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1.自然数､整数,有理数､無理数､実数のそれぞれの集合
について､四則演算の可能性について判断できるC

H‑ﾈ,Xｦy*8+x. 8ｶ / hH +ZB ｬ

,洩9yﾙ H,ﾇEDﾅﾙ Xﾇh螽/ +x.

,f

ア表の左側にあげたそれぞれの数の範囲で2つの数の四則

演算を考えるとき,計算がその範囲で常にできる場合に

は0をつけよoまた,常にできるとは限らない場合は×
をつけ,計算ができない場合の2つの数の例をあげよo

数の範囲加法減法乗法除法
(1)3の倍数

(2)正の奇数
(3)無理数

イ次の(9‑④のうち,止しいものをすべて選べo
①2つの整数の和,差,積,商は整数であるo
②2つの有理数の和,塞,積,商は有理数であるo

③2つの無理数の積は無理数である○
④2つの5の倍数の取積は5の倍数である0 2.実数の絶対値が実数と対応する点と原点との距離である

ことを理解するo了が ‑lAlを坪解する.

ア(1)次の値を求めよD①L8L②ト封③I3‑打l
(2)数直線上において,次の2点間の蹄離を求めよ凸
①p(2),Q(5)②A(2),B(‑3)③C(‑6),D(‑2)

(3)X‑2,‑iのとき,P‑E2X.1トトX‑0,値を

求めよo
ウ次の(1)〜(3)の場合について,

J丁訂=17+Jす=軒の板号をはずし簡単にせよo
(1)a≧3(2)1≦a<3(3)a<1

エ次の各場合について,√和をXの整式で
表せ白
(1)〟‑5≧0(2)ズー5<0
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1.散布図が表す形状と相関係数の関係について把握できるo
j

/

,(,ﾈ6h

x.

ﾈﾖ)i

,f

z
ｸ5

+Rﾂ
ﾉ

相関係数の絶対値が1に近いほど相関が強いことを理解

ｨｭh/

する○

ア次のような変量X,yのデータがあるロこれらについて,

分

剋U布図をかき,Xとyの周に相関関係があるかどうかを

柄

剪ｲべよoまた,相関関係がある場合には,止.負のとち
らであるかをいえ○
(1)xLllL31815L4161219

yH2L216[7回5I3I8

(2)X"38146[20148118I27‑11L33
yll12115125111I30‑21138130

(3)X=1.313.3I4.912.2I5.713.612.714.0
y"2.614.2I2.Oll.314.211.214.113.6

イ下の表は,10人の生徒に50点満点の2種類のテスト
A,Bを行った得点の結果であるoテストA,Bの

得点をそれぞれX,yとするとき,Xとyの相関係数
γを求めよ○ただし,小数第3位を四捨五入せよ○
生徒の番号12345678

剴

X4341433839424239

剴C

C"

y4942443640444542

剴C#Cb

ウ表は,10名からなるある少人数クラスで,100点満点

で2回ずつ実施した数学と英語のテストの得点をまとめ
たものである○
(1)数学と英語の得点の散布L図を, 1回目,2回目の各回について
早
Hｧx
1

かけ○

(2)1桓旧の数学と英語の得点の

鼎

6355

B

C2

伎)54

田

cr

5962 3564 鉄cc

相関係数をγ1,2回臼の数学 迭
と英語の得点の相関係数を′2 澱

m｢
Uﾒ
ﾎ｢ 数学英語

r

4336 田塔

3648 5146 田CS

とするとき,値の組(rいr2) 唐

として正しいものを以下の ①〜㊥から1つ選べ○ ⑳(o̲54,0.20)⑳(‑0 湯

54,0.20)
◎(0.20,0.54)㊨(0.20,‑0.54)

Vﾃs

SCSr

5771 鉄鼎

3265 3450 鼎鼎" Ssc
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3.置き換えなどを利用して,三項の無理数の乗法の計算が

できる○分母と分子がともに二項である無理数の分母の

H‑ﾈ,Xｦy)8+x.
,洩9yﾙ

ﾉ

Xﾇh螽/
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/
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,e

+ZB

有理化ができ､二車根号を簡単な式に変形でき､さらに
無理数の整数部分や少数部分を求めることができる○

ア次の式を計算せよo
(1日1+Jf‑J官)2

(2)(3‑J‑2‑‑､/Tr)(3‑J2‑+JTT)

イ次の式を,分母を有坤化して簡単にせよ○

lJ3‑ ･1,請(2)不二有(3)諾丁市有
4 (4)市有

ウ岩の整数部分をa,小数部分を‑するo
(1)a,bの値を求めよロ
(2)a2+ab,a2+4ab+4b2の値を求めよ.

