６＋５＝11回転することにな
る。

答え　11回転

(2)　１周の長さは、188.4÷5＝37.68cmなの で、小さな円板は１周で、
37.67÷(6×3.14)＝2回転するが、１周の公転で１回自転が増えるので 2＋1＝3
回転することになる。3と11の最小公倍数は33なので、33回転でCで重なるこ
とになる。

答え　33回転

(3)　１回転１秒かかるのは、どちらの円板でも変わらないので、 進む距 離の
差が出るのは、辺上を進むときだけである。１回転あたりの進む距離の比は、
大きな円板：小さな円板＝10πcm：6πcm　であり、大き な円板が小さな円
板を１周遅れにすればよい。正三角形のまわりの長さは、12πcmであり、小さ
な円板を１周遅れにするために大きな 円板 はさらに頂点で10πcm余分に進む
必要があるので、(12π＋10π)÷(10π－6π)＝5.5回転することになる。 これ
は辺上だけでの回転数であるので、小さな円板は辺上のみ5.5×6π＝33π進
み、正三角形を33π÷12π＝11/4周してい る。すなわち、頂点を8回通 過する
ので1/3回転×8＝8/3回転している。辺上の回転数5.5回転と合わせて、5.5＋8
/3＝49/6回転してい る。１回転１秒かかるので、49/6秒である。

答え　49/6秒後

考 察
大きな円板は１周あたり11/5秒、小さな円板は3秒となることから各円板
の位置を時間の経過とともに一覧表にして調べると、 大きな円板は
118/15秒後に最下部の頂点に、同じく小さな円板は115/15秒後に到達す
ることがわかり、ここから旅人算 で、(118 /15－115/15)×(6×3.14)÷
(10×3.14－6×3.14)＝3/10秒後に追いつくので、118/15＋3/10＝49/6秒
後となりま す。
ただ一覧表を書くのに時間がかかるので、この問題には適しません。
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時間と速さ

往復の 出会い追いこし

問題14　☆☆☆

2地点PQ間をAはP、BはQを同時に出発して、それぞれ一定の速さで何回
か往 復します。出発してからAとBが2回すれ違った後、P,Qのまん中の地
点で、はじめてBがAを追いこしました。

(1)　Bの速さは、Aの何倍ですか。

(2)　BがAを追いこしてから、次にBがAを追いこすまでの時間は、AとBが
すれちがってから次にAとBがすれ違うまでの時間の何倍ですか。
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 解説　
(1)　　

PQ間を1とすると、追いつかれるまでに動い たきょりは、A1.5、B2.5だ
から、

　　　　　2.5÷1.5＝5/3　　　　　 　

答え　 5/3倍

(2) いずれの時間も、ふたり合わせてPQ間を往復するのにかかった時間と
等しいので

　　　　　2÷(5/3－1)＝3時間　　2 ÷(5/3＋1)＝3/4時間

　　　　　　よって、3÷3/4＝4倍　　　 　

答え　4 倍

考察　出会いでは、みちのり÷速さの和、追越しで は、みちのり÷速さ
の差　を使います。
いずれも、2回目以降は、時間が2倍かかります。
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坂道 いったりきたり

問題15　☆☆☆

中村君はAからB、DからCの上りは分速４８mで歩きます。BからA、Cか
ら D の下りは分速７２mで歩きます。BとCの間は分速７０mで歩きます。
いま、AからDまで行くのに５６分かかり、DからAまで戻る のに１時間２
分かかりまし た。坂道CDと坂道ABは、どちらが何メートル長いですか。
また、BC間のみちのりが、630mのとき、AD間のみちのりを求め なさ
い。

解説　62分ー５６ 分＝6分でABとCDの差のみちのりを、往復するの
で、6分÷(1/48ー1/72)＝864m　坂道CDが864m長い。
往復の所要時間118分から、BC間の往復の所要時間18分をひいて、100分
で坂道部分を往復しているので、坂道部分のみちのりは、100÷(1/48＋1
/72)＝2880m　　となる。　2880＋630＝3510m　

　答え　3510m

一般に、坂道 のみちのり＝往復時間÷(1/上る速さ＋1/下る速さ)　　とな
る。
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汽笛が ボー

問題16　☆☆

まっすぐな線路を秒速20ｍでふみきりに向かって進んでくる列車が、ふみ
きりを 通過する前に34秒間汽笛を鳴らしました。音速を秒速340ｍとし
て、次の問いに答えなさい。

(1)　ふみきりにいる人には汽笛は何秒間聞こえますか。

(2)　ふみきりを通過した後、列車はまた34秒間汽笛を鳴らしたとすると、
ふ みきりにいる人には汽笛は何秒間きこえますか。

解説　　

(1)　音の長さが、20ｍ/秒×34秒＝680ｍ　短くなるので
　　　　680ｍ÷340ｍ/秒＝2秒　短くなる。34ー2＝32秒　　

答え　32秒

(2)　逆に音の長さが、2秒間分長くなるので　34＋2＝36秒　　

答え　36秒　　　　　　　　　
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お迎え お父さん

問題17　☆☆☆

　お父さんの会社は5時に終わり、その時刻に家からの迎えの車がお父さん
を乗せ て家に帰ることになっています。ある日、迎えの車が家を出るのが
15分おくれたので、お父さんは5時5分には会社から家に向かっ て歩き出
し、途中で迎えの 車に乗って家に帰りました。家に帰りついたのは普段よ
り11分遅れていました。
　お父さんが迎えの車に乗ったのは5時何分ですか。また、車とお父さんの
速さの比を求めなさい。

解説　　

4分を底辺とする二等辺三角形ができれ ば、図を読み取るだけです。車で2
分の道のりをお父さんが8分間歩いたのです。
　　5:15－：02＝5:13 　　2分：8分＝1：4　　　　

答え　5時13分　　　4：1
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みちのりの差が比例する

問題18　☆☆☆

　AさんとBさんはP地を同時に出発してQ地に向かいましたが、AさんがQ
地を 折り返してP地にもどる途中、Q地から300ｍはなれた所で、Bさんと
はじめて出会いました。AさんがP地にもどったときBさん はP地に向かっ
てP地から 1125ｍはなれた所を歩いていました。AさんとBさんの速さの
比を求めなさい。

解説

　1回めの出会いでAさんとBさんは　300ｍ×2＝600ｍ　の差がついた。
Aの1往復では1125ｍの差がついた。600：1125＝8：15　　15－8＝７　
　8：7　となり　この比は　1 回めの出会いにかかった時間とその後Aさ
んがP地にもどるまでの時間の比に等しく、言いかえれば1回めの出会いま
でに進んだAさ んとBさんのみちのりの比 に等しい。またこれは速さの比
に等しい。　

答え　8：7
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別解として、ダイヤグラムでは、次のようになる。ダイヤグラムを線対称に
折り返 して、三角形の相似から　600：1125＝8： 15　15ー8＝7より　
時間の比＝速さの比の逆比＝8：7　 となる。

考察　 ダイヤグラムよく使われる三角形ですが、みちのり一定の時、時
間の比は速さの比 の逆比になります。線分図では、線分の同じ長さの部分
を比較して時間の比を算出します。「三角形の水平切り」と 覚えて おきま
しょう。
ダイヤグラムよく使われる三角形には他に「三 角形の垂直切り」がありま
す。線分図の線分の同じ時間の部分を比較して道のりの 比などを算出しま
す。こちらは皆さん普通に 使っていますね。
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ダイヤグラムの対称性(流水算)

問題19　☆☆☆

　ある川のA地から12kmはなれた下流にB地があります。AB間を下図のよ
う に往復する船P,Qがあります。船の静水上の速さは同じです。出発して2
時間35分後にBから7.2kmのところで2度目にすれ ちがいました。船の上
る速 さと流れの速さをもとめなさい。
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解説　グラフをさかさま にしても、元に戻る。グラフの対称性から、1
回めの出会いは A地から　12ー7.2＝4.8kmの地点となる。このことか
ら、上り下りの速さの比は　２：３となる。またPは1時間35分の 間に
12km下り 7.2km上った。つまり道のりの比は　5：3となる。以上を表に
まとめると

上り 下り
速さ 2 3
みちのり 3 5
時間 9 10

上の表で、みちのり÷速さ＝時間　より　３÷２＝3/2　　５÷３＝5/3　　
3/2：5/3＝9：10　となる。

よって、7.2km上るのに　1°35′÷19×9＝3/4時間かかり　7.2
÷3/4＝9.6km/時の速さとなる。

また、下りは　9.6×3/2＝14.4km/時の速さで、流れの速さは　 (14.4ー
9.6)÷２＝2.4km/時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答 え　上り9.6km/時
　流れの速さ2.4km/時

考察　ダイヤグラムが威力を 発揮する問題です。また、みちのりの比を
速さ の比で割って、時間の比を出すことが思い付き にくいかもしれません
が、表解をふだん使い慣れていれば 簡単でしょう。
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類題20　☆☆☆　

　ダイヤグラムの対称性(流水算)　　
　

静水での速さが同じである船Ｐ，Ｑが，川の上流のＡ地点とＡ地点から
９km下流の Ｂ地点とを往復します。船ＰはＡ地点を出発し，Ｂ地点を折
り返してＡ地点に向かって進みます。また，船ＱはＢ地点を出発し，Ａ地
点を折り返してＢ地点に向 かって進みます。船Ｐ，Ｑが同時に出発したと
き，二度目にすれちがったのは出発してから1時間35分後で，Ａ地点から
3.6km の地点でした。次の問いに 答 えなさい。

(1)　 一度目にすれちがったのはＡ地点から何kmの地点ですか。
(2)　船が川を上る速さと，下る速さの比を，最も簡単な整数の比で答えな
さい。
　　また、船が川を上る速さと，川の流れの速さはそれぞれ毎時何kmです
か。
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解説

(1)　下図より、ダイヤグラムの対称性から、
９km－3.6km＝5.4km

答え　5.4km

　
　　　　　　　　

(2)　みちのりの比が速さの比に等しいので、
3.6km：5.4km＝2：3　 速さの比の逆比が所要時間の比だか
ら、図の時間の比３：２がわかる。また、所要時間とみちのりは
比例するので

３×3/2＝4.5となり、下図より、3＋4.5＋2＝9.5→95分にあたる
の で、3→30分となる。

上るとき、3.6kmを30分で進むの
で、

3.6km÷0.5時間＝7.2km/時

下るとき、5.4kmを30分で進むの
で、

5.4km÷0.5時間＝10.8km/時

よって、流れの速さは、

(10.8－7.2)÷２＝1.8km/時　となる。

答え　2：3　上り7.2km/時、流れの速さ 1.8km/時
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通過算

