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箇所 87ページ　22〜24行目　考え方　3

誤

4で，方程式の解から問題の答えを求めるときに，どんなことを確認したか説明
してみましょう。

ある駅伝大会のひとつの区間について，Cチームが走り出したあとにDチームが
走り出す場合を考えます。次の㋐～㋓の条件をいろいろと変えて，そのとき，D

チームはCチームに追い着くことができるかどうかを考えてみましょう。また，
追い着けるとしたら，Dチームが走り出してから何分後に追い着くか，方程式を
利用して求めてみましょう。

1	  2人の選手の走る速さ

2	  道のりはm，タイムは分に単位をそろえる。
  青山選手の速さは，1レ－ス目は21400÷67＝319.4……，
  2レ－ス目は18100÷56.5＝320.3……より，分速およそ320m

  赤井選手の速さは，1レ－ス目は19600÷59.25＝330.8……，
  2レ－ス目は22600÷68.75＝328.7……より，分速およそ330m

3	   赤井選手が走り出してからx分後に青山選手に追い着いたとすると，それま
でに2人の走った道のりは等しいから，320（x＋2）＝330x

  これを解くとx＝64
   赤井選手が走り出してから64分後に青井選手に追い着いたとすると，2人
の走った道のりは21.12kmになるので，赤井選手が走り出してから64分後
に青井選手に追い着くことは問題に適している。

 答　追い着くことができる，69分後

4	  赤井選手が走り出してからx分後に青山選手に追い着いたとすると，
  　320（x＋3）＝330x　これを解くとx＝96
   赤井選手が走り出してから96分後に青山選手に追い着いたとすると，2人
の走った道のりは31.68kmになり，6区の道のり22.1kmを超えてしまうこ
とから，96分後に追い着くことは問題に適さない。よって，追い着くこと
はできない。

5	   解である追い着くまでの時間から，導かれる走った道のりを，前提となる6
区の道のりに照らし合わせて，答えとして適切かを確認した。

5
6

考え方

２節　方程式の活用

87

 教科書 p.120 〜 123 

　区間の道のり  …… ㋐ km

　CチームとDチームが
　走り出す時間の差 …… ㋑ 分
　Cチームの走る速さ …… ㋒ m/minで一定
　Dチームの走る速さ …… ㋓ m/minで一定
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4で，方程式の解から問題の答えを求めるときに，どんなことを確認したか説明
してみましょう。

ある駅伝大会のひとつの区間について，Cチームが走り出したあとにDチームが
走り出す場合を考えます。次の㋐～㋓の条件をいろいろと変えて，そのとき，D

チームはCチームに追い着くことができるかどうかを考えてみましょう。また，
追い着けるとしたら，Dチームが走り出してから何分後に追い着くか，方程式を
利用して求めてみましょう。

1	  2人の選手の走る速さ

2	  道のりはm，タイムは分に単位をそろえる。
  青山選手の速さは，1レ－ス目は21400÷67＝319.4……，
  2レ－ス目は18100÷56.5＝320.3……より，分速およそ320m

  赤井選手の速さは，1レ－ス目は19600÷59.25＝330.8……，
  2レ－ス目は22600÷68.75＝328.7……より，分速およそ330m

3	   赤井選手が走り出してからx分後に青山選手に追い着いたとすると，それま
でに2人の走った道のりは等しいから，320（x＋2）＝330x

  これを解くとx＝64
   赤井選手が走り出してから64分後に青山選手に追い着いたとすると，2人
の走った道のりは21.12kmになるので，赤井選手が走り出してから64分後
に青山選手に追い着くことは問題に適している。

 答　追い着くことができる，64分後

4	  赤井選手が走り出してからx分後に青山選手に追い着いたとすると，
  　320（x＋3）＝330x　これを解くとx＝96
   赤井選手が走り出してから96分後に青山選手に追い着いたとすると，2人
の走った道のりは31.68kmになり，6区の道のり22.1kmを超えてしまうこ
とから，96分後に追い着くことは問題に適さない。よって，追い着くこと
はできない。

