
入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　　　　　　　子歳，父親歳　　

もとの整数の十の位の数をとすると，もとの整数は  ，十の位の数と一の位

　の数を入れかえた数は  と表される。

　よって　　　      

　　　　　　　     

　　　　　　　  

　　　　　　　　　  

　これは問題に適している。

　したがって，もとの整数は　　

　妹が出発してから分後に兄が追いつくとすると

　　　　　　　　    

　　　　　　　　   

　　　　　　  

　　　　　　　　  

　分後に追いつくとすると，人が進んだ道のりはともにで，駅までの道のり

　より短いから，問題に適している。

　よって，追いつく地点と駅との間の距離は　　   

現在の子の年齢を歳，現在の父親の年齢を歳とすると

　　　　　
 

    

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　子歳，父親歳
 

 

 

 

 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　　　　　　　

　もとの数の十の位の数を，一の位の数をとすると，

　もとの自然数は　　  

　位の数を入れかえた自然数は　　  

　よって　　　
    

     

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。　　　　　　　　

最大の数をとすると，残りの数は  ，  となる。

　よって　　        

　　　　　　    

　　　　　　   

　　　　　  

　　　　　　  

　これは問題に適している。

　したがって，最大の数は　　

ある数をとすると

　　　　　  

　これを解くと　　  

　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　　　，

　これらは，ともに問題に適している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
 

 

 

 

 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　  　　なし個，りんご個　

　　　　％の食塩水，％の食塩水

もとの正方形の辺の長さをとすると，長方形の縦は  ，

横は  であるから

　　　　　     

　これを解くと　　  

　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　，

　であるから，は問題に適するが，は問題に適さない。

　のとき，もとの正方形の面積は

　　　　　   


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　なしを個，りんごを個買ったとすると

　　　　　
  

  

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　　　なし個，りんご個

　％の食塩水を，％の食塩水を混ぜるとすると　

　　　　
  














　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　　　％の食塩水，％の食塩水
 

 

 

 

 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　はがき枚，絵はがき枚　　　人　　　

はがきを枚，絵はがきを枚買ったとすると

　　　　　
   

   

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　はがき枚，絵はがき枚

男子生徒の人数を人とすると

　　　　　 



   









　　　　　        

　　　　　    

　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　  

　これは問題に適している。

　　人

列車の長さを，列車の速さを秒速とすると

　　　　　
  

  

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　したがって，列車の長さは　　
 

 

 

 

 

 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　　　　人のグループ，人のグループ　　　回

ある正の数をとすると

　　　　　
  

　これを解くと　　  

　　　　　　　　    

　　　　　　　　　　　　　，

　は正の数であるから，は問題に適するが，は問題に適さない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　人のグループの数を，人のグループの数をとすると

　　　　　　
   

    

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　人のグループ，人のグループ

　奇数の目が出た回数を回とすると

　　　　　　     

　　　　　　    

　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　  

これは問題に適している。

　回
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　　　　人　　　





最小の数をとすると，つの数は，  ，  ，  となる。

　よって　           

　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　これは問題に適している。

　したがって，最小の数は　　

　長いすが全部で脚あるとすると

　　　　　　     

　　　　　　    

　　　　　　　  

　　　　　　　　  

　生徒の人数は　　   人

　長いすが脚で，生徒が人であるとすると，問題に適している。

　　人

　ふもとから山頂までの距離をとすると

　　　　　　　 












　　　　　　　 












　　　　　　　   

　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　 




　ふもとから山頂までの距離を



とすると，問題に適している。

　　





 

 



入試対策プリント（方程式の文章題）日目　解答と解説
 

　　容器％，容器％　

　　　　生徒名と園児名の班，生徒名と園児名の班　　　 　

容器の食塩水の濃度を％，容器の食塩水の濃度を％とすると

　　　　










   













   




　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　　　容器％，容器％

生徒名と園児名の班の数を，生徒名と園児名の班の数をとすると

　　　　　　
  

  

　この連立方程式を解くと　　  ，  

　  ，  は問題に適している。

　　　　　　　　　　　生徒名と園児名の班，生徒名と園児名の班

　ある負の数をとすると

　　　　　    

　これを解くと　　  

　　　　　
       



　　　　　

　は負の数であるから， は問題に適するが， は問題に適さない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 

 

 

 

 

 