問題21　☆☆☆☆

東西にのびる線路がありま す。ある時A君が線路の近くに立っている
と、西から特急、東から急行が近づいてきてA君のちょうど目の前で
すれちがい始めました。すれち がい始めてから10秒後に線路の向こ
う側が見えました。
特急と急行の列車の長さがそれぞれ200m、160mで、速さの比が
3：2であることが分かっているとして、次の問いに答えなさ い。

(1) 　特急と急行の速さはそれぞれ秒速 何mですか。

(2) 　A君の真東にいたB君も同じ特急 と急行を見ていました。B君の
目の前を急行が通過し始めてから、特急が通過し終わるまでの50/3秒
間はずっと線路の向こう 側は見えないままでした。A君とB君の間の
距離を求めなさい。

(甲陽）
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解 説

(1)A君の前を、特急と急行の進む　みちのりの比200：160＝5：4と
速さの比3：2からすると、A君の前を 通過する のにかかる時間の比
は5：6となり、急行がA君の前をはなれるのが10秒後と分かる。
160÷10＝16m/秒・・・ 急行の速さ
16÷２×３＝24m/秒・・・特急の速さ

答え　特急は秒速24m、急行は秒速16m

(2)

　24m/秒×50/3秒＝400m、 400m－200m＝200mのみちのりを２つ
の列車が近づくことになる。
出会った所がAの前なので、200m÷(24＋16)m/秒＝5秒・・・●→○
　　　5秒×16m/ 秒＝80m

答え　80m

考 察
はじまりと終わりの時間を●○で表してそれぞれの列車の位置を書込
みます。この場合の「終わり」はAですれちがい始めた時です。 一方
特急 だけに注目すると50/3秒の間に最後部が400m移動したことにな
ります。
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類題22　☆☆　

　通過算

長さ120mの貨物列車を長さ160ｍの普通列車が追い抜くのに，28秒かか
りま した。また，普通列車の速さの1.7倍の速さで，長さが188mの急行列
車がこの貨物列車とすれ違うのに７秒かかりました。この 急行列車の速さ
は，毎秒何 mですか。ただし，各列車はそれぞれずっと同じ速さで走って
いるものとします。
　　　　　　　

解説

普通が貨物を追いこすとき、１２０＋１６０＝２８０mのみちのりを２８
秒で進んだ ことになるので、２８０÷２８＝１０m/秒・・・(普通－貨物)
の速さ

急行と貨物がすれちがうとき、１２０＋１８８＝３０８mのみちのりを７
秒で進んだ ことになるので、３０８÷７＝４４m/秒・・・(普通×1.7＋貨
物)の速さ
貨物の速さは、１０m/秒と４４m/秒をたすことによって消すことができる
ので、普通×2.7＝１０＋４４＝５４m/秒　
よって、普通＝５４÷2.7＝２０m/秒 　となり、急行はこの1.7倍の速さだ
から、20×1.7＝３４m/秒　となる。

答え　３４m/秒
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類題23　☆☆　

　通過算

Ａ駅のホームを，秒速20mで走るＰ電車が通過するのに14秒かかり，秒速
16m で走るＱ電車が通過するのに21秒かかります。また，２つの並行する
線路でＰ電車の先頭がＱ電車の最後尾に並んでから，Ｑ電車を 追いぬい
て，Ｐ電車の最後 尾がＱ電車の先頭に並ぶまでに45秒かかります。このと
き，Ａ駅のホームの長さは何mですか。

　　

解説

１６×２１－２０×１４＝５６m・・・Q－Pの長さ、(２０－１６)×４５＝
１８０m・・・P＋Qの長さ

よって和差算で、Q＝(１８０＋５６)m÷２＝１１８m

ホームの長さは、２1×16－１１８＝218m

答え　218m
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解法

問題24　☆☆☆

　一郎君はオートバイでA町からB町へ、花子さんは自転車で一郎君と同じ
道をB 町からA町へ、それぞれ一定の速さで走ります。二人は同じ時刻に
出発し、途中ですれちがいました。一郎君はすれちがってから１時 間後、
花子さんはすれち がってから９時間後に目的地に着きました。一郎君の速
さと、花子さんの速さの比を最も簡単な整数の比で答えなさい。　(清風中
学)

　
　　
解説 　一郎君と花子さんの速さの比を１： とす る。すれちがい後
の、みちのり、速さ、時間の関係を下の表のよ うに表すことができる。

一郎 花子
みちのり 1
速さ 1
時間 1÷

ここで、かかった時間の比は、題意より　1：9　だから、

：(1÷ )＝1：9 　すなわち　 × ：1＝1：9 となり ＝1/3

答え　3：1

考察　わからない量を とお く。おなじみの 解法で すね。
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  水そうに沈める
問題25　☆☆

図のような水そうに水が入っています。底面積36 で高さ19.5ｃｍの直方
体のおもりが数個あります。
(1)　水そうに２個のおもりを立てると、水面は何ｃｍ上がりますか。
(2)　さらにもう一個のおもりを立てると、水面はさらに何ｃｍ上がります
か。

解説　(1)　はじめの 水面の高さがわかっているので、実際におしのけた
水量を小さく なった底面積で割ると　72×14÷252＝4cｍ上がる。　　　
　　　　　　　　

4ｃｍ

おもりを沈めたあとの高さがわかっているときは、見かけのおしおけた水
量を、も との底面積で割るとよい。つまり水面が　72×18÷324＝4ｃｍ下
がることになる。
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(2)　水面がおも りの高さを越えてしまうので、このときは、水量とおもり
の体 積の和を、もとの底面積で割るとよい(底面積は変化しない)
(324×14＋ 36×19.5×3)÷324＝20.5　　20.5－(14＋4)＝2.5　　  

2.5ｃｍ

考察　おもりが水面に沈 んでしまうと、実際におしのけた水量を計算し
ても無駄です。な ぜなら、底面積が小さくなったという考え方ができない
からです。そこで、見かけのおしのけた水量を、もとの底面積でわる考え
方を すると

36×19.5×3÷324＝6.5cm　　6.5cm－4cm＝2.5cm　 としてもよろし
い。もとの水面がおもりの高さをこえていれば、見かけのおしのけた水量
と、実際におしのけた水量はもちろん一致し ますが、もとの水面がおも
りの高さより低ければ、見かけのおしのけた水量の方が大きくなります。
いずれにしても、おもりが水面に沈んでしまうと「見かけのおしのけた水
量÷もとの底面積」でやる必要があります。あるいは解説にあるように、
（水量＋おもりの体積）÷もとの底面積で解くほうが安全です。

よくある誤解。下の図で石の体積は実際におしのけた水量ではありませ
ん。みかけ のおしのけた水量と考えるべきです。なぜなら、石をしずめる
前は、水面が石の高さより低いからです。
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類題26　☆☆☆

 水そうに沈める

底面の半径が４cmの円柱形の容器Ａと，底面の半径が４cmの円すい形の
おもりＢ があります。Ａに水面の高さが８cmになるまで水を入れ，さら
に，図１のように，Ｂの底面がＡの底面と一致するように，おもりＢ をＡ
の中に入れると，水面 はおもりＢの頂点に一致しました。
このとき，次の問いに答えなさい。ただし，必要があれば円周率は3.14と
して計算しなさい。

(1)　おもりＢの高さは何cmですか。

(2)　 図２のように水面の高さが９cmになるようにするには，はじめ，容
器Ａに何cmの高さまで水を入れるとよいですか。
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解説

(1)　

はじめに入れた水の体積は、4×4×3.14×8＝128×3.14 　で、上図左のよ
う に、円すいの体積は円柱の体積の3分の1だから、水の体積を とする
と、おもりB の体積は とな る。 ＝128×3.14・ だから、 ＝64×3.14
　

よって、おもりBの体積からその高さを逆算をすると、64×3.14
×3÷(16×3.14) ＝12cm 　となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

　答え　１２cm

(2)　上図右より、見かけ上、おもりBの円すい台部分(水面下の部分)が水を
お しのけている。相似比１：４より体積比が１：４×４×４＝１：６４と
なるので、円すい台部分は６４－１＝６３の割合になる。

すなわち、(64×3.14) ×63/64 ＝63×3.14 分おしのけた。これを底面
積の16×3.14 でわると、おしのけ られた水の高さが求まる。(63×3.14
÷(16×3.14 )＝ 63/16cm

よって、はじめ容器Aに入っていた水の高さは、9cm－63/16cm＝
81/16cmとなる。

　　　　答え　81/16cm
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仕切り水入れ

問題27　☆☆☆

下図のように長方形の仕切り板2枚で仕切られた 直方体の形をした水そう
があります。AとCの 部分にそれぞれ一定の割合で同時に水を入れていき
ます。グラフはこのときの水を入れ始めてからの時間と、Aの部分の水面
の高さの 関係をあらわしたもので す。
　

(1)　図のア、イ、ウにあてはまる数を求めなさい。

(2)　Cの部分には毎分何 の 割合で水を入れましたか、
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解説　
(1)　AとBの部分の底面積の比より　25分×18/10＝45分　 　　　

ウ＝45

　　

仕切りの高さと、そこまで入れるのにかかった 時間は比例するので、

　　　　80：100＝ア：20　　　

ア＝16ｃｍ
　　　　

45：72＝イ：16　　　

イ＝10ｃｍ

(2)　100分で20ｃｍ入っているので、後はいもずる式にもとまる。折れ線
の最後から考えよう。

　また、AとCで12000・÷100分＝120 /分　入り

　Aで2000 ÷25分＝80 　入っているので　　120－80＝40 /分　　

40㎤/分

　　

考察　 折れ線の最後、結果どうなったかが重要です。水入れの問題で
は、逆戻しで考える と答えに早くたどり着ける場合が多いです。45分から
72分のグラフも、80分から100分のグラフも、そのまま伸ばせば0の点 を
通ります。左側にあるし きりを取れば、1つの直方体に水を入れるのと同
じになるので、当然です。0の点を通るグラフは比例のグラフです。そこに
気が付け ば、仕切り水入れの問題では、横軸の時間の数 値と、たて軸の
深さの数値で比 例式をつくると瞬時に解決です。
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ニュー トン算

問題28　☆☆

　水そうにある量の水が入っています。毎分決まった量の水をいれなが
ら、同時に 1台のポンプで毎分きまった量の水をくみだすと、14分後に水
そうはからになります。またこのポンプ2台でくみだすと、6分後に からに
なります。このポン プを3台にしたら何分後にからになるでしょうか。

解説　のべ量の差÷時間の差＝入る量(時間あたり)　　を使いま す。

ポンプ1台で /分　入るとすると、時間の差　14－6＝8分　で入った量が

　 ×14－ ×12＝ 　だから、　　 ÷8分＝1/4　が1分あたりで入る量と
なる。

　よって、はじめに　 ×14－1/4 ×14＝21/2　の水が入っていたことにな
る。

　　すなわち、21/2÷11/4＝42/11分　

　答　42/11分
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類題29　☆☆

 ニュートン算　

一定の割合で水が流入して，あふれているタンクがあります。このタンク
からポンプ で水をくみだします。ポンプ４台では18分，ポンプ５台では
14分でタンクは空になります。ポンプ７台では空になるまでに何分か かり
ますか。
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　 解説