5	   解である追い着くまでの時間から，導かれる走った道のりを，前提となる6
区の道のりに照らし合わせて，答えとして適切かを確認した。

5
6

考え方考え方

２節　方程式の活用

87

 教科書 p.120 〜 123 

　区間の道のり  …… ㋐ km

　CチームとDチームが
　走り出す時間の差 …… ㋑ 分
　Cチームの走る速さ …… ㋒ m/minで一定
　Dチームの走る速さ …… ㋓ m/minで一定

箇所 100ページ　25行目　問4　考え方

誤

p.136

教科書

正方形の面積を決めるには，どんな数量が決まればよいか答えなさい。
また，その関係を「～は…の関数である」といういい方で表しなさい。

（正方形の面積）＝（1辺）×（1辺）であるから，1辺の長さが決まればよい。また，
このとき正方形の面積 は 1辺の長さ の関数であるといえる。

問2

考え方

教科書132ペ－ジの水そうの例で，水面の高さをy cmとするとき，yの変域を，
不等号を使って表しなさい。

水そうの深さは60cmである。0≦y≦60

問4

考え方

問1⑷で，駐輪時間 は 駐輪料金 の関数であるといえますか。

駐輪時間 は 駐輪料金 の関数であるとはいえない。たとえば料金が50円のとき，
0時間から1時間までのどの駐輪時間も考えられるので，ただ１つに決まらない。

問3

考え方

xの変域が次の⑴，⑵のとき，xの変域を，不等号を使ってそれぞれ表しなさい。
また，数直線上に表しなさい。
⑴　4未満

⑵　－3以上5以下

⑴　xの変域は，x＜4

⑵　xの変域は，－3≦x≦5

2
たしかめ

考え方

⑴ y＝1.5xと表されるので，yはxの関数であるといえる。
⑵ y＝500－xと表されるので，yはxの関数であるといえる。
⑶ 長方形の面積は縦と横の積で表されるので，yはxの関数であるとはいえ
ない。たとえば，長方形の周の長さが8cmのとき，縦が1cmであれば横
は3cmとなり，面積は3cm2であるが，縦が2cmであれば横は2cmとなり，
面積は4cm2であり，面積はただ１つに決まらない。

⑷ 0＜x≦1のときy＝50，1＜x≦3のときy＝100，3＜x≦15のとき
  y＝200，15＜x≦27のときy＝300，……というように，駐輪したx時間

に対応する料金はy円にただ１つ決まるので，yはxの関数であるといえる。

５章　比例と反比例

100
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p.136

教科書教科書

正方形の面積を決めるには，どんな数量が決まればよいか答えなさい。
また，その関係を「～は…の関数である」といういい方で表しなさい。

（正方形の面積）＝（1辺）×（1辺）であるから，1辺の長さが決まればよい。また，
このとき正方形の面積 は 1辺の長さ の関数であるといえる。

問2

考え方考え方

教科書132ペ－ジの水そうの例で，水面の高さをy cmとするとき，yの変域を，
不等号を使って表しなさい。

xの変域は，0≦x≦10なので，0≦y≦40

問4

考え方考え方

問1⑷で，駐輪時間 は 駐輪料金 の関数であるといえますか。

駐輪時間 は 駐輪料金 の関数であるとはいえない。たとえば料金が50円のとき，
0時間から1時間までのどの駐輪時間も考えられるので，ただ１つに決まらない。

問3

考え方考え方

xの変域が次の⑴，⑵のとき，xの変域を，不等号を使ってそれぞれ表しなさい。
また，数直線上に表しなさい。
⑴　4未満

⑵　－3以上5以下

⑴　xの変域は，x＜4

⑵　xの変域は，－3≦x≦5

2
たしかめ

考え方考え方

⑴ y＝1.5xと表されるので，yはxの関数であるといえる。
⑵ y＝500－xと表されるので，yはxの関数であるといえる。
⑶ 長方形の面積は縦と横の積で表されるので，yはxの関数であるとはいえ
ない。たとえば，長方形の周の長さが8cmのとき，縦が1cmであれば横
は3cmとなり，面積は3cm2であるが，縦が2cmであれば横は2cmとなり，
面積は4cm2であり，面積はただ１つに決まらない。