二次の式の2重根号をはずして簡単にせよ○

(1)JiTT豆滞 (2)J珂
(3)Ji百二∇打(4)J6775T

オJす手打の小数部分をaとする,式の値を求めよo
(1)a2‑与(2)a3(3)a4‑2a2+1
α
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1.標準偏差を計算して,複数のデータの平均からの散らば
Ux

¥鞆y9

ﾂ

りを比較,説明することができるo

9j , (*(,Iyﾘ +ZH+ｸ.ｨ.x/ w *(,B 6h ｸ5 ﾈﾅ委ﾈ/ F8簡+ZI

k x.薬 ア次のデータは,ある商品A,Bの5日間の売り上げ個数

凾ﾅあるOA5,7,4,3,6B4,6,8,3,9

単位は個)A,Bの変量をそれぞれX,yとするとき,

1)X,yのデータの平均低分散,標準偏差をそれぞれ

求めよ.標準偏差は小数第2位を四捨五入せよ凸
(2)X,yのデータについて,標準偏差によってデータの

平均値からの散らばりの度合いを比較せよo
イ次のデータは,ある都市のある年の月ごとの最高気温を
並べたものである○(単位は℃)
5,4,8,12,17,24,27,28,22,30,9,6

(1)このデータの平均値を求めよo
(2)このデ‑夕の中で入力ミスが見つかったo30℃と

なっている月の最高気温は正しくは18℃であった○
この入力ミスを修正すると,このデ‑夕の平均値は
修正前より何℃減少するか凸

(3)このデータの中で入ノ)ミスが見つかったo正しくは
6℃が10℃,30℃が26℃であったoこの人ノJミス

を修TF‑1ると,このデータの平均値はア⊂コし,

分散はイ[コする07□了[コに当てはま
るものを次の①,②,③から選べo

①修正前より増加②修正前より減少③修正前と一致
ウ次の変量Xのデータについて,仮平均xoを750とする
とき,以下の問いに答えよ凸
726,814,798,750,742,766,734,702

(1)この仮平均を利用して,変量Xのデータの平均値X
(2)u‑X‑8750とおくことによ｡,変量Xのデ‑の

分散を求めよo変量Xのデータの値と仮平均xoを用
いて,u=ユニ聖とおいて得られる新しい変量uの
C

データの分散のC2倍が,変量Xのデータの分散に等
しいことを利用してよい○
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1.三つの集合について､共通部分､和集合を求めることが
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できる○また､二つの集合について､｢ド.モルガンの

,h

ｲ

法則｣を理解するロ

アA‑tnlnは16のTF‑の約数1,

B‑(nlnは20の正の約数),

C‑tnlnは8以下の正の偶数)とする○

このとき,次の集合を求めよ○

(1)AnBnC(2)AUBUC(3)(AnB)UC
(4)(A∩qU(β∩仁)

イU‑(1,2,3,4,5,6,7,8,9)を全体集合とする○

集合Uの部分集合ABをA‑(1,2,4,6,81,
β‑(1,3,6,9)とするとき,次の集合を求めよo
(1)す(2)す∩B(3)す∩77

(4)すU甘(5)耳市で(6)すO77

ウ1以上100以卜の整数全体の集合Uを全体集合とするロ
A‑txExは整数の平方X∈U),
B‑txlxは偶数,X∈町
C‑txlxは4の倍数,X∈U)とするとき,

77⊂す∪ 万であることを示せ〇

工集合Uを1から9までの自然数の集合とする○
Uの部分集合A,B,Cについて以下が成立しているo
A∪β‑(1,2,4,5,7,8,9),
A∪Cニー1,2,4,5,6,7,9),

βUC‑(1,4,6,7,8,9),A∩8‑t4,9),

AnC‑(71,BnC‑(i),AnBnC‑a
このとき,次の集合を求めよ○
(1)甘∩T(2)A∩(郡で)(3)A
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2.二次関数のグラフと∬軸との共有点が1個又は0個であ
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る場合の,二次不等式についても解くことができる○