ポンプを何台使うか で、くみだす水の量がちがうのは、くみだす時間がち
がうので、 その間に流入する水の量がことなるからである。毎分１台あた
り の水をポンプでくみ だすとする。タンクにはじめ にたまっていた水の
量がわからないので、上図から求める。４台のとき、 ×18 ＝ 、
×14 ＝ 、 － ＝ 　よって、１８分－１４分＝４分で の量 の水が
くみだされた(流入した)ことになる。すなわち、流入する水の量は１分 間
で、 ÷4分＝ であ ることがわかる。これを例えば５台でくみだした場
合にあてはめると、 － ×１４＝ の水 がはじめタンクにたまってい
たことになる。これをポンプ７台使った場合にあてはめると、 ÷( －
)＝126/13 分＝ で空になる。　　　　　　　　
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時計 算

　　　
長針短針いれかわり

問題30　☆☆☆☆

　6時前に時計を見てから用事をすませ、9時すぎに時計を見ると長針と短
針の位 置が入れ代わっていました。5時何分何秒と9時何分何秒だったで
しょうか。秒未満を四捨五入して答えなさい。
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解説　短針と長針の動い た角の和は　360°×(9－5)＝1440°だか ら　
の角 は　1440÷(1＋12)＝1440/13(度)　となる。
　よって、5時台は　（30×5＋1440/13）÷(6－0.5)＝47と59/143分
　　　　　9時台は　(30×9－1440/13)÷(6－0.5)＝28と136/143分

答 　5時47分25秒　と　9時28分57秒　

一般に、a時台とb時台で入れ代わった場合は　360°×(b－a)が短針と長 針
の動いた角の和となる。もちろん、短針と長針の動いた角の比は　
1：１２です。　　　　　　　　

類題31　☆

 時計算

(1)　４時10分のときの長針と短針のなす角は何度ですか。ただし，なす角
とは 小さいほうの角とします。

(2)　午後４時から午後５時までの間で，時計の長針と短針のつくる角が２
回目に 60°になるのは，午後４時何分ですか。
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解説

(1)　短針を４時の位置で止めて考えると、長針だけが、６°－0.5°＝ 5.5°
すなわち毎分5.5°で短針に近付いて行くことになる。４時０分のとき、短
針は長針の、30°×４＝120°先にいるの で、みちのり120°、速さの差5.5°
の旅人算となる。

120°－(5.5°×10分)＝65°

答え　65°

　　

(2)　４時の位置で止まっている短針に対して、長針が追いつく前に60°に
な り、追い越してから２回目に60°になるので、(120°＋60°)÷5.5°＝
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食塩 水の濃度

食塩水 (濃度が変わらない)

問題32　☆

　2％の食塩水Aが100gと、５％の食塩水Bが200gと、９％の食塩水Cが
125gあります。B,Cの食塩水から75gずつ食塩水をAに移し、よく混ぜてか
ら、75gずつB,Cに戻しました。このとき、 A,Bの食塩水の濃度が等 しく
なりました。B,CからAに食塩水を移したとき、Aの食塩水の濃度は何％に
なっていたと考えられますか。(洛南　改)

解説 　5％のBの食塩水に何％かのAの食塩水を混ぜて、 A,Bの濃度が等
しくなるの だから、Aの濃度は5％以外ありえない。　　

答え　5％

考察　(75×0.05+75×0.09+100×0.02) ÷(100+75+75)＝0.05　という
計算は不要です。75gが分かっていなくても、答えが出ることになります。
食塩水の 等量交換と混同しないよう にしましょう。

　　　　　

        
       
        
     
         

51



 食塩水 の入れ替え(フローチャート)

問題33　☆☆

　食塩水A.B.Cがそれぞれ１００gずつあります。AからBへ20g移し、B か
らCへ20g移し、CからAへ20g移すと、食塩水Aは5％、Bは7.5％、Cは
10％になりました。食塩水A、B、Cは、は じめそれぞれ何％でした か。

解説　 分母に食塩水の重さ、分子に食塩の重さを書く。まず5％、
7.5％、10％より 下図のようになり、 と の濃さが変わらないことよ
り、 120g中12ｇが溶けていたことがわかる。さらに でそ のうち20g分
の2ｇを移動したことが分かる。

Aを逆戻しするとCから2gもらう前は5－2＝3gより、80g分の3gがわか
る。 の濃さが変わらないことより、 7.5÷100×120＝9gより120g分
の9gとわかる。120÷20＝6、 9÷6＝1.5より、このうち20g分の1.5gをCに
移動したことが分かる。
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の濃さが変わらないことより、 3÷80×100＝3.75つま り、100g分
の3.75gがわかる。100÷20＝5、3.75÷5＝0.75gより、20g分の0.75gを移
動したことが わかる。よって、9ー 0.75＝8.25gより、Bが100g分 の
8.25gであったことがわかる。またCを逆戻しすると、12ー1.5＝10.5gよ
り、Cが100g分の10.5gであった ことがわかる。

答え A3.75% B8.25% C10.5%

考察　まず濃度の変わらない食塩水を見つけるのがポ イントです。移動
先の食塩水は濃度が変わりま すが、移動元の食塩水は濃度が変わりませ
ん。比 例配分で分子の食塩水の重さが分かります。また、移動する食塩水
に溶けている食塩の重さ が分かっているときは、引き算でもとの食塩量が
分かります。
以上まとめると、矢印(細い方)の出る方の食 塩水では、食塩水の濃度が変
わらず、矢印の入 る方の食塩水は分子の食塩量を引き算してもとの食塩量
を求めま す。
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整数の問題　　　　　　　

　　　　　　　
魔 方陣　
問題34　☆☆

　次の魔方陣を完成しなさい(たて、横、対角 線どの方向の３数の和も等し
くなっています)。

9 　

3

1
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 解説

 真中の数は、9と1の平均だから、(9＋1)÷２＝5となる。
右下の数は、9と3の平均になっているので、(9＋3)÷2＝6である。
9＋5＋1＝15が３数の和だから、残りを順にうめていくと次の答えにな
る。

答え

4 9 2

3 5 7

8 1 6

考察
真中の数と右下の数は、なぜ平均になるのでしょうか？　

どちらも３つずつの和３組分なので合計は等しい。真中の数(緑)が３回重
なったことがわかります。そこで上の図をよく見比べてみ ると緑２つの数
の合計と赤 と青の数の合計が等しいことに気付きます。つまり、緑＝(
赤＋青)÷２で確かに真中の数は両端の数の平均になっています。
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次に、このような場合はどうでしょう？　線で囲んである所を合計するの
です。

上の図を同じように見比べてみると緑２つの数の合計と赤と青の数の合計
が等しいことに気付きます。つまり、緑＝( 赤＋青)÷２で、確かに右下の緑
の数は赤と青の数の平均になっています。
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反射の 問題

問題35　☆☆

　1辺の長さが1ｃｍの正方形でうめつくされた長方形ABCD があります。
この長方形の頂点A からでた光が正方形の対角線にそって進み、長方形の
辺に当たると反射して、再び正方形の対角線上を進みます。この光は頂点
ABCDのいずれかに到達すると 進行がとまります。
　AB＝25ｃｍ　BC＝40ｃｍ　のとき、光はABCD のうちのどの頂点に到
達しますか。また到達するまでに何個の正方形を横切ることになります
か。
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解説　　たて、横の最小公倍 数の長さを進むと、頂点に到達する。
また、LCM÷横　が偶数ならばAD 上に、　LCM÷たて　が奇数ならばCD
上に到達するのでこのとき、光はD 点に到達することになる。　 　
200÷25＝8　　　 200÷40＝5　より　　　

答　頂点Dで200個横切る

考 察　反射の問題では、図形を反射面に対して線対称 に展開してゆくの
が原則ですね。そうすれば、光はそのまま直進させることができ ます。　

類題36　☆☆☆☆

 反射の問題

長方形の白い用紙の上に１辺の長さが２cmの正方形のコマを置き、用紙か
らはみ出さないように次の規則で 移動させました。
・　移動の開始は用紙の１つの角からとし、常にコマの対角線の向きに移
動させる(図１)。
・　用紙のはしにぶつかったときには移動の向きを90°変える（図２)。
・　移動開始の後、最初に用紙の角の１つに到達したところで移動を終了
する(図３)。

この移動によってコマが通過した用紙の部分を黒く塗りました。(移動開始
前および移動終了時に コマがある部分も黒く塗りました。)

　　　　

(1)　用紙がたて２２cm、横３２cmの長方形のとき、コマは何回移動の方
向を変えました か。
(2)　用紙がたて２２cm、横３２cmの長方形のとき、黒い部分の面積を求
めなさい。

(3)　用紙がたて３２cm、横４４cmの長方形のとき、コマが１０回移動の
方向を変えた後、 移動を終了しました。このとき、黒い部分の面積を求め
なさい。
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解説

(1)　下図のように、反射する。コマの中心の移動で考えると、20cmと
30cmの最小公倍数60cmを１辺とす る正方形の対角線が移動距離となる。
60÷30＝2　60÷20＝3　(2－1)＋(3－1)＝3回である。

答え　3回

(２)　上図のように、反射する部分を赤い線で切って、裏返してならべると
上図右のような平行四辺形ができる。ただし、緑の部分 2×２÷２＝２㎠２
カ所と、赤い部分２×１÷２＝１㎠３カ所と、青い部分４×４÷２＝８㎠ １
カ所をひく必要 がある。
４×６２－(2＋２＋１＋１＋１)－４×4÷2＝233

答え　233㎠

(3)　上図左下のよう に、10回反射したのだから、青い部分は12カ所でき
ている。30cmと42cmの最小公倍数は210なので、同様にして、
4×212－(1×10＋2×2)－(4×4÷2)×12＝738

答え　738㎠
    
    
   

 考察
反射の問題は、次々に線 対称に長方形を展開して、物体なり光なりを直進
させて考えます。大きさのある物体の場合は重心の移動で処理しましょ
う。 (2)では全体の長方形からコマの通っていない部分をひいて答えを出す
こともできますが、そのやり方では(3)で事実上不可 能となります。それと
反射の角度が45°なので、結果大きな正方形となり、最小公倍数が使えま
す。
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平方数の約数

問題37　☆☆☆

　1から100までの整数を1つずつ書いたカードが100枚あります。カード
は 片面が白で、もう一方の面が赤であり、どちらの面にも同じ数が書かれ
ています。さらに整数を1つずつ書いた玉が箱の中に入ってい ます。最初
に、100枚の カードを白の面を上にして並べておいて、次の操作をしま
す。