⑷ 0＜x≦1のときy＝50，1＜x≦3のときy＝100，3＜x≦15のとき
  y＝200，15＜x≦27のときy＝300，……というように，駐輪したx時間

に対応する料金はy円にただ１つ決まるので，yはxの関数であるといえる。

５章　比例と反比例
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箇所 116ページ　20行目　Q　⑵

誤

教科書156ペ－ジの例題1について，xとy

の関係を表すグラフを右の図にかきなさい。
また，このグラフを使って，例題1の答えを
求めなさい。

右の図。x枚分の折り紙の重さy gは

y＝ 65 xと表すことから，

y＝480のとき，グラフのx座標は400（枚）

問1

考え方

 について，次の問いに答えなさい。
⑴ たくみさんのグラフは点（2，400）を通っています。このことは，どんなこ
とを表していますか。

⑵ たくみさん，そうたさんの走る速さはそれぞれ分速何mですか。

問2

たくみさんとそうたさんは，河
か
川
せん
敷
しき
のジョギ

ングコースで，鉄橋から公園までの2400m

をそれぞれ一定の速さで走りました。右の図
は，出発してからx分後の鉄橋からの道のり
をy mとして，2人の進んだようすについて，
xの変域が0≦x≦8の部分だけグラフに表
したものです。
⑴ x≧8についても，2人の進むようすを
表すグラフをかき入れてみましょう。

⑵ 2人が公園に到
とう
着
ちゃく
するのは，出発してか

らぞれぞれ何分後か求めてみましょう。

⑴ 上の図。2人は一定の速さで走っているから，グラフは直線を延長してかけ
ばよい。ただし，公園に到着した後は走らないので，y≦2400の部分まで
表す。

⑵ グラフから，y＝2400のとき，たくみさんはx＝12（分後），
  そうたさんはx＝16（分後）であることがわかる。

考え方

p.157

教科書

p.158

教科書

比例と反比例の活用4節
比例と反比例の活用1

●比例，反比例の関係を使って，問題を解決する方法を考える。

学習することがら

５章　比例と反比例

116
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教科書156ペ－ジの例題1について，xとy

の関係を表すグラフを右の図にかきなさい。
また，このグラフを使って，例題1の答えを
求めなさい。

右の図。x枚分の折り紙の重さy gは

y＝ 65 xと表すことから，

y＝480のとき，グラフのx座標は400（枚）

問1

考え方考え方

 について，次の問いに答えなさい。
⑴ たくみさんのグラフは点（2，400）を通っています。このことは，どんなこ
とを表していますか。

⑵ たくみさん，そうたさんの走る速さはそれぞれ分速何mですか。

問2

たくみさんとそうたさんは，河
か
川
せん
敷
しき
のジョギ

ングコースで，鉄橋から公園までの2400m

をそれぞれ一定の速さで走りました。右の図
は，出発してからx分後の鉄橋からの道のり
をy mとして，2人の進んだようすについて，
xの変域が0≦x≦8の部分だけグラフに表
したものです。
⑴ x≧8についても，2人の進むようすを
表すグラフをかき入れてみましょう。

⑵ 2人が公園に到
とう
着
ちゃく
するのは，出発してか

らそれぞれ何分後か求めてみましょう。

⑴ 上の図。2人は一定の速さで走っているから，グラフは直線を延長してかけ
ばよい。ただし，公園に到着した後は走らないので，y≦2400の部分まで
表す。

⑵ グラフから，y＝2400のとき，たくみさんはx＝12（分後），
  そうたさんはx＝16（分後）であることがわかる。

考え方考え方

p.157

教科書教科書

p.158

教科書教科書

比例と反比例の活用4節
比例と反比例の活用1

●比例，反比例の関係を使って，問題を解決する方法を考える。

学習することがら

５章　比例と反比例

116
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箇所 223ページ　５行目

誤

「正直」村？　「うそつき」村？
ある旅人が分かれ道にやってきました。一方の道は「正直」村につながっていて，もう一方の道
は「うそつき」村につながっています。旅人は「正直」村へ行きたいと考えていますが，どちら
の道に進んだらよいのかわかりません。そこに村人がやってきました。この村人は「正直」村の
住民か，「うそつき」村の住民かわかりませんが，村民に1回だけ質問をして，「正直」村に行く
道を見つけ出したいと旅人は考えています。どんな質問をすればよいのでしょうか。ただし，「正
直」村の住民はかならず正直な答えをし，「うそつき」村の住民はかならずうその答えをするも
のとします。

