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レポート１
問題１　次の値を求めなさい。
例)  35×42−36

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
3+5*4^2-36;

                                    47

解答(手書き)
47

(1) 1−23×5
(2) 38−573×25
(3) 123×3218
(4) 47÷19 (商，余り，分数表示，小数表示）
(5) 47×28÷49 (商，余り，分数表示，小数表示）

問題２　次の値を求めなさい。
例) 41 ,6! , 5C3

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
sqrt(41)

                                     1/2
                                   41
float(sqrt(41))

                                6.403124237

fact(6);

                                    720

binomial(5, 3);

                                    10

解答(手書き)

41=41
1
2=6.40312437,6 !=720, 5C3=10

(1) 39213 (指数表示，小数表示）

(2) 10!×5!

(3) 10C6×6!

7C5

(4) 3 !×6!
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レポート１　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(4)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(5)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
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解答(手書き)

問題２

(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(4)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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レポート２

問題１　次の 2 整数の素因数分解をそれぞれ求め，GCD, LCM とその素因数分解も合わせ
て求めなさい。

例)  整数 36，54 の素因数分解，GCD(最大公約数), LCM(最小公倍数)とその素因数分解

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
ifactor(36); ifactor(54);

                                    2  2
                                   2  3

                                      3
                                   2 3

igcd(36, 54); ilcm(36, 54);

                                    18

                                    108
ifactor(18); ifactor(108);

                                      2
                                   2 3

                                    2  3
                                   2  3

解答(手書き)

36=22×32 ,54=2×33

GCD36,54=18, LCM 36,54=108

(1) 49，63

(2) 64, 960, 3520

(3) 384, 512, 2560, 6144
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レポート２　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

-6-



学校名：　　　　　　　高等学校　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　

レポート３

問題１　次の多項式 Px を展開しなさい。また， x=−3 を代入した時の値もあわせ
て求めなさい。

例)  Px=x42

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
p := expand((x+4)^2);

                                      2
                               8 x + x  + 16

subs(p, x=-3);

                                     1

解答(手書き)

Px=x28x16
P−3=1

(1) Px=4x−54x5

(2) Px=x13

(3) Px=x2x2−2x4

問題２　問題１の(1)～(3)までの展開式を因数分解し，元に戻ることを確認しなさい。

例)
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

factor(x^2+8*x+16);

                                        2
                                 (x + 4)

解答(手書き)

x28x16=x42
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レポート３　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

問題２

(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)
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MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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レポート４

問題１　次の多項式の除算の商と余りを求め，その結果が正しいことを検算しなさい。

例)  x2−4 x5÷x−2

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
p := x-2;

                                   x – 2

q := divide(x^2-7*x+5, p, [x], Quo);
r := divide(x^2-7*x+5, p, [x], Rem);

                                   x - 5

                                    -5

p * q + r;

                            (x - 2) (x - 5) - 5

expand(%);

                                2
                               x  - 7 x + 5

解答(手書き)
商 : x−5,余り :−5

検算 ： x−2x−5−5= x2−7 x5

(1) 2 x25 x15÷x−4

(2) 4 x286x125÷x2−x1

(3) 4 x3−2x25x−1÷2x2−3
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レポート４　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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レポート５

問題１　次の方程式を解き，その結果が正しいことを確認しなさい。

例)  3x5=4x1

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
solve(3*x+5=4*x+1, x);

                                    {4}

subs(3*x+5, x=4); subs(4*x+1, x=4);

                                    17

                                    17

解答(手書き)

x=4

(1) −2 x−5=−7x

(2) x2−3x−132=0

(3) 3x24 x−1=x21

(4) x3−91 x22034x−1944=0

(5) x412x34 x2−192x256=0

問題 2 　多項式 x3−4xa2−1 が x−1 で割り切れる時， a の値を求めなさい。

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
divide(x^3-4*x + a^2-1, x-1, [x], Rem);

                                   2
                                  a  - 4

solve(a^2-4 = 0, a);

                                  {-2, 2}
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レポート５　解答
問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(4)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(5)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
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解答(手書き)

問題２

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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レポート６

問題１　次の 1 次不等式を解きなさい。

例)  2x−45

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
solve(2*x - 4 > 5, x);

                              ]9/2, infinity[

解答(手書き)

x9
2

(1) 3x92 x

(2) 47−4 x≤9x−8

(3) 4x−68≥376x

問題 2 　次の 2 次不等式を解きなさい。

例)  x2−3x2≤0

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
solve(x^2 - 3*x + 2 <= 0, x);

                                  [1, 2]

解答(手書き)

