
伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説①

【１】　次の計算をしなさい（１点×３問）

①－６＋２×（－４）
　【解説】
　　四則計算の優先順位をは

　　１．括弧の中を計算する

　　２．「掛け算・わり算」を計算する

　　３．「足し算・引き算」を計算する

　　なので

　【解答】

　　　－６＋２×（－４）

　　＝－６＋（－８）・・・まず２×（－４）を計算

　　＝－１４・・・（答）

②－４（９a－３）
　【解説・解答】
　　分配法則を用いて計算するから

　　　－４（９a－３）
　　＝－４×９a＋（－４）×（－３）
　　＝－３６a＋１２

③　
　【解説】
　　式を分解すると（a－５）÷２×（－６）
　　（a－５）と２と（－６）はすべて掛け算と
　　わり算なので、どれから計算しても良いから

　【解答】

　

　　＝（a－５）÷２×（－６）
　　＝（a－５）×（－６）÷２
　　＝（a－５）×（－３）
　　・・・（－６）÷２を先に計算

　　ここまで来たら分配法則を使って

　　＝a×（－３）－５×（－３）
　　＝－３a×＋１５・・・（答）

【２】　次の方程式、または比例式を

　　　解きなさい（１点×３問）

①２xー９＝－３
　【解説】
　　方程式の解き方は、同類項（同じ変数のもの）、

　　ここでは xの項と数字だけの項に分けて計算
　　する。

　【解答】

　　２xー９＝－３
　　２x＝－３＋９＝６
　　　⇨２xー９＋９＝－３＋９
　　　　等号の性質をつかう

　　x＝６÷２＝３

②３（２x－１）＝４xー１１
　【解説】　
　　同類項（xの項）と数字だけにするために、
　　左辺を分配法則で展開し、あとは①と同様に

　　解く

　【解答】

　　３（２x－１）＝４xー１１
　　６x－３＝４xー１１
　　６x－４x＝ー１１＋３
　　２x＝ー８
　　x＝ー４

③　x：７＝（x－１）：４
　【解説】
　　比例式の解き方は　A：B＝C：D　のとき

　　A×D（外側同士）＝B＊C（内側同士）

　【解答】

　　４x＝７（x－１）＝７x－７
　　４x＝７x－７
　　４xー７x＝－７
　　（４－７）x＝－３x＝－７

　　x＝　　　＝

a－５
２ ×（－６）

a－５
２ ×（－６）

－７
－３

７
３
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伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説②

【３】　次の問いに答えなさい（１点×３問）

①xは yに比例し、そのグラフが点

　（－４，ー８）を通る。

　このとき、yを xの式で表しなさい。
　【解説】
　　１．比例とは？

　　⇨yが xの関数で、yと xの間に y=ax

　　　（ただし aは０ではない）の関係がなりたつ。

　　２．aは比例定数といい、通る点の座標を（x1、y1）

　　　　とすると　a＝y1/x1
　　３．ある点の座標（ｓ，ｔ）と書いている場合

　　　　ｓがｘ座標、ｔがｙ座標

　　４．「ｙをｘの式で表す」とは

　　　ｙ＝（ｘを使った式）

　　　であらわすと言う意味。

　　　（ポイントはｙ＝とすること。）

　【解答】

　　求める式を、ｙ＝ａｘとする。

　　点（－４，－８）を通るので、比例定数ａは

　　ａ＝－８／（－４）＝２

　　よって答は　ｙ＝２ｘ・・・（答）

②Aさんは 1,000 円札を持って買い物に出かけまし

　た。１００円のももを x個、８０円のりんごを y

　個買ったところ、お釣りが５００円以上あったこ

　とを、不等式で表しなさい。
　【解説】
　　文章題は、素直に文章の通りの式を立てること。

　【解答】

　　持っていたお金　　：１,０００円

　　買ったももの金額　：１００ｘ円

　　買ったりんごの金額：８０ｙ円

　　上記より、

　　お釣りは　１,０００ー（１００ｘ＋８０ｙ）

　　このお釣りが５００円以上あったから

　　１,０００ー（１００ｘ＋８０ｙ）≧５００・・答

③半径４ｃｍのおうぎ形において、面積は

　１２πｃｍ２であるとき、この扇形の中心角

　の大きさを求めなさい。ただし円周率はπと

　とする。
　【解説】
　　この文章題は、まずは求める値（ここではおうぎ形

　　の中心角）を文字式（例えばｘ）に置き換えて考え

　　る。

　　おうぎ形の面積の求め方は、半径をｒとおくと

　