(1)X2+2X十1>0(2)X2‑4X+5>0

(3)4X≧4X2+1(4)‑3X2+8X‑6>0
(5)X2‑SIN‑1l>7(6)lx2‑2X‑3l≧3‑X

イ次の不等式を解けo
･1,(≡;;二…:二;≡:(2)2‑3X‑2X2≦4X‑2<X2

ウ次の不等式を解け○ただし,瓜は定数とする○
(1)X2+(2‑a)X‑2a≦0(2)ax2≦ax

エXについての不等式X2‑(a+1)X+a<0,

3X2+2X‑1>0を同時に満たす整数Xがちょうど3つ

存在するような定数αの値の範囲を求めよ○
オ次の事柄が成り立つように,定数a,bの値を定めよo
(1)2次不等式ax2+bx+3>0の解が‑1<X<3
(2)2次不等式ax2+bx‑24≧0の解がX≦‑2,4≦X
カ(1)2次不等式X2+(､k十3)X‑k>0がすべての実数X

に対して,成り立つような定数kの値の範囲
(2)不等式ax2‑2J3‑X+a+2≦0が任意の実数Xに対

して,成り立つような定数αの値の範的
キ不等式X2‑2mx+m+6>0が,0≦X≦8のすべての

Xの値に対して,成り立つような定数mの値の範囲
ク(1)2次方程式2X2‑kx+k+1‑0が実数解をもたな

いような,定数kの値の範囲
(2)Xの方程式mx2+(m‑3)X+1‑0の実数解の個数
ケ2次関数y‑X2‑mx+m2‑3mのグラフが次の条件を

満たすとき,定数mの値の範囲を求めよ8
(1)X軸の正の部分と,異なる2点で交わる凸

(2)∬軸の正の部分と負の部分で交わる○
コXについての2次方程式3X2‑2(a+1)X+a2‑0が,

o<∬<1の範囲に異なる2つの実数解をもつとき,

定数aのとりうる値の範囲を求めよ.
サ2次方程式ax2‑(a+1)X‑a‑3‑0が,‑1<X<0,

1<∬<2の範囲でそれぞれ1つの実数解をもつように,
定数αの値の範囲を定めよ○
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1.式の置き換えや一つの文字に着日するなどして､

俾
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複雑な式を簡単な式に帰着させ､展開.因数分解
,ﾈﾏh

呵+h,H / 4ｹ

,ﾂ

できる○また､対称式の式変形ができる○

兔 ﾆ +X+ﾘ. x.

,f

例展開教P14､P18‑21

7(1)(a+b+C)2(2)(X+y+I)(X‑y‑I)
イ(1)(X+y)(X2+y2)(X‑y)(2日P+2q)2(p‑2q)2
ウ(1)(X‑1)(X‑2)(X‑3)(X‑4)

(2日a+b+C)(a2+b2+C2‑ab‑bc‑ca)

例因数分解
ア(1)耳X‑1)2‑ll(X‑1)十15(2)X4‑10X2+9
イ(1)(X2+X‑5)(X2+X‑7)+1(2)(X+y)4‑(X‑y)4
ウ(1)9b2+3ab‑2a‑4(2)X3‑xZy‑xz2+yZZ

I(1)3X2+7xy+2y2‑5X‑5y+2
オ(1)a2b+ab2十b2C十bc2十C2a+ca2+2abc
カ(1日X+y)6‑(X‑y)6(2)X6‑2X3+1

例式の変形と式oj値

アX‑宗音y‑荒音のとき,X.y,xy,
X2+y2,X3+y3,X3‑y3

1X.i‑JFのとき,ズ2+去,X3+去,X4.7

ウ8‑半のとき,α2‑a‑1,a4.a3+a2+a.1
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1.二次関数のグラフと∬軸との位置関係を､判別式かの

二次方程式の解と二次関数のグラフと 儿Hﾘh,
次

85
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h.卯ｹ¥ｨ,X*ｺE壱(,h,ﾈｺItﾉ5
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hﾝﾘ+x.

h*ｲ

共有点のX軸を求めることができるo

8 H/ y駅 +X,H+ｸ,ﾈ / ｸ ‑ .

,f

ア2次方程式を解けo

(l上o.5X2‑ix.10‑0(2)JTx2‑5X.2JF‑0
(3)耳X+1)2+5(X+1)‑2‑0(4)X2十X+Lx‑lL‑5

イ(1)2次方程式X2+ax+b‑0の解が2と‑4である
とき,定数a,bの値を求めよ○
(2)2次方程式X2+(a2+a)X+a‑1‑0の1つの解が

‑3であるとき,定数aの値と,他の解を求めよ.