操作：箱の中から玉を1つ取り出し、その玉に書かれた数の倍数が書かれ
たカード をすべて裏返しにする。

この操作を100回行いました。取り出された玉に書かれた数は、1から100
ま での整数が1回ずつすべて出ました。100回の操作の後、赤の面が上に
なっているカードは何枚ありますか。

(清風)

 解説　赤の面が上に なるためには、1回、３回、5回といったように、
奇数回裏返しす る必要がある。例えば、4のカードは、玉に書かれている
数が1、2、4のときの合計3回裏返されるので、赤の面が上になる。この
ようにカードの数が約数を 奇数個持てば、奇数回裏返される。

ところで、約数の個数が奇数個である数は、平方数だけである。

1、4、9、16、25、36、49、64、81、100　の10枚ある。　　 　

答え　10枚
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考察 　100＝4×25　 において、4は約数を3 個、25は3個持つので、
100は3×3＝9個の約数を持つ。このように、平方数または平方数の積で表
される数は、約数を奇数個持つ。また例えば、3は約数を2個、3×3×3＝27
は約数を4個持つ。この ような平方数以外の数が積の中に1つでも含まれて
いると、その整数は約数を偶数個持つことになる。下の表は、4の約数を
横に、 25の約数をたてに並べて、 100の約数の一覧表をつくっている。

　　　　
1 2 4

1 1 2 4
5 5 10 20
25 25 50 100
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ベン図

問題38　☆☆☆☆

図のように、１から順に整数が書かれた方眼紙があります。この方眼の目
の上を、 1,2,・・・9,18,17,16・・・10,19,20,21・・・27,36,35・・・
の順に、金、銀、赤の三色の米を 一粒ずつ、次の規則で置い ていきます。

*金の米粒は１に置いた後４つ目ごと。　(1,5,9,15・・・)

*銀の米粒は１に置いた後５つ目ごと。 (1,6,17,12・・・)

*赤の米粒は１に置いた後６つ目ごと。　(1,7,15,19・・・)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29

175と書かれたます目まで置いていった時、米粒を１つも置かなかったま
す目は いくつありますか。

(同志社)
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 解説　1ます目の次 に金、銀、赤の米粒がすべて置かれるのは61ます
目。よって60 ますで1周期と考える。

60÷４＝15個　　60÷5＝12個　　60÷6＝10個　　60÷12＝5 個　　
60÷20＝3個　　60÷30＝２個　　

60÷60＝１個　　重なりを取り除くと　　15＋12＋10ー5ー3ー2＋1 ＝28
個

180ます目までは3周期あるので、180ー28×3＝96個は米粒が置かれて い
ない。

ところで、最終行は　172 173 174 175 176 177 178 179 180 で、左方
向へ進むので、177ます目の「175」で終わりになる。また、 178ます目
から180ます目の 「174」「173」「172」は米粒が置かれな いので

　96ー3＝93個が答えとなる。　　　　　　　　

答え　93個

考察 　重なりを除くには、 ベン図を書けばよい。三 回重なる中心部分
は、5と3と2をひくと1回引きすぎになるので逆に1をたす必要がある。
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 倍数の 個数
問題39　☆☆☆☆☆

　整数を１から順にある整数まで並べて、下の作業１から３を順におこな
う。

作業１　：　６で割ると３あまる数は、その数を５と入れ替える。
作業２　：　６で割り切れる数は、その数を２５と入れ替える。
作業３　：　すべての数をかける。
たとえば、１から１０まで並べた場合は

作業１　１　２　３　４　５　６ 　７　８　９　10

　　　　１　２　５　４　５　６ 　７　８　５　10
作業２　１　２　５　４　５　25　７　８　５　10
作業３　 １×２×５×４×５×25×７×８×５×10＝14000000

　こうしてできた数14000000は、１の位から順に０が６個あらわれたあ
と ７個目にはじめて０でない数４があらわれる。１から４００まで並べた
場合、上の作業をおこなってできた数は、１の位から順に０が 何個あらわ
れたあとはじめ て０でない数があらわれるか。　　　　　　　　

(灘中学)
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 解説　２と５をかけると０がひとつ増えるので、 まず ２がいくつふく
まれるかを調べる。

１から400までに２が　400÷２＝200個　400÷（２×２）＝100個　400÷
(2×２×２） ＝50個・・・・・・400÷400＝１個　のようになるので　作
業前は、2は200+100+50+25+12+6+3 +1=397個ふくまれる。このう
ち、作業後６の倍数が２の倍数でなくなるので、６の倍数について調べ
る。

6×1から6×66までに66個の6の倍数があるが、1から66までの中にも2が　
66÷２＝33個　66÷(2×2)＝16個　66÷(2×2×2)＝8
個・・・・・・・・・・66÷64＝１個

のように　33+16+8+4+2+1=64個ふくまれるので、２が消える個数 は、
６６＋６４＝１３０個　となる。よって作業後２は３９７ー
１３０＝２６７個ふくまれることになる。

つぎに５がいくつふくまれるかを調べる。

上図のように、6で割って3あまる数、6の倍数、5の倍数から重なりの部分
をひ いて5の倍数の個数を求める。
　　
　　　　　　　　　　　　　　

400÷6＝66...より　6で割って３あまる数は67個、6の倍数は66 個、
400÷5＝80より　5の倍数は80個、
400÷30＝13...より　重なりの部分はいずれも13個だから、5 の倍数は
67+66+80-13-13=187 個になる。
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次に、25の倍数の個数を求める。25の倍数から6の倍数+3との重なりの部
分 をひき(作業１によって5の倍数になってしまうので)、6の倍数の部分を
たして、6の倍数との重なりの部分をひけばよい。

400÷25＝16個　6×25＝150　400÷150＝2個...より、25 の倍数は　
66+16-2-3=77個

125の倍数は　125と250 　の2個。以上より5は　187+77+2=266個ふく
まれる。2は 267個ふくまれるので0は1の位から266個あらわれたあとは
じめて0でない数があらわれる。　　　

答え　266個

考察 　6の倍数はすべて2 の倍数にふくまれるの で、2の個数130個をす
べてをひく必要がある。

5の倍数でしかも6の倍数より3大きい数は　 15、45、75・・・375より

(375ー15)÷30＋1＝13個ある。

　　

　　
偶 数と奇数の問題

問題40　☆☆☆☆

(□－１)×□×(□＋１)が 100000の倍数となるような、20000以下
の偶数を□の中に入れなさい。ただし、□の中には同じ整数が入 り
ま す。
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解 説
(□－１)と(□＋１)は 奇数なので、100000を素因数分解したときのすべての
偶数は真ん中の□に 集中する。100000=32×3125だから真ん中の数□は
32の倍数である。
また３数は連続する整数なので、両端の数が２数とも５の倍数である
ことはあり得ない。
したがって、両端の数のどちらかが3125の倍数となる。
3125×1＝3125のとき、□＝3126とすると、3126÷32は 割り切 れない
ので不適。3125－1＝3124も同様に不適。
3125×2＝6250のとき、同様に不適。
3125×3＝9375のとき、□＝9376であり、9376÷32＝293となり割り
切れる。

答え　9376

考 察

ちなみにもとの問題では、□の中にはいる100000以下 の偶 数も問う
ていま す。
3125×29＝90625より、90625－1＝90624が答えとなります。

日 暦算

問題41　☆☆☆

平成元年(昭 和６４年)は西暦１９８９年であった。西暦の年数が昭和の年
数で割り切れる年は何回ありますか。
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 解説
昭和の年数を西暦に直すには、１９２５を足せばよい。例えば、
1989＝1925＋64となる。したがって、西暦年数の1989が昭 和の 年数 64
で割り切れるためには、1925が64で割り切れる必要がある。1925の約数
の個数を求めればよいので、1925＝5×5×7×11よ り、1,5,7,11,25,35,55
の７回あることになる。

答え　7回

　考察

西暦１８６８年＝明治１年、西暦1912年＝大正１年、西暦1926年＝昭和
１年、西暦1989年＝平成１年となるので、明治を西暦に直すには、
1868－1＝1867に明治の年数を足せばよいことになります。

場合 の数

ぬりわ け

問題42　☆☆☆

4色以内でぬりわけます。何通りのぬりわけ方がありますか。ただし、回転
はしな いものとします。
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解説　単純に積の公式で はできません。同じ色をぬる部分で場合わけを
しま す。
1,3同色のとき　　4×3×2＝24通り

2.4同色のとき　　24通り

1,3と2,4にそれぞれ同色をぬるとき　　4×3＝12通り

すべて異なる色をぬるとき　　　　4×3×2×1＝24通り　

よって、24×3＋12＝84通り　

84通り　　　　　

考 察　同色をぬるときは、同色をぬる場所で場合分け をするの が定石
です。

果物か ご

問題43　☆☆☆

　柿、桃、なしがたくさんある。これで10個盛りの果物かごをつくりた
い。何通 りありますか。ただし、くり返して同 じものを取ってよいものと
する。
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解説　例えば、柿2個、 桃5個、なし3個をとりだすとき、次のように書
くとする。

　○　○　｜　○　○　○　○　○　｜　○　○　○

　　柿　　　　　　　　桃　　　　　　　　なし

このように、2個の区切り線と10個の○の合計12個の順列を対応させる
と、

　12C2＝12×11÷ （２×1）＝66通り　となる。　　

答え　66通り

考察　重複組み合わせといいます。どれも最低1個は取らなければいけな
いときは、9箇所のう ち、どこか2箇所に区切り線をいれればよいので、
9C2＝9×8÷ (2×1)＝36通りとなります。

類題44　☆☆☆

　果物を分ける

カキ，リンゴ，ミカン，バナナがそれぞれ１つずつあります。この４つの
くだものす べてを，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ４人の子供で分けることにしました。
このとき，次の問いに答えなさい。
(1)　Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ４人が１つずつとる方法は何通りありますか。
(2)　ＣとＤだけが１つもとらない方法は何通りありますか。
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解説

(1)　４人を１列に並べる順列だから、４×３×２×１＝２４通り

答え　２４通り

(2)　A、Bの２人を重なりを許して４回並べるので、２×２×２×２＝１６通
り。このうち(カキ，リンゴ，ミカン，バナナ)＝(A,A,A,A) (B,B,B,B)の2通
りを除いて、16－2＝14通り

答え　１4通り

　　　　　

考察　同じものを重複をゆるしてならべる重複順 列といいます。

　 攪乱数列(モンモール数)

問題45　☆☆☆

A君,B 君,C君,D君の４人にA,B,C,Dの文字が1つずつ書いてある４枚のカー
ドを1枚ずつ配ります。
もらったカードの文字と自分の名前の文字が一致する人が1人もいないよ
うなカードの配り方は何通りありますか。
同じように５人に５枚のカードを配る場合は、このようなカードの配り方
は何通りありますか。
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 解説