　　　πｒ2×

　　

　　おうぎ形の弧の長さは

　　　２πｒ×

　　これは以下の２つをあらわしている（重要！！）

　　１つの円において

　　おうぎ形の弧の長さは中心角の大きさに比例する

　　おうぎ形の面積は中心角の大きさに比例する

　【解答】

　　半径４ｃｍ、面積１２πｃｍ２である。

　　求める中心かくをｘ（度）とおくと

　

　　π４2×　　　　＝１２π

　　ｘ＝　　　　　　　　　　＝

　　　＝２７０（度）・・・答

中心角
３６０

ｘ
３６０

１２π×３６０
π４2

１２π×３６０
１６π

中心角
３６０
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伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説③

④下の直方体 ABCD-EFGH において、辺 EH

　とねじれの位置にある辺をすべて答えなさい。

　【解説】
　　ねじれの位置とは？

　　　２直線において、平行でもなく、且つ絶対に

　　　交わらない直線同士をねじれの位置にあると

　　　いう。（覚えること！）

　【解答】

　　まず直線 EHと平行な線は？
　　　・・・直線 AD、直線 FG、直線 BC

　　次に直線 EHと交わる線は？

　　　・・・直線 EF、直線 AE、直線 HG、直線DH

　　ということは、残りの　

　　　直線 AB、直線DC、直線 CG、直線 BF

　　がねじれの位置にある。・・・答

【４】右の度数分布表は 超座体前屈　度数分布表

　　２０人クラスの超座 階級（ｃｍ）　人数（人）　　　　

　　体前屈についての記 ２５～３０　　　０

　　録である。これを見 ３０～３５　　　１

　　て、次の問いに答え ３５～４０　　　４

　　なさい。  ４０～４５　　　５

　　（１点×４問 )  ４５～５０　　　４

①階級の幅を答えなさい ５０～５５　　　ア
【解答】　5ｃｍ  ５５～６０　　　１

②度数分布表のアに当て ６０～６５　　　２

はまる値を求めなさい。  　　計　　　　２０

　【解説】
　　合計２０人（総度数）だから、

　　２０－（他の階級の度数の合計）

　【解答】

　　２０ー（１＋４＋５＋４＋１＋２）＝３・・・答

③階級３５ｃｍ以上４０ｃｍ未満の相対度数を

　求めなさい。
　【解説】
　　ある階級の相対度数とは、全体の度数（総度数）に

　　対するその階級の度数。

　　（ある階級の度数）＝

　【解答】

　　３５ｃｍ以上４０ｃｍ未満の度数は４

　　総度数は２０だから

　　４／２０＝０．５０・・・答

④Aさんの長座体前屈の記録は４５ｃｍでした。

　この記録はこのクラスの平均と比べると、高

　いかどうか調べなさい
　【解説】
　　全体の平均を求めれば良い。

　　平均の求め方は

　　①各階級の値×度数の合計を出す。

　　②総度数で割る。

　【解答】
　　２５～３０　階級の値　２７．５　度数　０

　　　階級の値×度数＝０

　　３０～３５　階級の値　３２．５　度数　１

　　　階級の値×度数＝３２．５

　　３５～４０　階級の値　３７．５　度数　４

　　　階級の値×度数＝１５０

　　４０～４５　階級の値　４２．５　度数　５

　　　階級の値×度数＝２１２．５

　　４５～５０　階級の値　４７．５　度数　４

　　　階級の値×度数＝１９０

　　５０～５５　階級の値　５２．５　度数　３

　　　階級の値×度数＝１５７．５

　　５５～６０　階級の値　５７．５　度数　１

　　　階級の値×度数＝５７．５

　　６０～６５　階級の値　６２．５　度数　２

　　　階級の値×度数＝１２５

　　