ウ次の連立方程式を解け○

･1)に2'.y,:≡17(2雄二3,7.二2̲y三≡04
工aは定数とする○次の方程式を解けo
･(1日α2‑2α)∫‑α‑2(2)2α∬2‑(6α2‑1)∫‑38‑0

オ(1)2次方程式の実数解の個数を求めよokは定数
①X2‑3X+1‑0②X2+6X‑2k+1‑0

(2)Xの2次方程式X2+2mx+3m+10‑0が垂解を

もつとき,定数mの値と方程式の解を求めよo

カ次の条件を満たす定数aの値の範囲を求めよ.
(1)Xの方程式X2‑2ax+a2+a‑5‑0が実数解をもつ
(2)Xの方程式ax2‑(2a‑3)X+a‑0が異なる2つの実
数解をもつ.

キ次の2次関数のグラフは∬軸と共有点をもつか○もつ
場合は,その座標を求めよ.(1)y‑X2‑3X‑4

(2)y‑‑xZ+4X‑4(3)y‑3X2‑5X+4
ウ放物線y‑X2‑4X+kとX軸の共有点の個数は,

定数kの値によってどのように変わるかo
エ2次関数のグラフがX軸に揺するように,定数kの値を
定めょ.また,そのときの接点の座標を求めよ○
(1)y‑xZ+2(2‑A)X+k(2)y‑kx2+3kx+3‑k
オ(1)放物線y‑xZ+3X+aが直線y‑X+4と共有点を

もつように,定数αの値の範囲を定めよ○
(2)2次関数y‑‑X2のグラフと直線y‑‑2X+kの

共有点の個数を調べよ.ただし,別ま定数とするD
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1.一次不等式や連､1̲不等式を解くことができ,整数解の

数 と 式 儻99俾 ﾈ ,ﾈ j .)W99俾 ﾉ ｸ , ,(*(,H唔xh+ZH耳鴿W99俾 ﾈ / ｸ ‑ +ﾖ . ｨ鴿W99俾 馼 ｸ,ﾈﾖﾈ ,乖yw +X+ﾘ. +x. ,h ｲ 個数などについて､解を吟味して解決することができる○ 例不等式の性質と値の範囲

ア‑3<X<5,‑1<y<4であるとき,X‑1,2X,‑y,

X+y,2X‑3yOj値の範囲

イ2つの正の数X,yを小数第1位で四捨五入すると,
それぞれ6,4になる,3ズー4γ,∬γの値の範囲

例一次不等式の整数解
ア不等式5X‑7<2X+5を満たす自然数Xの倍すべて

イ不等式X<ヱ空言を満たす方の‑の整数値が5で
であるとき,定数戊の値の範囲

例文字係数の一次不等式
ア不等式α(∬十1)>∬+α2を解くαは定数
イ不等式ax<4‑2X<2Xの解が1<X<4であるとき,

定数αの値
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鵁ｭi H,ﾉ&ﾈ,ﾉ¥ 峇 1.二次関数のグラフを活用して､制限された区間(開区間
鵁ｭi H,ﾈﾜY R鞋X惲 も含む)における二次関数の最大や最小について考察で

鵁ｭi

H,ﾉ&ﾈ,ﾉ¥

嶌,

(*(,JH4

w *(,Hﾖﾈ +X+ﾘ.緯Y Y&ﾈ.(ﾜX揵&ﾈ/ ｸ

8

B

きるo

‑ +ﾘ. x.

,iI" ア2次関数に最大値,最小値があれば,それを求めよo

(1)y‑3X2+4X‑1(2)y‑‑2X2+X
(3)y‑2X2‑8X+5(0≦X≦3)
(4)y‑‑X2‑2X+2(‑3<X≦‑2)

イ定義域が0≦X≦aである関数y‑X2‑4X+1の

最大値および最小値を,次の各場合について求めよ○
(1)0<α<2(2)2≦α<4(3)α‑4(4)4<α

ウ0≦X≦4における関数f(X)‑X2‑2ax+2a+3の

最大値をM(a),最小値をm(a)とするQ
M(a),m(a)をそれぞれaの式で表せロ

エ(1)関数y‑‑2X2+8X+k(1≦X≦4)の最大値が4

であるように定数kの値を定め,このときの最小値
(2)関数y‑X2‑2lx+l2‑2l(0≦X≦2)の最小値が

11になるような正の定数′の値

オ定義域を0≦X≦3とする関数f(X)‑ax2‑2ax+b

の最大値が9,最小値が1のとき,定数a,bの倍

カ(1)X+2y‑3のとき,2xZ+y2の最小値
(2)X≧0,y≧0,2X+y‑8のとき,xyの最大値
と最′日直
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1̲鋭角三角形の定義を埠解し､三角比を活用して､身近な