A君がBのカードをもらい、B君がCのカードをもらうことを、A→B→C という風に
表すことにする。
 ４人のとき、４人で循環する場合が、下図のように４つの円順列になるので、
(4－１)！＝３×２×１＝６通りある。２人 と２ 人でそれぞれ循環するときは、例え
ばA君を固定し、その相手をB,C,D３人から１人選ぶので、３通りあり、残り２人は
自動的に決定す る。よって、６＋３＝９通り

答え　９通り

５人のとき、同様にして、５人で循環するときは、１人を固定して、 (5－1)！＝24
通り。２人と３人でそれぞれ循環するときは、５人から２人を選ぶのに5×4÷２＝10
通りあり、そのそれぞれについ て、残り３人の円順列で、(3－1)!＝２通りあるの
で、10×2＝20通り。よって全部で、24＋20＝44通りある。

答 え　44通り

　考察

モンモール数→ 1,2,3・・・nにおいてi番目が(iはn以下の整数)iでない順列
(攪乱数列)の総数をモンモール数といいます。

n=1のとき、モンモール数＝0
n=2のとき、モンモール数＝１
n=3のとき、モンモール数＝2
n=4のとき、モンモール数＝9
n=5のとき、モンモール数＝44
n=6のとき、モンモール数＝265
n=7のとき、モンモール数＝１854

 n=4まででしたら辞書式配列で書き上げられます。ヒニクヨシ(1,2,9,44)
とでも覚えておきましょう。
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分銅

問題46　☆☆☆☆☆
てんびんばかりと、５g、５０g、５００gの分銅が１つずつ、１g、
１０g、 １００gのおもりが４個ずつある。４８７gの金属のかたまりをは
かりの右側の皿にのせ、片側または両側の皿にいくつかのおもりを のせて
左右をつりあわせ る。両側に同じ重さのおもりはのせないものとして、つ
り合わせ方は何通りあるか。

(灘中学)

　

　　　　
 解説　つり合う重さ の一の位が７のとき、(左の皿、右の皿)の順にのせ
る分銅を書い てみると、

(100g×4+50g+10g×3+5g+1g ×2、0)=487g

(500g+5g+1g×2、10g×２）=507g

(500g+10g×3+5g+1g×2、 50g)=537g

(500g+50g+10g×3+5g+1g ×2、100g)=587g　　以上４通りある。

　またこれ以外では、つり合う重さの一の位が２のとき(1g×２、５g）、
つり合う重さの 一の位が０のとき(0、1g×3)の２通りが考えられる。この
それぞれの場合について十の位のつりあいを考えると、十の位はすでに９
になっ ているので、十の位が４のとき(10g×4、50g)、十の位が０の とき
(0、10g×1)、十の位が９(50g+10g×４、0）の３通りが考えられる。すな
わち、

(500g+10g×4+1g×2、50g+5g)=542g

(500g+1g×2、10g×1+5g)=502g
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(100g×4+50g+10g×4+1g×2、５g)=492g

(500g＋50g+10g×4+1g×2、100g×1+5g)=592g

(500g+10g×4、50g+1g×3)=540g

(500g、10g×1+１g×3)=500g

(100g×４＋５０g＋10g×4、1g×3)=490g

(500g+50g+10g×4、100g×1+1g×3)=590g　　以上８通りある。

　４＋８＝１２通り　　　

答え　12通り

考察　100gの分銅も両方にのせられないので、最大で599gまでです。各
皿全体の重さが４００g代の時は、100g×４のかわりに５００gで置き換え
ることができます。一の位を決め、十の位を決め、最 後に百の位を決めま
す。

類題47　☆☆☆

　分銅をのせる

5gの分銅が２個、３gの分銅が２ 個ある。片側または両側の皿にいくつか
のおもりと1gの整数倍の物体をのせて左 右をつりあわせる。両側に同じ重
さのおもりはのせないものとして、つり合わせ方は何通りあるか。
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 解説
左の皿にのせる分銅はそのままたして、右の皿にのせる分銅は引き算する
ことにな るので、ーをつけて表すと下の表のようになる。

5g 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2
3g 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2 2 1 0 -1 -2
計 16 13 10 7 4 11 8 5 2 1 6 3 3 6 1 2 5 8 11 4 7 10 13 16

以上　12通り　となる。もちろん、５gの-1個や-2個の場合 はすべて重な
るので、考えなくてよいことになる。

　　　

類題48　☆☆☆

　分銅をのせる

１ｇ から40ｇまでの、 １ｇの整数倍の重さの物体をてんびんを
使って１ｇ単位では かります。このとき一方の皿に物体を、他方に
おもりをのせ、つりあわせるとき、最も少ないおもりの個数は

個です。また両方の皿におもりを のせてよいときのお
もり の個数は、最も少ないとき 個です。
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解 説

他方の皿には、おもりをのせるか、のせないの２通りしかないので、
２×２×２×２×２×２＝64 通りとすると、0ｇも含めて63ｇまでの重
さがはかれる。実際に使う分銅は、のせる場合の1、のせない場合の0
とした2 進法になるので、１ｇ、 ２ｇ、４ｇ、８ｇ、16ｇ、
32ｇの6個を使う。

答え　6個
　　　　　
　
　　　　　　　

両方にのせるときは、他方にのせる場合、物体と同じ皿にのせる場
合、どちらにものせない場合の3通りあるので、3×3×3×3＝81 通り
とすると、0ｇも含めて80ｇまでの重さがはかれる。実際に使う分
銅は、 1ｇ、3ｇ、9ｇ、27ｇの4個を使う。

答え　4個

考 察

例えば、５ｇの物体の重さをはかる とき、(左の皿)＝(右の皿)のよう
に表すと、(物体＋１ｇ＋３ｇ)＝(９ｇ)となり、つりあいます。
１ｇのおもり は、物体の重さを３で割ったと きの余りが１のとき右
にのせ、余りが２のとき左にのせ、割り切れるときはのせません。
３ｇのおもりは、物体の重さを９で割ったときの余りが2,3,4のとき
右にのせ、余りが5,6.7のとき左にのせ、それ以 外はのせません。
9ｇのおも りは同様に27で割った余りが5以上13以下のとき右に、
14以上22以下のとき左に、それ以外はのせません。27ｇのお もり
は、物体の重さが13ｇ 以下のときはのせません。14ｇ以上40ｇ以
下のときは右にのせます。
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類題49　☆☆

　分銅をのせる

　　　
　　

２g，３g，４g，５g，６g，７g，８g，９g，10gの分銅が１つずつありま
す。すべての分銅を上皿天びんの左右のどちらかの皿の上に置いたとこ
ろ，天びんがつり合いました。分銅の組み合わせのすべて を，10gの分銅
を置いた方の 皿の分銅の組み合わせで答えなさい。ただし，重いものから
順に数値のみを書きならべなさい。

　　
　　
　　

　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　

　　　　　　　　　

    
     
      

77



      
    
             

解説

分銅の合計は５４gだから、５４g÷２＝２７gずつでつりあう。
２７g－１０g＝ １７gだから、和が１７gになる組み合わせを、辞書式配列
でならべる。

(9,8)、(9,6,2)、(9,5,3)、(8,7,2)、(8,6,3)、 (8,5,4)、(8,4,3,2)、(7,6,4)、
(7,5,3,2)、(6,5,4,2)　

答え　(10,9,8)、 (10,9,6,2)、(10,9,5,3)、(10,8,7,2)、(10,8,6,3)、
(10,8,5,4)

　　　(10,8,4,3,2)、 (10,7,6,4)、(10,7,5,3,2)、(10,6,5,4,2)　
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 図形2

立方体 の展開図

問題50　☆☆

　図の 斜線部分にあと1面付け加えて立方体の展開図を作ります。どの面
を付け加 えればよいですか。
①から⑨の中で、あてはまるものをすべて選んで番号で答えなさい。

解説　下の4パターンで合計 11種類ある。 斜線の正方形は左右に動かし
てよい。

答　②,④,⑧,⑨
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立体の 切断と対称面

問題51　☆☆☆

　右の図のような、1辺の長さ12cmの立方体の形をした、ふたのない容器
が、 水平な台の上に置かれています。この容器に上から水を入れていっぱ
いにしてから、頂点Hを台につけたまま傾けたところ、水面は、 3点F,P,Q
を通る平面 と平行な平面になりました。ただし、Pは辺CG上の点で、
CP=6cm,Qは辺CD上の点で、CQ=8cmです。容器の厚さは考 えないもの
として、次の問 いに答えなさい。

(奈良学園)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1)　水面は何角形ですか。

(2)　この容器があと何cm深ければ、同じように傾けたとき、ちょうど半
分の 水が残ることになりますか。
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解説

(1) 実線が水面を表す。答え　五角 形　　 　　(2)　青い線が水面になる。
答え　3cm

考察　切断面の線の書き方は、平行な面上では平 行に 書きます。ま
た、同じく平行な面上で相似な三角形ができることを使いましょう。上図
では、直角をはさんで、8:6＝8:6や、 3:6＝6:12の三角形が見えます。も
ちろん、同じ平面上の2点を結ぶと切断面になります。以上3つのことを、
しっかり覚えておきましょう。
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正 四面体の切断

問題52　 ☆☆☆

右 の図1のような正四面体があり、その一部を
切り取ってできた立体の 展開図が、図2のよう
になりました。ただし、足りない平面は補うと
します。
図1の正四面体の一辺は何cmですか。またこの
正四面体の見取り図に切り取った切断面を書
き、切り取ってできた立体の見取り図を 書きな
さい。

         　　　

解 説

　 　左図のように、図2の展開図
を延長すると、正四面体になる
ので、 展開図のりんかく線を緑
の線で見取り図の中に書きこむ

と、次の図のようになる。
この緑の面ではさまれた立体を、矢印の方向から見ると２枚の長方形
を底面とする、図のような立体になる。

答え　３cm

　　　　

     考 察

左の 答えの見取り図で、
横２本が点線、たて２本
が実線で す。
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 立体の切断～体積と表面積

問題53　 ☆☆☆☆

　次の図のよ うな、1辺1cmの青い立方体と白い立方体を交互
に積み重ねた立体がある。３点A,B,Cを通る平面でこの立体を
切断したとき、次の問い に答えなさい。

(1)　切断面の青：白の面積比を求めなさい。

(2)　切断面で切断した後、手前にある立体を取りのぞいて残っ
た立 体において、青い部分と白い部分の体積比を求めなさい。

1



      
      
        

 解説

 (1)　図１において、「部屋ごと」切ると切断面は図のような六
角形になる。輪郭はすべて直角二等辺三角形の斜辺で作られて
いる 事が分かる。背面の格子の様子(赤い線)を書いて１段ずつ
線で結んで行く。

　

１つ１つの立方体は図２のように、切断される。１段ずつ切断され
た部 分の輪郭(太い線)を図３のように書いて行く。青い三角形と白
い三角形をそれぞれ数えると、どちらも１１個ある。