　　各階級の値×度数の合計を計算すると

　　０＋３２．５＋１５０＋２１２．５＋１９０

　　＋１５７．５＋５７．５＋１２５＝９２５．０

　　９２５．０÷２０＝４６．２５

　　よって低い・・・答

その階級の度数
総度数

P. ３
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伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説④

【５】次の３つの式を単項式と多項式に分けその項も

　　書きなさい、また、それぞれの式の次数を答え

　　なさい。

　　式  式の種分類　項  次数

　　①3a2-8a+b 多項式　　　3a2,-8a,b 2

　　②-4xy2 単項式　　　-4xy2 3

　　③2x2-5x+24 多項式　　　2x2,-5x,24 2

　【解説】
　　項・・・文字と正負の数の積のみで表される文字式
　　単項式・・・一つの項でできている文字式

　　多項式・・・複数の項でできている文字式

　　次数・・・文字式におけるかけている文字の数の中

　　　　　　　で一番おおきな数

【６】次の計算をしなさい

①　7a-8b-3a+6b+9

　＝4a-2b+9

②　(4x-2y)-(x+5y)

　＝3x-7y

③    a+6b

　　＋） -8a -   b

　　　  -7a +5b

④    a+ 6b

　　ー）   3a -  5b

                -2a+11b
　【解説】
　　同類項（文字が同じの文字式）同士の係数は計算できる。

　　例）　4a+5b+2a-3b

　　　　=4×a+5×b+2×a-3×b

　　　　=（4+2）a＋（5-3）b

　　　　分配法則の逆をつかう。

【7】次の計算は、どこから間違えているかを記

　　号ア～ウで答えなさい。また、計算を正し

　　くしなさい。（記号が当たると 1点、計算を正しくで
　　　　　　　　　　　きるとさらに 1点）

　　　（3x2+9x）ー（x2-5x）

　　＝3x2+9x ー x2-5x

　　＝2x2+4x

　　＝6x３

　　　【間違えの場所】　ア
　　　【計算の訂正】

　　　（3x2+9x）ー（x2-5x）

　　＝3x2+9x ー x2＋5x

　　＝2x2+14x

　【解説】
　　括弧をはずす時気を付けることとして括弧の前

　　の符号が負のときは、括弧内は正負逆になる。

　　

　　括弧をすべてはずした式に戻したあとは、、同類

　　（文字が同じ、かつ次数が同じ文字式）同士のみ

　　計算できる。

【8】次の計算をしなさい。途中計算も書きなさい。

①　-5(2x-3y+4)-4(y-5)　＝-10x+11y

②　　　　　　ー

＝　　　　　　ー　　　　　   =

③　　　　　　ーｘ＋２ｙ

＝　　　（4x-y-3x+6y）＝　

ｘ＋２ｙ
３

２ｘー３ｙ
５

５ｘ＋１０ｙ
１５

６ｘー９ｙ
１５

-ｘ＋１９ｙ
１５

１
３

４ｘーｙ
３

ｘ＋５ｙ
３
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伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説⑤

④　(-4a)2×（ー　　a）

　=(-4a)×(-4a)×(-a)÷4

　=16a2×(-a)÷4

　=-4a3

⑤　18xy÷　　y　

　= 18xy×３÷2y＝27x

⑥　12x2y÷（-4x）×3y＝ー 9xy2

【9】ｘ＝－２，ｙ＝ー　　　のとき、次の式の値を

　　求めなさい。

①　15x2y÷(-6x2)×2xy

　＝ー 5xy2

　ｘ，ｙの値を代入して

　－５×（－２）×(-　　)2＝

②　4x2y2×3xy÷2xy2

　＝６x2y

　ｘ，ｙの値を代入して

　６×（－２）×（－２）×（-　　)

