
 

受験番組 数学１ 

大問１での出題  ☆比例・反比例 

１つ目：「Ｘ（エックス）とＹの値をもとに式を求める問題」 

  

●平成 20 年度 大問 1 8 

 「ＹはＸに反比例し、Ｘ＝5 のときＹ＝－1 である。ＹをＸの式で表しなさい。」 

●平成 18 年度 大問 1 6 

 「ＹはＸに反比例し、Ｘ＝3 のときＹ＝1 である。ＹをＸの式で表しなさい。」 

 

チョット形の違う…こんな問題もありました…☆ 

●平成 22 年度 大問 1 13 

 「反比例のグラフが 2 点（6,1）（2、b）を通るとき b の値を求めなさい。」 

   ・・・こちらは番組のＣＧをご覧ください 



 

受験番組 数学２ 

入試入試入試入試ではではではでは反比例反比例反比例反比例のののの問題問題問題問題がががが多多多多いようですねいようですねいようですねいようですね☆☆☆☆    「「「「手順手順手順手順」」」」ははははコチラコチラコチラコチラ    ↓↓↓↓↓↓↓↓ 

手順） 

●平成 20 年度 大問 1 8 

「ＹはＸに反比例反比例反比例反比例し、Ｘ＝5 のとき、Ｙ＝－1 である。ＹをＸの式で表しなさい。」 

 与与与与えられたえられたえられたえられた値値値値                                →→→→    「「「「ａ＝ＸＹａ＝ＸＹａ＝ＸＹａ＝ＸＹ」」」」にににに代入代入代入代入    →→→→ 

 （Ｘ＝5 、Ｙ＝－1）          ａ＝５×（－１）      

「「「「比例定数比例定数比例定数比例定数ａ」ａ」ａ」ａ」をををを求求求求めるめるめるめる                →→→→                ａａａａをををを基本式基本式基本式基本式にににに代入代入代入代入に代入 

    ａ＝－5             Ｙ＝－５/Ｘ 

●平成 18 年度 大問 1 6 

「ＹはＸに反比例反比例反比例反比例し、Ｘ＝3 のときＹ＝1 である。ＹをＸの式で表しなさい。」 

 与与与与えられたえられたえられたえられた値値値値                                →    「「「「ａ＝ＸＹａ＝ＸＹａ＝ＸＹａ＝ＸＹ」」」」にににに代入代入代入代入    →→→→ 

 （Ｘ＝3、Ｙ＝1）            ａ＝3×1          



 

受験番組 数学３ 

「「「「比例定数比例定数比例定数比例定数ａ」ａ」ａ」ａ」をををを求求求求めるめるめるめる                →→→→                ａａａａをををを基本式基本式基本式基本式にににに代入代入代入代入に代入 

    ａ＝3               Ｙ＝3/Ｘ 

大問１での出題  ☆比例・反比例 

２つ目：文章問題形式の問題 

 

●平成 23 年度 大問 1 11 

 「毎分 10L の割合で水を入れると、30 分で満水になる空の水そうがある。この水そうに毎

分 15L の割合で水を入れると、水そうが満水になるのは水を入れ始めてから何分後か。」 

  

●平成 19 年度 大問 1 8 

 「水が 60 L はいる空の水そうに一定の割合で水を入れたとき、4 分後に 20 L はいった。こ

の水そうが満水になるのは、水を入れ始めてから何分後か。」 



 

受験番組 数学４ 

 

 

考え方は ↓ 



 

受験番組 数学５ 

考え方） 

●平成 23 年度 大問 1 11 

  毎分 10Ｌで水を入れて 30 分で満水、ということは水そうの大きさは 

10（Ｌ）×30（分）＝300（Ｌ）となる。 

今度は、毎分 15Ｌの割合で水を入れるので変化の割合が 15ＬなのでＹ＝15Ｘ。 

300Ｌを式に代入すると 300＝15Ｘ。よって、Ｘ＝20（分） 

 

 ●平成 19 年度 大問 1 8 

   水が 4 分後に 20 L はいったので、1 分間で 20÷4＝5Ｌずつ入る。 

つまり変化の割合が 5 なので、Ｙ＝5Ｘ。 

   この水そうが満水になるということなので 60Ｌを式に代入すると 60＝5Ｘ。 

よって、Ｘ＝12（分） 



 

受験番組 数学６ 

 



 

受験番組 数学７ 

過去の出題例  ●グラフから式を求める問題 平成 14 年度 大問１ 10 

 「図は、ｙがｘに比例する関数のグラフである。ｙをｘの式で表しなさい。」 

               