1≤x≤2

(1) 2x22x−120

(2) 174x2495 x−81≥0
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レポート６　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

問題２

(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
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解答(手書き)
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レポート７

問題１　次の連立方程式を解きなさい。また２つの直線をグラフにかき，交点の位置を書
きなさい。

例)  3x y=4, 9x−8 y=2
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

solve({3*x+y = 4, 9*x-8*y=2}, {x, y});

                         {[x = 34/33, y = 10/11]}

plotfunc2d(-3*x+4, (9*x-2)/8, x=34/33-3..34/33+3);
解答

 34
33
, 10
11

(1) y=2 x5, y=3x−4

(2) 3x4 y=5, 8 x7 y=10

(3) y=x2−4,x y=2
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4 - 3*x, 9/8*x - 1/4



学校名：　　　　　　　高等学校　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　

レポート 7　解答

問題１

(1) 
MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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レポート８

問題 　次の連立不等式を満足する領域をかき，その領域のカドの座標を求め，その中で
2x y の値が最大になるものを求めなさい。また、そのときの 2x y の値を求めなさ

い。

  

7x y≤15
3 xy≤11
x y≤10
x≥0, y≥0

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
plotfunc2d(-7*x+15, -3*x+11, -x+10, x=-1..3);

(略)
solve({x=0, -x+y=10}, {x, y});

                             {[x = 0, y = 10]}

solve({3*x + y = 11, -x + y = 10}, {x, y});

                           {[x = 1/4, y = 41/4]}
solve({7*x + y = 15, 3*x + y = 11}, {x, y});

                             {[x = 1, y = 8]}

solve({7*x+y=15, y=0}, {x, y});

                            {[x = 15/7, y = 0]}
p := 2*x + y
                                  2 x + y

subs(p, x=0, y=10);

                                    10

subs(p, x=1/4, y=41/4);

                                   43/4

float(%);

                                   10.75

subs(p, x=1, y=8);

                                    10

subs(p, x=15/7, y=0);

                                   30/7

float(%);

                                4.285714286
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解答

2x y が最大になるのは x=1
4
, y=41

4  の時に最大値は
43
4
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15 - 7*x, 11 - 3*x, 10 - x
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総合問題

１．次の値を計算しなさい。答えが分数になるときには、小数表記も書きなさい。

(1) 39−6852−1024

(2) −34×−52×83÷62

(3) 584−472×54×84

２．3つの整数 15C4 ,27C3 ,27! について次の問いに答えなさい。

(1) この３つの整数をそれぞれ求めなさい。

(2) この整数の素因数分解をそれぞれ求めなさい。

(3)この３つの整数のGCD と LCMを求めなさい。また、GCD，LCMをそれぞれ素因数
分解しなさい。

３．次の問いに答えなさい。

(1) 次の多項式を展開しなさい。

(a) 3 x254

(b) 9 x8 y−z3

(2)次の 3つの多項式 px , qx , r x について，次の問いに答えなさい。

px=2x3−13x224 x−9
qx=16x5−92x4104 x3137x2−174x45

rx=8x3−18x2−23 x15

(a) それぞれの多項式を因数分解しなさい。

(b) GCD と LCMを求め、それぞれを展開した式と因数分解式を書きなさい。

４．多項式 x3−5 xa2−8a について，次の問い答えなさい。

(1) この多項式を x−3 で割ったときの商と余りを求めなさい。

(2) この多項式が x−3 で割り切れる時の a の値を求めなさい。

５．次の方程式を解きなさい。整数にならない解の場合は，小数表記も書きなさい。

(1) 39x45=−927 x

(2) x2−150x75=0

６．次の不等式を解きなさい。また，その範囲を数直線上に書きなさい。
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(1) 2x−3≥4x

(2) x2−4x−5≤0

７．次の連立方程式を解きなさい。またそれぞれのグラフをかき、交点の座標を示しなさ
い。

(1) 4 x y=9, 8x−5 y=14

(2) 3x−2 y=4, x2 y=9

８．次の連立不等式を満足する領域をかき，その領域のカドの座標を求め，その中で
3x y の値が最大になるものを求めなさい。また、そのときの 3x y の値を求めなさ

い。
x2y≤3
2x y≤4
x≥0, y≥0
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総合問題　解答

１．(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

２．(1) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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(3)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

３．(1) (a) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(b)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2) (a)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(b) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

４．(1) 
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MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
　

(2) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

５．(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

６．(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)
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解答(手書き)

７．(1)

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

(2) 

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)

８．

MuPAD への入力と実行結果 (Copy & Paste)

解答(手書き)
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