　＝-8

　【解説】

　　ｘ，ｙの値が決められているので、それぞれのｘ，ｙ

　　にその値を入れれ（代入すれ）ば良い。

　　ただし、文字式のまま計算してから代入したほうが

　　断然楽。

【10】次の数を、整数ｍやｎを使って表しなさい。

①　１１の倍数

②　２つの奇数

③　連続する３つの整数

　【解説】
　　ある数を整数ｍやｎを使って表す問題。

　　・ポイント①　ｍやｎを（－１，０，１，２）など

　　　　　　　　　わかりやすい整数で考える。

　　・ポイント②　問われている数を小さい方から幾つか

　　　　　　　　　考えて並べてながめてみる。

　　・ポイント③　並べた数の関係を、連続した数に関し

　　　　　　　　　て引いたり割ったりしてみる。　

　【解答】
　①　１１の倍数

　　　１１の倍数は、例えば

　　　１１×０＝０

　　　１１×１＝１１

　　　１１×２＝２２

　　　１１×３＝３３

　　　　　・

　　　　　・

　　　　　・

　　　１１×ｍ＝１１ｍ

　　　１１に整数をかけた数が１１の倍数なので

　　　答は１１ｍ

　②　２つの奇数

　　　まず奇数を考える。奇数は２で割ったら１余る数

　　　１，３，５，７，９，・・・・

　　　考え方はいくつもありますが。

　　　◯奇数は偶数＋１

　　　　 偶数を考えると　０，２，４，６，８，・・

　　　　２ｍ（または２ｎ）となる。

　　　　 奇数は偶数＋１だから、偶数は 2m+1

　　　問題では２つの奇数と言っているから、「２つの

　　　奇数は同じ、または違う奇数」なので

　　　２ｍ＋１、２ｎ＋１

　　　※同じ奇数のときはm=n、違う時はm≠n

P. ５
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伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説⑥

【11】下の図は、ある月のカレンダーです。この

　　カレンダーは□で囲まれる 4つの数を取り出

　　して加えると、必ず 4の倍数になることを、

　　文字式を使って説明しなさい。

　　日　月　火　水　木　金　土

　　　　　　　　　　  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    30    

①　一番小さな数をｍとするとき、他の 3つの数を

　　ｍをつかって表しなさい（思考１点）

　　　　ｍ　　　　　　　　ア

　　　　イ　　　　　　　　ウ

　【解説・解答】
　　アは次の日だから＋１日

　　　よってｍ＋１

　　イは１週間後だから＋７日

　　　よってｍ＋７

　　ウはイの次の日だから＋８日　

　　　よってｍ＋８

②　下の空欄にある説明を完成させなさい。

　　（思考１点×３問）

　　一番小さい整数をｍとすると、他の３つの数は

　ア、イ、ウと表される。

　　それらの和は、

　　ｍ＋ｍ＋１＋ｍ＋７＋ｍ＋８

　＝４ｍ＋１６　＝４（ｍ＋４）

　ｍ＋４は整数なので、４（ｍ＋４）は４の倍数となる。

　

　

【12】次の等式を、［　］内の文字について

　　　解きなさい　

①　4x-5y=15　［y］

　　5ｙ＝4x-15

　　　y=　　　　・・・答　

②　S=　　ah　［a］

　　　a=　　　　・・・答

　【解説】
　　等式の性質を使う。

　　等式の性質は以下の４つ（重要！！）

　　A＝Bが成り立つ時

　　①A+C＝B+C

　　①A－C＝B－C

　　①A×C＝B×C

　　①A÷C＝B÷C（ただし C≠0）

【13】正四角錐の体積を求める V＝　　a2h

　　について次の問に答えなさい

　　（技能１点×２問）

①体積の公式を hについて

　ときなさい。

　【解答】
　　h=

②底辺の１辺が３ｃｍ、体積が４８cm3 のとき

　高さを求めなさい。

　【解答】
　　①の式にそのまま代入すると

　　h=３×４８÷（３×３）

 　　 =48/3=16(cm)・・・答

P. ６

ア イ ウ

エ

カ キ

オ



1
31

3

1
3

1
４

ｘ＋A
４

ｘ
４

A
４

A
４

1
3

1
3

Vb
Va

伊東市立　対馬中学　中間試験（２年）　解説⑦

【14】右の図のような底面の半径がｒcm、高さがｈｃｍの円錐 Aと、底面の半径が Aの２倍で、

　　高さが Aの３倍の円錐 Bがあります。このとき、Bの体積は Aの体積の何倍になるかを、

　　文字式を使って説明しなさい。

　【解説・解答】
　　A,B の体積をそれぞれ Va、Vb とすると

　　体積の公式 V＝　　Sh（Sは底面積）より

　　Va=　　(πr2)×h

　　Vb=　　｛π(2r)2｝×3h

　　

　　求めるのは Vbが Va の何倍かだから　　を求めればよい。

　　Vb　　　｛π(2r)2｝×3h

　　　 =                                      =　2×2×３＝１２（倍）・・・答
　　Va　　　(πr2)×h

　　

【15】等式ｘ＋４ｙ＋A=0 をｙについて解くとき、

　　ｙ＝ー　   x－３となる Aの値を求めなさい。（思考２点）　

　【解説】
　　文章題は書いていることをそのまま解くのが基本。

　　ｘ＋４ｙ＋A＝０を yについて解くと書いているから、ｙについて解くと

　　ｙ＝ー　　　　＝ー　　　　ー

　　となる。式を比べると

　　

　　－３＝ー　　　　となるから

　　A＝１２・・・答　
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