,ﾈ蓼ｧ

NB

ものの長さ(高さ､距離)や角度を求めることができるo

8ｧ ,ﾈ蓼ｧ NH,ﾈ j ,i ｨﾍﾘｭhﾅx, (*(,B yﾘ +x.

,h ｲ 例長さや角度

計

刄ARの高さが1.5mの人が,平地に立っている木の高さを

量

剪mるために,木の前方の地点Aから測った木の頂点の仰
角が3CP,Aから木に向かって10m近づいた地点Bか
ら測った仰角が45Bであった,木の高さ

イ(1)右図の,蘇‑E,AEの長さ215○‑一一号
(2)sin158,cos150,tanlTの値′′′450i

′ を右図を利用して求める○′′450′′

DVc､‑1一一B
E

2.90p‑Cの三角比について理解し､適切に活用できる○
例

アsin580,cos560,tan8(アを45)以下の角の三角比で
表すo

イ△ABCの3つの内角∠A,∠B,∠Cの大きさを,

それぞれA,β,Cとするとき,

等式sin号‑cos竿が成り在つことを証明
ウ式の値
(1)sin240〇十sin2500

(2)tan35○tan550‑tan15○tan75○

(3)(sin700+sin2g')2‑2tan7Ucos2700

⑨1
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1.関数を表現する記号としてf(X)を理解し､所用できる.

+x+ ,h ｸ‑ﾈ+ﾒ
,h

ｲ

鵁ｭi H,ﾈ4 8 H,ﾉ<

例′(X)‑4X‑3,g(X)ニー3X2のとき,次の値を求めよ凸

I(‑2),I(a+2),gト1十J3‑),g(a‑2),g(a2)

2.二次関数y‑ax2+bx+Cのグラフの特徴について

理解し与えられた式を適切に変形して二次関数のグラ
フをかくことができるoまた､与えられた条件から､

二次関数を求めることができる○

ア次の2次関数のグラフをかき,その軸と頂点を求めよo
(1)∫‑2∬2+3∬+1(2)〟‑‑∫2+4∬‑3

イ2次関数y‑axe+bx+Cのグラフがy

毒筆等章葺きcf̲f4,o;bl2;4acOOt;
ウ放物線y‑‑2X2+4X‑4を.X軸方向に‑3,y軸方

向に1だけ平行移臥して得られる放物線の方程式
工(1)2次関数y‑2X2+6X+7...①のグラフは,

2次関数y‑2X2‑4X+1...②のグラフをどの

ように平行移動したものか○
(2)X軸方向に1,y軸方向に‑2だけ平行移動すると,
放物線Cl:y‑2X2+8X+9に移されるような放

物線Cの方程式
(3)放物線y‑X2+ax+bを原点に関して対称移勤し,

更にX軸方向に‑1,y軸方向に8だけ平行移動す
ると,放物線y‑‑X2+5X+11が得られるo

このとき,定数a,bの値を求めよQ

オ2次関数のグラフが次の条件を満たすとき,その2次
関数を求めよ○
(1)頂点が∬軸上にあり,2点(0,4),(‑4,36)を通る○

(2)放物線y‑2K2を平行移動したもので,点(2,4)を

通り,頂点が直線y‑2X‑4上にある○
(3)3点(‑1,1恥(4,‑14),(5,‑8)を通るo

(4)放物線y‑‑2X2を平行移動した曲線で,
2点(‑2,0),(3,0)を通る凸
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1.座標平面を利用して.三角方程式及び三角不等式をOo

+ZH ｧ ,ﾈ蓼ｧ NH,ﾉ&ﾈ/ w *(,I=ﾘｧ ,ﾈ蔗 ｧ NH/ ｸ ‑ .

