
11   次次のの           ににああててははままるるここととばばをを答答ええななささいい。。

・・ xx +2+2 yy =9=9 ののよよううにに 2  2 つつのの⽂⽂字字ををふふくくむむ 1  1 次次⽅⽅程程式式をを     ①①    とといいうう。。

・・ {{ 22xx ++ yy == 55

33xx ++ 22yy == 44
ののよよううにに 2  2 つつのの⽅⽅程程式式をを組組ににししたたももののをを     ②②    とといいうう。。

・・  2  2 つつのの⽅⽅程程式式ののどどちちららもも成成りり⽴⽴たたせせるる⽂⽂字字のの値値のの組組をを     ②②    のの      ③③    とといいいい, , 

     ③③    をを求求めめるるここととをを     ②②    をを      ④④    とといいうう。。

    2     2 元元 1  1 次次⽅⽅程程式式

連連⽴⽴⽅⽅程程式式

      解解

    解解くく

22   次次のの⽅⽅程程式式ののううちち,,  xx == 11,,   yy == 22  がが解解ととななっってていいるるももののををすすべべてて選選びび, , 記記号号でで答答ええななささいい。。

アア 22xx −− 33yy == −−11 イイ xx ++ yy == 33

ウウ 33xx −− 77yy == −−1717 エエ 44xx −− yy == 22

((左左辺辺))  22 ×× 11 −− 33 ×× 22 == −−44

            xx,,   yy  にに代代⼊⼊すするる

((左左辺辺))  11 ++ 22 == 33  

((左左辺辺))  33 ×× 11 −− 77 ×× 22 == −−1111   ((左左辺辺))  44 ×× 11 −− 22 == 22

      〇〇

      〇〇

  イイ, , エエ

33   次次のの(1)(1)〜〜(4)(4)のの連連⽴⽴⽅⽅程程式式ののううちち,,  xx == 22 , ,  yy == 33  がが解解ででああるるももののににはは〇〇をを, , そそううででなないいももののににはは××をを, , 

そそれれぞぞれれ書書ききななささいい。。

(1)(1) {{ 22xx ++ 33yy == 1313

44xx −− 33yy == −−11

(2)(2) {{ 77xx ++ 22yy == 88

33xx −− yy == 99

(3)(3) {{ 33xx ++ 22yy == 1212

22xx −− 33yy == −−55

(4)(4) {{ yy == xx ++ 55

22xx ++ 33yy == 55

〇〇

〇〇

××

××

解を代⼊して, 式が成り⽴つか確認する。解を代⼊して, 式が成り⽴つか確認する。

44   2 2 元元 1  1 次次⽅⽅程程式式  33xx ++ yy == 1313  をを成成りり⽴⽴たたせせるる  xx , ,  yy  のの値値ががととももにに⾃⾃然然数数ででああるる組組はは, , 全全部部でで何何組組
あありりまますすかか。。

((xx =1=1,,   yy =10=10))        ((xx == 22,,   yy == 77))          ((xx == 33,,   yy == 44))        ((xx == 44,,   yy == 11))
４組４組



55   次次ののアア〜〜エエのの  xx , ,  yy  のの値値のの組組ににつついいてて, , 次次のの問問いいにに答答ええななささいい。。

アア xx ==       44    ,,     yy ==       11 イイ xx ==       66    ,,     yy == −−44

ウウ xx ==       22    ,,     yy == −−11 エエ xx == −−44    ,,     yy == −−66

(1)(1) 2 2 元元 1  1 次次⽅⽅程程式式55xx −− 66yy == 1616 のの解解ででああるるももののををすすべべてて選選びび, , 記記号号でで答答ええななささいい。。

(2)(2) 2 2 元元 1  1 次次⽅⽅程程式式33xx ++ 44yy == 22 のの解解ででああるるももののををすすべべてて選選びび, , 記記号号でで答答ええななささいい。。

(3)(3) 連連⽴⽴⽅⽅程程式式  {{ 33xx ++ 44yy == 22

55xx −− 66yy == 1616
  のの解解ででああるるももののをを選選びび, , 記記号号でで答答ええななささいい。。

  アア    55 ×× 44 −− 66 ×× 11 == 1414                    イイ  5×  5×66 −− 66 ××((−−44))== 5454          

ウウ    55 ×× 22 −− 66 ××((−−11))== 1616          エエ    55 ××((−−44))−−66 ××((−−66))== 1616

アア〜〜エエ  xx,,   yy  のの値値をを式式のの左左辺辺にに代代⼊⼊しし,,

                                              右右辺辺 16  16 ととななるるももののをを選選ぶぶ。。

アア〜〜エエ  xx,,   yy  のの値値をを式式のの左左辺辺にに代代⼊⼊しし,,

                                                右右辺辺 2  2 ととななるるももののをを選選ぶぶ。。
  アア    33 ×× 44 ++ 44 ×× 11 == 1616                  イイ    33 ×× 66 ++ 44 ×× ((−−44)) == 22          

ウウ    33 ×× 22 ++ 44 ×× ((−−11)) == 22          エエ    33 ×× ((−−44)) ++ 44 ×× ((−−66)) == −−3636

両式に共通する解   (1) ウ, エ (2) イ, ウ  よって両式に共通する解   (1) ウ, エ (2) イ, ウ  よって ウウ

66
  連連⽴⽴⽅⽅程程式式  {{xx ++ yy == 33         ⋯⋯   ①①

22xx ++ yy == 55     ⋯⋯   ②②
ににつついいてて, , 次次のの((11))〜〜((33))のの問問いいにに答答ええななささいい。。

(1)(1) ①①のの22元元11次次⽅⽅程程式式をを成成りり⽴⽴たたせせるる  yy  のの値値をを求求めめ, , 解解答答欄欄のの表表にに書書きき⼊⼊れれななささいい。。

(2)(2) ②②のの22元元11次次⽅⽅程程式式をを成成りり⽴⽴たたせせるる  yy  のの値値をを求求めめ, , 解解答答欄欄のの表表にに書書きき⼊⼊れれななささいい。。

(3)(3) ((11)),,   ((22))のの表表かからら, , ここのの連連⽴⽴⽅⽅程程式式のの解解をを求求めめななささいい。。

33 22 11 00 −1−1

55 33 11 −1−1 −3−3

xx == 22  ,,   yy == 11(1), (2) で共通の解(1), (2) で共通の解



11 ①① ②② ③③

④④

   2    2 元元 1  1 次次⽅⽅程程式式   連連⽴⽴⽅⽅程程式式 解解

      解解くく

22

イイ, , エエ

33 (1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4)

〇〇 〇〇 × ×       ×  ×

44

   4    4 組組

55 (1)(1) (2)(2) (3)(3)

    ウウ, , エエ     イイ, , ウウ ウウ

66 (1)(1)

33 22 11 00 −−11

(2)(2)

(3)(3)

  ,,     yy ==xx ==

    55 33 11 −−33−−11

22 11
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