答え　１：１

2



(2)　 図４のように、１段ずつ切断された立体の体積を比で書込
んで行く。立方体の体積を６とすると、切り取られた三角すい
は１、残った立体の 体積は５となる。
色に注意して、合計すると、青い立体は、
６＋１×３＋６×２＋１×３＋６×４＋１×３＋６×５＋１×２＝83
　。白い立体は全体 から青い 立体をひいて、
６×１９＋５×１１＋１×１１－８３＝９７　である。

3



答え　８３：９７

 

　考察

図１を書くときは、向こう側にある格子の線をしっかり書いて
行く ことが必要で す。込み入った図になりますが、やってみれ
ば案外簡単に書けます。１段ずつ丹念に体積比を書込んで行き
ます。
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規則 性

フィボ ナッチの畳屋さん

問題54　☆☆☆

　右の図のような、たて2m、横1mの たたみがたくさんありま
す。これらのたたみを、たて2m横8mの長方形の全面に、すき
まができないようにならべてゆきます。たた みのならべ方は何
通りあり ますか。
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解説　 横の長さが2mのときは、下の図のように2通りあり、

同じく3mのときは3通りある。

横が4mのときは、下のA図の空いている部分 に、上図の3通り
のならべ方があり、B図の空いている部分に、上図の2通りのな
らべ方がある。

以上をまとめると、

横1mのとき　　1通り
横2mのとき　　2通り
横3mのとき　　1＋2＝3通り
横4mのとき　　2＋3＝5通り
横５mのとき　 3＋5＝８通り
横6mのとき　　5＋8＝13通り
横7mのとき　　8＋13＝21通り
横8mのとき　　13＋21＝34通り

答 え　34通り

考察　このように、前2つの整数の和で作られる数列をフィボ
ナッチ数列といいます。階段を1段ずつまたは1段とばしで上が
る問題でもおなじみですね。2段 とばしも加わると前3つの整数
の和になります。　　　
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米俵

問題55　☆☆☆☆☆

　図のように米俵を1段あがるごとに1本ずつ減らして積み上げ
ていきます。1番 上の段は2本以上減らしてもかまいません。積
み上げる場所を、なるべくせまくするために、1番下の段をでき
るだけ少ない本数で積 み上げていくとき、次の問 いに答えな
さい。

(清風南海 改)

(1)　米俵を積み重ねて、5段になるのは、全部で何通りありま
すか。

(2)　10段になるうちで、最も多いのは何本ですか。
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解説　

(1)

このように、ななめに1段、2段、・・・と積 んでいきます。

このように、5 段積むときは、
1＋2＋3＋4＋5＝15個　から、ななめ に、さらに積んでいきま
す。図の青い部分　5×3＝15個を積みおわると、上の青い点線
部分に、6個分のスペースができます。こ こに、図の赤い部分
の5個 を積み上げることができます。言い換えれば、赤い列を
図のように右はしに積んでしまうと、1番下の段を最少の本数に
したことにな らないので、5段の場合 は、赤い列は積んではい
けないことになります。それでは、順に調べていきましょう。

正三角形に5段にならべたとき、もちろん、 OKです。
(1＋5)×5÷2＝15・・・・15個

さらに、右はしに　5ー1＝4個　積んだと き。
15＋4＝19・・・19個　(右はしに3個以下は、1段ごとに1本ず
つ減るという問題の意味にあいませ ん。)

右はしに、青の列1列分積んだとき、15＋5 ＝20・・・20 個

さらに、右はしに　5ー1＝4個　積んだと き、
20＋4＝24・・・24個

8



     
このとき、1番上の段から1個とってもよいの で、24ー
1＝23・・・23個

右はしに、青の2列分積んだとき、15＋10 ＝25・・・25 個

            
さらに、右はしに、5ー1＝4個　積んだと き、
25＋4＝29・・・29個　　このとき、1番上の段から1個とる
と、右はしに積んだ4個分が、最上部の4個 分のスペースに積み
上げる ことができるので、5段にはなりません。右はしに、青
の3列分積んだとき、15＋15 ＝30・・・30 個      以上より、8
通りです。　　　

(2)　

55＋10×4＝95個　この状態で正解にな ります。確かめましょ
う。

9



このときは、赤の1列が、最上部の10個分の スペースに積める
ので、10段になりません。

このときは、1段上がるごとに1本ずつ減らす という、問題の意
味に合いません。また、右はしに9個積んだときも、最上部のス
ペースに積めるので、10段になりません。
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類題56      ☆☆     

　米俵を積み上げる

 68俵の米俵を 図のようにできるだけせまい場所に積み上げま
す。一番下の段は何俵になりますか。

    
解 説   

 ななめに１俵、２俵、３俵・・・・と積んで行く。 
    
1＋２＋３＋・・・・＋12＝(1＋12)×12÷2＝78 、
78－68＝10本なので12列目は、12－10＝2俵だけ積むことに
なる。

答え　12俵        
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デジタ ル時計

問題57　☆☆☆

デジタル時計につい て、次の問いに答えなさい。

(1) 　デジタル時計では、例え ば午後３時46分32秒は、15：46：32
のように表示されます。このよう に、 1,2,3,4,5,6のすべての数が一
度に表示されるのは、1日に何回ありますか。

(2) 　02：22：29のよう に６個のうちどこかに２が４個以上連続し
て使われた時刻が 表示されるのは、１日に何分何秒ありますか。
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解 説

(1)　12：□□：□□のとき、34分56秒、35分46秒、36分45秒、36
分54秒、43分56秒、45分 36秒、46分35 秒、46分53秒、53分46
秒、54分36秒、56分34秒、56分43秒の12通りある。同様にして、
13時、14時、 15時、21時、23時のと き、12通りずつあるので、
12×6＝72通り、16時のとき、2,3,4,5の４つの順列になるので、
４×３×２×１＝24通り。
よって、72＋24＝96回ある。

答え　96回

(2)　００：２２：２２～２３：２２：２２の間で24秒間あ る。
０２：２２：２０～０２：２２：２９の間で22分22秒をのぞいて９
秒間、１２：２２：２０～１２：２２：２９の間で ２２分２２秒を
のぞいて、９秒間ある。また、
２２：２２：００～２２：２２：５９の間で２２分２２秒 をのぞい
て５９秒 間あるので、２４＋９×２＋５９＝１分４１秒ある。

答え　１分４１秒

考 察

(2)ではじめの２４秒間の中で、 ２２分２２秒を数えているので、他
では１秒ずつのぞく必要があります。
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ド アの鍵

問題58　☆☆☆

次の問いに答えなさ い。

(1) ドアに鍵が2個ついていて、少なくともどちらかの鍵がか
かっているものとします。鍵穴に鍵を差し込み１回まわして、
その都度 ドアノブを回して開くかどうか を確かめるという操作
をくり返します。このとき、最大何回の操作で鍵が開きます
か。(奈良学園登美ケ丘)

(2)　同様に鍵穴が３個のときは、最大何回で鍵が開きますか。

(3)　最大63回で鍵が開いたとき、鍵穴は何個ついていますか。
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解説

(1) 　閉まっている状態を1、開いている状態を0で表すと、は
じめ01のとき、１回目の 操作で11となり、２回目で10、３回
目で00となり、ドアは開 きます。はじめ10のとき、１回目で
00となり、はじめ11のときは、同様に01-00となり２回目で開
きます。よって最大3回 です。　　

答え 　3回

(2)　はじめ010のとき、110-100-101-111-011-001-000のよう
に、７回目で開きます。

答え　7回
(3) 　前問でわかるように、3けたの2進数のすべての整数が登
場したときに鍵は開いてい ます。はじめの状態もふくめてです
ね。63回で鍵が開いたということは、63＋1＝64、2進数の
64＝2の6乗なので、6個の 鍵がついていたことになり ます。　
　

答え 　6個
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 いろいろな入試問題追加分
攪乱数列(モンモール数)

　問題59　☆☆☆
A君,B 君,C君,D君の４人にA,B,C,Dの文字が1つずつ書いてある４枚のカードを1枚ずつ配りま
す。
もらったカードの文字と自分の名前の文字が一致する人が1人もいないようなカードの配り方は
何通りありますか。
同じように５人に５枚のカードを配る場合は、このようなカードの配り方は何通りありますか。

　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　　　　



　　　　　
　　　　　　　　　　　

 解説

A君がBのカードをもらい、B君がCのカードをもらうことを、A→B→C という風に表すことにす
る。
 ４人のとき、４人で循環する場合が、下図のように４つの円順列になるので、
(4－１)！＝３×２×１＝６通りある。２人と２ 人でそれぞれ循環するときは、例えばA君を固定
し、その相手をB,C,D３人から１人選ぶので、３通りあり、残り２人は自動的に決定す る。よっ
て、６＋３＝９通り

答え　９通り

５人のとき、同様にして、５人で循環するときは、１人を固定して、 (5－1)！＝24通り。２人と
３人でそれぞれ循環するときは、５人から２人を選ぶのに5×4÷２＝10通りあり、そのそれぞれ
につい て、残り３人の円順列で、(3－1)!＝２通りあるので、10×2＝20通り。よって全部で、
24＋20＝44通りある。

答 え　44通り

　考察

モンモール数→ 1,2,3・・・nにおいてi番目が(iはn以下の整数)iでない順列(攪乱数列)の総数をモ
ンモール数といいます。

n=1のとき、モンモール数＝0
n=2のとき、モンモール数＝１
n=3のとき、モンモール数＝2
n=4のとき、モンモール数＝9
n=5のとき、モンモール数＝44
n=6のとき、モンモール数＝26



 問題60　☆☆☆☆☆

図１のような 積み木A、B、Cがそれぞれたくさんあります。これらをいくつかずつ使い、すき間
なくくっつけて、図２のような直方体を作ります。ただ し、どの積み木も必ず１つは使うものと
します。このとき次の問いに答えなさい。

(1)　　アを作るとき、A、B、Cをそれぞれいくつずつ使えばよいですか。
(Aの個数、Bの個数、Cの個数)の形で答えなさい。

(2)　イを作るとき、A、B、Cをそれぞれいくつずつ使えばよいですか。考えられる場合を、すべ
て(Aの個数、Bの個数、Cの個数)の形で 答えなさい。



(3)　Bをちょうど６個だけ使ってウを作るとき、(Aの個数、Cの個数)の組み合わせは全部で何通
りありますか。

(4)　ウを作るとき、(Aの個数、Bの個数、Cの個数)の組み合わせは全部で何通りありますか。



 解説

(1)　高さは、４＋５＋６＝15cmとなるので、(２、１、４) となる。
答え　　(２、１、４)

(2)　　高さは、４cm＋５cm×４＋６cm＝30cm　　または、
４cm×２＋５cm×２＋６cm×２＝30cmとなるので、(２、４、 ４)、(４、２、８)となる。

答え　(２、４、４)、(４、２、８)