例 片方の道を指さして，「あなたの住んでいる村はこっちですか？」と質問する。村人
が「はい」と答えたらその方向に，「いいえ」と答えたらもう一方の方向の道へ行けばよい。
さした道が「正直」村につながっているとき，「正直」村の住民には，自分の住んでいる「正
直」村だが，「うそつき」村の住民には，自分の住んでいない「正直」村であるため，「は
い」と答える。
さした道が「うそつき」村につながっているとき，「正直」村の住民には，自分の住んで
いない「うそつき」村だが，「うそつき」村の住民には，自分の住んでいる「うそつき」
村であるため，「いいえ」と答える。

考え方

軽いボールはどれ？
見た目がまったく同じボールが8個ありますが，そのうち 

1個だけはほかのボールよりも軽いことがわかっています。
てんびんを何回も使えば軽いボールを見つけることができま
すが，できるだけその回数を少なくしたいと考えています。
てんびんを何回使えば，軽いボールを確実に見つけることが
できるでしょうか。

2回
（まず，天びんの両方の皿に3個ずつのせる。
天びんがつり合った場合は，残っている2個のどちらかが「軽いボール」であるから，次
に，その2個を天びんの両方の皿にのせれば，「軽いボール」を見つけることができる。
天びんがつり合わなかった場合は，軽かった3個の中に「軽いボール」があるから，次に，
その3個のうちの2個を天びんの両方の皿にのせる。そのとき，天びんがつり合えば，残っ
ているものが「軽いボール」で，天びんがつり合わなければ，軽かったほうが「軽いボー
ル」になる。）

考え方

223

 教科書 後見返し 数学パズル
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正

「正直」村？　「うそつき」村？
ある旅人が分かれ道にやってきました。一方の道は「正直」村につながっていて，もう一方の道
は「うそつき」村につながっています。旅人は「正直」村へ行きたいと考えていますが，どちら
の道に進んだらよいのかわかりません。そこに村人がやってきました。この村人は「正直」村の
住民か，「うそつき」村の住民かわかりませんが，村人に1回だけ質問をして，「正直」村に行く
道を見つけ出したいと旅人は考えています。どんな質問をすればよいのでしょうか。ただし，「正
直」村の住民はかならず正直な答えをし，「うそつき」村の住民はかならずうその答えをするも
のとします。

例 片方の道を指さして，「あなたの住んでいる村はこっちですか？」と質問する。村人
が「はい」と答えたらその方向に，「いいえ」と答えたらもう一方の方向の道へ行けばよい。
さした道が「正直」村につながっているとき，「正直」村の住民には，自分の住んでいる「正
直」村だが，「うそつき」村の住民には，自分の住んでいない「正直」村であるため，「は
い」と答える。
さした道が「うそつき」村につながっているとき，「正直」村の住民には，自分の住んで
いない「うそつき」村だが，「うそつき」村の住民には，自分の住んでいる「うそつき」
村であるため，「いいえ」と答える。

考え方

軽いボールはどれ？
見た目がまったく同じボールが8個ありますが，そのうち 

1個だけはほかのボールよりも軽いことがわかっています。
てんびんを何回も使えば軽いボールを見つけることができま
すが，できるだけその回数を少なくしたいと考えています。
てんびんを何回使えば，軽いボールを確実に見つけることが
できるでしょうか。

2回
（まず，天びんの両方の皿に3個ずつのせる。
天びんがつり合った場合は，残っている2個のどちらかが「軽いボール」であるから，次
に，その2個を天びんの両方の皿にのせれば，「軽いボール」を見つけることができる。
天びんがつり合わなかった場合は，軽かった3個の中に「軽いボール」があるから，次に，
その3個のうちの2個を天びんの両方の皿にのせる。そのとき，天びんがつり合えば，残っ
ているものが「軽いボール」で，天びんがつり合わなければ，軽かったほうが「軽いボー
ル」になる。）

考え方

223

 教科書 後見返し 数学パズル
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