,iI" から180○までの範囲で解くことができる○ アOo≦0≦1800のとき,次の方程式及び不等式を満た

凾ｷCの範囲を求めよo

sine‑寺,cos0‑‑i,tan0‑一万 1
sine,i,coso≦吉,tane<Jg

2.三角比の相互関係を用いて､三角比で表されている簡単
な式の変形ができるo

例式の値.式の変形BC1334S仲
ア式の伯を求めよoただし,Oo≦e≦900とするo
(1)cos(900‑♂)+cosヴ+cos(900+♂)‑sin(900+♂)

(2)sinβ弓のとき,
sin(1800‑♂)+cosβ+cos(1800‑♂)+sinβ

イ(1)(sinβ+cos(,)2+(sinと,‑cosβ)2

1 (2)(1‑‑‑sine)(1+sine)‑‑i了了妄評万一

ウsin4β‑cos4βを

sinβだけを用いた式で表せ○
cos∂だけを用いた式で表せ.
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1,円に内接する四角形や三角形の内接円の半径及び直方体
.(ｿ8ｭI
ｲ

ﾘﾆ

,ﾈﾖﾈ

,

などの切り口としてできる図形の考察について,正弦定

哩.余弦定理.三角形の面積などを活用できる○

刄A次のような△ABCの面積5

1)a‑3,C‑2J官,B‑450(2)a‑6,b‑5,C‑4

イ次のような四角形ABCDの面積S
(1)平行四辺形ABCDで,対角線の交点を0とすると
AC=10,BD=6V甘,∠AOD‑1350

(2)AD,〆BCの台形ABCDで,
AB=5,BC=8,BD‑7,∠A‑120○

ウ(1)1辺の長さが1の正八角形の面積
(2)△ABCで,AB‑8,AC‑5,∠A‑1200とする9

∠Aの二等分線と辺BCの交点をDとするとき,
線分ADの長さ

エ△ABCで,a=2,b‑J2‑,C‑1とするつ
(1)cosB,sinB(2)△ABCの面積S

(3)△ABCの内接円の半径γ

(4)<ABCの外接円の半径R

オ円0に内接する凶角形ABCDは,AB‑2,BC‑3,
CD=1,∠ABC‑600を満たす9

(1)線分ACの長さ(2)辺ADの長さ
(3)円0の半径(4)四角形ABCDの面積

カ円に内接する四角形ABCDが､AB‑4,BC‑5,
CD=7,DA‑10のとき
(1)cosAの値(2)四角形ABCDの面積

キ1辺の長さが6の正四面体OABCがある○辺OA,OB,
OC上に,それぞれ点し,M,NをOL‑3,OM‑4,

oN=2となるようにとる○△LMNの面積

⑦教科:数学科目:数学Ⅰ
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考察し正弦定理を理解するとともに､正弦定理や余弦定

,ﾉ]8,ﾉ+x+8.(ｧ
‑

85

1,三角形の外接円の半径とその二角形の三角比との関係を

,(*(,Iyﾘ

ﾆ

ﾉ

.

,f

,ﾂ

坤を利用して､辺の長さや角の大きさを求めることがで
きる9

剽瓧C144‑150

刄A止弦定理の利用
△ABCの外接円の半径をRとする○次のものを求めよ8
(1)b‑4,B‑300,C‑1050のときaとR

(2)a‑〜/す,b‑2,A‑60○のときBとC
(3)C‑R,B‑200のときA

イ余弦定理の利用
△ABCにおいて,次のものを求めよ○
(1)A‑60○,a‑5,C‑3のときa

(2)a‑JTO‑,b‑JT,C‑2のときA
(3)a‑2,b‑Jす,B‑600のときC

ウ△ABCにおいて,次のものを求めよ○
(1)b‑J訂,C‑pJ言‑1,A‑450のときa,B,C
(2)a‑1+J3‑,b‑2,C‑J首のときA,B,C

エ△ABCにおいて,a‑JT,b=2,A‑300のとき,
C,B,Cを求めよ.

オ△ABCにおいて,AB‑15,BC‑18,AC‑12

とし,頂角Aの二等分線と辺BCの交点をDとする○
線分BD,ADの長さ

カ△ABCで,翠‑翠‑sinCが成｡立つとき
(1)△ABCの内角のうち,最も大きい角の大きさ
(2)△ABCの内角のうち,2番目に大きい角の正接

キAB=2,BC‑X,CA‑3である△ABCがあるQ
(1)∬のとりうる値の範囲

(2)△ABCが鈍角三角形であるとき,ガの値の範囲
(3)A<600であるとき,Xの値の範囲