　(3)　　5cm×６＝30cmより、B６個でウをたてに２等分した四角柱が１つできる。次に残り
１つを作る。A２個で作った四角柱をA'、C4個で 作った四角柱をC'とする。どちらも底面積が１
辺2cmの正方形の正四角柱である。
４cm×３＋６cm×３＝30cm　または、4cm×６＋６cm×１＝30cm　となるので、(A’、C’)＝
(3、3) 、（６、1) すなわち(A、C)＝(6、12)、(12、4)　となる。・・・①

Bを分けて積むとき、下図のように、２個と４個に分けて積み(奇数個は積めな い)、上部のすき
間は20cm、10cmとなるので、A'とC’で4cm×2＋6cm×２＝20cm積め、
4cm×1＋6cm×1＝10cm が積める。このとき、(A'、C')＝(3、3)すなわち、(A、B)＝(6、12)
となる。・・・②　　よって①②より、(6、 12)、(12、4)の2通りだけとなる。

答え　２通り

　(４)　　前問より、(A、B、C)＝(6、6、12)すなわち(A'、B、C')＝(3、6、3)のとき、B２個
と(A'１個＋C'１個)はいれ かえられるので、(A'、B、C')＝(4、4、4)　(5、2、5)　(2、8、2)
(1、10、1)　。
また、A'3個とC'2個もいれかえられるので、(A'、B、C')＝(6、6、1)ができ、(A'、B、C')＝(4、
4、4)　から (1、4、6)　(7、4、2)ができ、(A'、B、C')＝(5、2、5)　から(8、2、3)　(11、
2、1)　　(2、2、7) 　 ができる。
次に、(A、B、C)＝(12、6、4)すなわち(A'、B、C')＝(6、6、1)の とき、B２個と(A'１
個＋C'１個)はいれかえられるので、(A'、B、C')＝(7、4、2)　(8、2、3)　(これらは既出)。
また、A'3個とC'2個がいれかえられるので、(A'、B、C')＝(3、6、3)(これも既出)。以上から全
部で11通りある。　　 　　　答え　11通り



　考察

(3)で、②の(A、B)＝(6、12)の場合は「数字のいれかえ」という意味では、①の(A、B)＝(6、
12)と同じ結果になるの で、(4)の問いで実際に図形的にあり得るかどうかを確かめる必要はな
く、①の場合の数だけでよいことになります。個数の場合の数を聞い ているのであって、積み上
げ方の場合の数を聞いているのではないからです。

 問題61　☆☆☆　

次のア～ウにあてはまる数を答えなさい。
長さがアmの列車１と同じ長さの列車２が、同時に長さイmの鉄橋ABを渡り始めました。列車の
速さはそれぞれ一定です。
・　渡り始めて６秒後に、鉄橋のまん中から30m　B側で２つの列車は出会いました。
・ 渡り始めて12秒後に列車１は鉄橋を渡り終えました。
・ 渡り始めてウ秒後に列車２は鉄橋を渡り終え、このとき列車１の最後尾はBから180mの地点
にありました。

　　　　
　　　
　　　　　　　　　　



 解説

6秒後にまん中から30mB側で出会っているので、列車１と２の速さの差が、60m÷6秒＝10m/
秒である。また、列車２が鉄橋を渡り終え る間に、列車１は鉄橋を渡り終えさらに180m先に進
んでいるので、180mの道のりの差がつくのに、180m÷10m/秒＝18秒かかった ことにな
る・・・ウ

列車１は12秒かかって鉄橋を渡っているので、時間の比12：18＝2：3の逆比により、速さの比
は3：2である。先に求めたように速さの差 は10m/秒であるので(1あたり)、列車１の速
さ＝30m/秒、列車２の速さ＝20m/秒となる。よって、鉄橋の長さは、(30＋20)m /秒×６
秒＝300mであり、・・・イ　　列車の長さは、12秒×30m/秒－300m＝60mである・・・ア

答え　ア .60m　　イ.300m　　ウ.１８秒
　考察

180m÷10m/秒＝18秒のところは、道のりの差÷速さの差＝所要時間　 というおなじみの考え
方です。ここのところさえ気が付けば、道のり一定で時間の逆比が速さ の比という通常パターン
に持ち込めます。「30mB側で」から60mの道のりの差がつくことに注意！

 問題62　☆☆　

貨物列車と、12両からなる急行列車があり、この２つの列車はすれ違うのに7秒かかり、急行列
車が貨物列車を追い抜くのに77秒かかります。また、鉄橋を 渡り始めてから渡りきるまでに貨物
列車は39秒かかり、急行列車は29秒かかります。

(1)　貨物列車と急行列車の速さの比を求めなさい。

(2)　貨物列車と急行列車の長さの比を求めなさい。



ある日、急行列車の１両分の長さのバスが、線路と平行な道路を秒速14mで走っていた所、
「貨物列車とバスがすれ違うのにかかる時間」と、「同じ方向に進む急行列車とバスの先頭が並
んでから最後尾が並ぶまでにかかる時間」が同じに なりました。

(3)　急行列車の速さは、秒速何mですか。

(4)　鉄橋の長さを求めなさい。

 解説

(1)　速さの和：速さの差＝77:7＝11：1なので、和差算で(11－1)÷2＝5、5＋1＝６
答え　5：6

(2)　急行長さ＋貨物長さ＝77秒×1＝77、貨物長さ－急行長さ＝39秒×5－29秒×6＝　21とな
るので、和差算で急行長さは、 (77－21)÷2＝28となり、貨物長さは、28＋21＝49である。
よって、49：28＝7：4

答え　7：4
(3)　急行の速さ＝６、貨物の速さ＝5　とすると、貨物とバスがすれ違うのに7×3＋1＝２２の
道のりとなり、急行がバ スを追い越すのに、4×3－1＝11の道のりとなるので、時間が同じこと
より、このときの速さの比は、22：11＝2：1である。
すなわち、(5＋14)：(６－14)＝2：1であるので、1＝6m/秒、6＝36m/ 秒となる。

答え　36m/秒
(4)　鉄橋を渡りきるのに、それぞれ、39秒、29秒かかったとあり、貨物列車の速さは(1)より、
36m/秒÷6×5＝30m/秒で あるので、貨物＋鉄橋の長さは、30m/秒×39秒＝1170mとなり、
急行＋鉄橋の長さは、36m/秒×29秒＝1044mとなる。
その差、1044－1170＝126mが7－4＝3にあたるので、1＝42mであり、急行の長さは、
42×4＝168mである。よって鉄橋は、 1044－168＝876mとなる。

答え　８７６m



 問題63　☆☆☆

　3つの正方形を重ねたところ、図１のようになりました。ただし、図１の角はすべて直角です。

(1)　正方形の紙が３枚とも重なっている部分の面積を求めなさい。

(2)　正方形の紙が２枚以上重なっている部分の面積を求めなさい。

　　
　　　　　
　　　　
　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　
立方体を使って、図２のように地面に穴を空けます。穴を空けるときは立方体を図２のように地
面にうめ、取り出すものとします。

３種類の立方体を１つずつ順番に使って穴を空けたところ、できた穴を上から見ると図１のよう
になりました。

(3)　この穴の容積を求めなさい。

　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　　
　　　
　　　
　　　　　　　　

　　　　
　　　　　　　



　　　　　
 解説

(1)　　次の図のようになるので、まん中の３枚重なっている部分は、7×4＝28㎠　　である。

答え　28㎠

(2)　３枚の長方形の重なりで考える。まん中の３枚重なっている部分は２回ひく必要がある。
6×7＋10×4＋9×8－28×2＝98 ㎠

答え98㎠
(3)　次の図のようになる。

上図右の横から見た図より、重なりの部分を深さ10cmまでと、10cm~12cmまでに
分けて考える。
深さ10cmまでのとき・・・(2)(1)より、98×10＋28×10＝1260㎤
深さ10cm~12cmまでのとき・・・10×4×2＝80㎤
よってこれらの重なりの部分を３つの立方体の体積の和からひけばよい。
13×13×13＋10×10×10＋12×12×12－1260－80＝3585㎤

答え　3585㎤



　考察

深さ10cmまでは、３つの立方体が重なり、深さ10cm~12cmでは、１辺13cmと12cmの２つ
の立方体が重なっています。した がってこのような場合分けが必要になります。

 問題64　☆☆☆☆

りんごを大箱、小箱に詰めようと思います。大箱１箱にに15個ずつ、小箱１箱に12個ずつ詰める
と150個余 り、大箱１箱に　20個ずつ、小箱１箱に16個ずつ詰めると80個足りません。

(1)　りんごは全部で何個ありますか。

(2)　大箱１箱には15個以上20個以下、小箱１箱には12個以上16個以下のりんごを詰めること
ができます。全部のりんごをぴったり詰め るためには大箱、小箱はそれぞれ何個必要ですか。た
だし、大箱と小箱の合計は50箱以下でまた、同じ大きさの箱にはすべて同じ個数のりんごを 詰
めるものとします。なお、りんごの大きさはすべて同じです。

　　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　



　　　　　
 解説

(1)　　大箱を○箱、小箱を□箱とする。

15×○＋12×□→150個余り
20×○＋16×□→ 80個不足　　　　　

これより過不足の全体の差は、１箱あたりに詰める個数の差から求めると、5×○＋４×□＝230
個の差がついたことになる。230の一の位は 0なので、□には５の倍数が入る。(○、□)のよう
に書き上げると、

(42、5)　　(38、10)　　(34、15)　　(30、20)　　・・・・・となるが、例えば、
15×○＋12×□にこれらをあては めると、15×42＋12×5＝690、15×38＋12×10＝690 のよ
うに常に同じ個 数になり、りんごの個数は、690個箱入れして150個余るので、
690＋150＝840個　である。

答え　840個

(2)例えば、大箱42箱　、小箱5箱に詰めて150個のりんごが余ったほうで考えるとすると、これ
ら150個を大箱に!個ずつ、小箱に"個ずつ振り分けるとすると、42×!＋5×"＝150 すなわ
ち、!＝0個、"＝30個ずつ振り分けることになるが、こ のとき小箱に12＋30＝42個ずつ入れ
ることになるので、「小箱に12個以上16個以下」という条件に合わない。同様にして、(○、
□)＝　(38、10)　　(34、15)　も条件に合わず、(○、□)＝(30、20)　のとき、150個を大箱
に!個ずつ、小箱に"個ずつ振り分けると30×!＋20×"＝150 すなわち、!＝3個、"＝3個ず
つ振り分けることになるが、この とき大箱に15＋3＝18個、小箱に12＋3＝15個振り分けるこ
とになり、「大箱１箱には15個以上20個以下、小箱１箱には12個以 上16個以下」という条件
に合う。
よって、大箱30箱、小箱20箱が必要となる。

答え　大箱30箱、小箱20箱

　考察

ある決まった個数のりんごがあり、それを大箱小箱に入れ、150個余り、80個不足するようにし
たのだから、大箱小箱のいろいろな箱数の 組み合わせのどの場合も、りんごの個数は同じになる
はずです。



 問題65　☆☆☆

２つの容器AとBがあります。最初Aには400ｇ、Bには200ｇの食塩水が入っており、濃度はA
の食塩水 の方が高く、その差は□％です。今、Aから100ｇ取り出してＢに移し、よくかき混ぜ
た後、Bから100ｇ取り出してAに移し、よくかき 混ぜました。この結果、AとBの食塩水の濃度
の差は(□－3)%になりました。(□には同じ数が入ります。)

　　　　　
　　　　　　

 解説

上図より、

答え　　6



　  4つのベン図
 　問題66　☆☆☆

1から100までの整数の中で、３の倍数、４の倍数、5の倍数、7の倍数の順に取り除いていく
と、残っている整 数は何個ありますか。

 解説

 ４つどもえのベン図です。４枚の楕円形の紙が重なっている中で、２枚、３枚、４枚と重なって
いる所が見えます。完全に含む、含ま れる ところはありません。面積図的に直感的に説明する
と、青＋緑＋赤＋黒　から２枚の重なり部分をひきます。すると３枚、４枚重なっている部分が
引き過ぎになるので、３枚４枚重なっている部分を足します。すると４枚重なっている部分が足
し過ぎになるので、引きます。
倍数の個数を計算すると、33＋14＋２５＋２０－(8＋4＋3＋6＋5＋2)＋
(1＋1＋0＋0)－0＝66個
100－66＝34個

答え　34個



　考察

３色重なっている部分が、3,4,5の公倍数、4,5,7の公倍数、5,7,3の公倍数、7,3,4の公倍数とな
ります。真 ん中の４色重なっている部分が、3,4,5,7の公倍数ですが、０個です。 紙の差し引き
がややこしいです。
参考までに、各部の枚数の移り変わりを表にすると次のようになります。

1回目 1 2 3 4
2回目 1 1 0 -2
3回目 1 1 1 2
4回目 １ １ １ １

　問題67　☆☆☆☆

A地点からB地点まで、30分で行くのに何通りの行き方がありますか。ただし、１区間進むのに
５分かかります。



 解説

進路を、たて方向、横方向に分けて、(↓↓→→↓↓)のように表す。30分÷5分＝6区
間進めばよい。
(↓、→)＝(4、2) (2、4)の２通りに場合分けして考える。
①　　　(↓、→)＝(4、2)のとき、6C2＝6×5/2×1＝15 通りあるが、図２は後退のタ
イミングが、たて方向の４回のうち３回目のパターンである。その他には後退のタイ
ミングが４ 回のうち２回目のパターンがある。
いきなり後退や、最後に後退はありえない。
②　　(↓、→)＝ (2、4)のとき、同様にして6C2＝6×5/2×1＝15 通りのそれぞれに
ついて、後 退のタイミングが横方向の４回のうち２回目か３回目かの2通りある。

以上より、(15＋15)×2＝60通り

答え　６０通り

　考察

  基本通りに、樹形図を実際にかいているうちに、発見する規則性だと言えます。こういう問題を
一つ一つ覚えにかかってもきりがありません。作業してひらめ く、何も浮かばなかったらそのま
ま作業を仕上げればよいでしょう。
　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　　　　



　問題68　☆☆

図のように長方形の場所に立方体を積み上げます。一番下の段は最低１個は積みます。積み上げ
た立方体の個数の範 囲を答えなさい。

　　　
　　　　
　　　
　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　



 解説

　　図のように、個数が最大になるように、たて横が交わったところに小さいほうの個数を書き
込む。
赤字、青字の部分はまだ決定していないので、最小の個数になるように減らしていく。青字の部
分は１カ所だけで、たて横ともに３個にできるの で、減らさないでおく。３の他の赤字の部分は
２個ずつ減らして１個にすることができる。
２の赤字の部分はどこか１カ所だけ残して１個にすることができるので、合計で、２個×４カ
所＋１個×３カ所＝11個減らせる。
図の合計が最大個数になるので、44個－11個＝33個が最小になる。

　考察

最小個数の求め方は、たて横が同じ個数になる所を優先して決定します。その１カ所だけでたて
横の条件を満たせるからです。よくあるのは対 角線に沿って並べれば最小個数にできます。
問題によっては、ごばんの目で０個になる場合がOKの問題もありますので、注意しましょう。

　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　　
　　　　
　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　



　問題69　☆☆☆

あるジョギンクコースをA君、B君が同時に同じ地点を出発して同じ方向に3周します。はじめの
走る速さはA君の 方が速く、A君が１周したときB君は出発地点まであと300mの所にいました。
A君は２周目に入ったときに速さを少し落としたので、２周目を 終えたのはB君の方が早く、B君
が２周したとき、A君は出発地点まであと200mのところにいました。A君が3周目に入ったとき
に１周目と同 じ速さにもどしたので、A君が3周し終えたとき、B君は出発地点まであと60mの
ところにいました。B君は速さを変えずに走りました。このと き次の問いに答えなさい。

(1)　A君が２周したとき、B君はA君より何m前にいますか。

(2)　A君の１周目と２周目の速さの比を答えなさい。

　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　



 解説

(1)　１周目と3周目はA君の速さが変わらないので、１周目と3周目の線分図の部分を
比べる。どちらもA君は１周分進んでいるので、B 君の進んだ道のりとの差は300m
になる。よって、300＝□＋60 、すなわち□＝240mとなる。

答え　240m

       (2)　A君の１周目の速さをA1、2周目の速さをA2、B君の速さをBとすると、上図の→の
部分より、

A2：B＝( －200)：( ＋300)となる。ところで、→の 部分は(1) より、200：240＝5：6
なので、
( －200)： ( ＋300)＝5：6 が言える。これを計算すると、　 ＝2700m　となる。

ところで→の部分よりA1：B＝ 　 ：( －300) 　となっているので、2700をあてはめる
と、2700：2400＝9：8で ある。A2：B＝5：6であったので、A1：B＝9：8　とあわせて、
A1：A2：B＝27：20：24 である。

答え　27：20

　考察

　道のりだけ与えられている問題ですので、図を書くとすれば線分図しかありません。まるい図
でもよいですが、上のように3周分をつなげて 書くのが一番適しています。あとは上下の線分を
よく比べれば自然に答えが見えてきます。(2)では比例式を方程式的に解くことが求められ ます
が、分配法則の理解が必要です。



  問題70　☆☆☆☆

ある高速道路を走る自動車は普通秒速30mで走り、前の自動車との間隔を90mあけることになっ
ています。しか し、前の自動車との間隔が60m以下になると秒速を20mにして、90mの間隔が
あいてから、また秒速30mで走ります。ただし自動車の長さ は考えないことにします。５台の自
動車１、２、３、４、５が秒速30mで、90mずつの間隔で走っている所に、自動車Cが１のうし
ろ40mの 所に入ってきました。
６台の自動車すべてが90mの間隔で走るようになるのは、Cが入ってきてから何秒後でしょう
か。

　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　　
　　　
　　　　　　　



 解説

図のように、Cが入ってきたために
(９０－60)m÷(30－20)m/秒＝３秒
後に自動車２と３の間が60mにな
る。同様に６秒後に3と4の間が60m
になり、９秒後に4と５の間が60mに
なる。

一方、1とCの間は、はじめ40mあっ
たので、90mの間隔になるまでに、
(90－40)m÷(30－20)m/秒＝５秒か
かる。Cと2 の間ははじめ50mあった
ので、(90－50)m÷10m/秒＝4秒後
(はじめから９秒後)に90mにもどる。
あとは60mの間隔になっていたの
で、(90－60)m÷10m/秒＝3秒ごと
に間隔が90mにもどる。9＋3＝12秒
後、 12＋3＝15秒後、15＋3＝18秒
後
すなわち、18秒後にすべての自動車
が、もとの間隔にもどる。

答え　18秒後

設問では、10秒後のCー2間の距離、
2ー3間の距離も聞いていますが、C-2間は9秒後に90mとなって以後変わらないので、10秒後 は
90m。
2-3間は、左図12秒後に90mにもどるので、２秒もどって10m/秒×２秒＝20m、
90m－20m＝70mとなる。

答え　Cと2の間隔は90m、2と3の間隔は70m

　　　　　　
　　　　
　　　
　　　　　



　考察

　時間ごとにすべての自動車を記録しようとすると大変です。Cから後ろの自動車に波が伝わ
り、１の自動車が波をもとの長さにのばして行き ます。圧縮する波と、のばす波を別々に記録し
てゆきます。
　　　
　　
　　　　

 問題71　☆☆☆☆☆

右の図のように点Oを中心とする円と、その円周を12等分した点AからLまでがあります。点Pと
直線ℓは赤と青の ２種類のスイッチと連動して動くものとします。

・　最初、点Pは点Aにあり、直線ℓは直線BHと一致している。
・　赤のスイッチを押すと、直線ℓを対称の軸として、点Pは対応する点
に動く。
・　青のスイッチを押すと、直線ℓが点Oを中心に時計回りに30°回転し
た後、直線ℓを対称の軸として、点Pは対応する点に動く。
たとえば、赤青青とスイッチを押すと、点PはA→C→C→Eと動きます。
このとき、次の問いに答えなさい。

(1) 2回スイッチを押した後、点Pはどの点にありますか。ありえるすべての点を答えなさい。
(2)　13回スイッチを押した後、点Pが点Eにあるようなスイッチの押し方は全部で何通りありま
すか。

　　　　
　　　　　



　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　
　　　　　　　

 解説

(1)　赤をR、青をBと表すと、RR→A、RB→C、BR→A、BB→Cという結果になる。
答え　AとC

(2)　(1)より、2回スイッチを押すとRRま たはBRのとき、もとの点にもどり、RBまたはBBのと
き、2めもり進むことがわかる。これを１操作とすると
到着点Eから逆戻しで考えて、12回÷2回＝６操作前にさかのぼると、点Pのいる場所は、
E,G,I,K,A,Cのどれかになる。このう ち最初の１回スイッチを押して点Pが到達できるのは、CかE
しかない。これで場合分けして、

(ⅰ)　1回目でCに到達したとき・・・あと６操 作で２めもり進めばよいので、2めもり進むこと
を○、もとの点にもどることを×で表すと
○×××××のようになり、○の位置で６通り、○が RBまたはBBの２通りあり、×がRRまたはBR
の２通りあるので、6×(2×2×2×2×2×2)＝384通りとなる。
(ⅱ)　1回目でEに到達したとき・・・あと６操作で12めもり、または０めもり進めばよいので、
○○○○○○や、××××××のように なり、それぞれ、2×2×2×2×2×2＝64通りである。よっ
て、64＋64＝128通りとなる。

以上から、384＋128＝512通りとなる。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　答
え　512通り