ｙ

0 ｘ

・・・・

 
だいぶ古い問題です。 このタイプは反比例の問題も出題されました。 ただ、このタイプはこの年を最

後に出題はありません。 大問２の関数の問題で座標を読み取ることになります。 

 手順） 

 グラフグラフグラフグラフでででで与与与与えられたえられたえられたえられた値値値値                        →    「「「「ｙ＝ａＸｙ＝ａＸｙ＝ａＸｙ＝ａＸ」」」」にににに代入代入代入代入    →→→→ 

 （Ｘ＝9、Ｙ＝3）                ３＝ａ×９          

「「「「比例定数比例定数比例定数比例定数ａ」ａ」ａ」ａ」をををを求求求求めるめるめるめる                        →→→→                ａａａａをををを基本式基本式基本式基本式にににに代入代入代入代入にににに代入代入代入代入 

（（（（９９９９、、、、３３３３）））） 



 

受験番組 数学８ 

  ａ＝３/９＝１/３                Ｙ＝Ｘ/３ 



 

受験番組 数学９ 

大問１での出題  ☆２乗に比例する関数の問題 

 １つ目：「変域を求める問題」 

●平成 21 年度 大問１ １４ 

 「関数 Ｙ＝Ｘ２/２について、Ｘの変域が－２≦Ｘ≦３ のときのＹの変域を求めなさい。」 

 ●平成 19 年度 大問１ １４ 

 「関数 Ｙ＝Ｘ２について、Ｘの変域が－３≦Ｘ≦２ のときのＹの変域を求めなさい。」 

 ●平成 15 年度 大問１ １４ 

 「関数 Ｙ＝Ｘ２について、Ｘの変域が 

－１≦Ｘ≦３ のときのＹの変域を求めなさい。」 

  

 過去３回は、Ｘの変域が「ｙ軸をまたいでいる」問題が出題されていました。関数の式はＹ

＝Ｘ２が２回続いたあと、Ｙ＝Ｘ２/２が出題されました。係数が付いた式で練習をしておきま



 

受験番組 数学１０ 

しょう。手順は ↓ 

 手順） 

●平成 21 年度 大問１ １４ 

 変域は、「軸をまたぐ」 → 変域に「０」を含む。原点から遠いほうの座標を使い計算 

「基本式にＸを代入」 Ｙ＝（－2）2/2＝２ ← 原点から近い 

Ｙ＝３2/2＝９/２   ← 原点から遠い   解 ０≦Ｙ≦９/２

●平成 19 年度 大問１ １４ 

 変域は、「軸をまたぐ」 → 変域に「０」を含む。原点から遠いほうの座標を使い計算 

「基本式にＸを代入」 Ｙ＝（－３）2＝９ ← 原点から遠い 

Ｙ＝２2＝４   ← 原点から近い     解 ０≦Ｙ≦９ 

●平成 15 年度 大問１ １４ 

 変域は、「軸をまたぐ」 → 変域に「０」を含む。原点から遠いほうの座標を使い計算 



 

受験番組 数学１１ 

「基本式にＸを代入」 Ｙ＝（－１）2＝１ ← 原点から近い 

Ｙ＝３2＝９   ← 原点から遠い     解 ０≦Ｙ≦９ 



 

受験番組 数学１２ 

大問１での出題  ☆２乗に比例する関数の問題 

２つ目：変化の割合を求める問題 

 

 ●平成 20 年度  大問１ １４ 

 「関数 Ｙ＝２Ｘ２について、Ｘの値が１から３まで増加するときの変化の割合を求めなさ

い。」 

● 平成 17 年度  大問１ １３ 

 「関数 Ｙ＝Ｘ２について、Ｘの値が２から４まで増加するときの変化の割合を求めなさい。」 

 

 ☆☆☆☆変化変化変化変化のののの割合割合割合割合はははは 

        「Ｙ「Ｙ「Ｙ「Ｙのののの増加量増加量増加量増加量」」」」/「Ｘ「Ｘ「Ｘ「Ｘのののの増加量増加量増加量増加量」」」」でででで求求求求めますめますめますめます。。。。 



 

受験番組 数学１３ 

手順） 

●平成 20 年度  大問１ １４ 

 「値」を読み取る      →      「基本式」 

Ｘ＝１、Ｘ＝３              Ｙ＝ａＸ２  

「値」をそれぞれ代入    →       Ｙ＝２×１2＝２  Ｙ＝２×３2＝１８   

Ｙの増加量  １８－２  １６ 

Ｘの増加量   ３－１   ２        変化の割合＝８ 

●平成 17 年度  大問１ １３ 

 「値」を読み取る      →      「基本式」 

Ｘ＝２、Ｘ＝４              Ｙ＝ａＸ２  

「値」をそれぞれ代入  →         Ｙ＝２2＝４    Ｙ＝４2＝１６           

Ｙの増加量  １６－４  １２ 



 

受験番組 数学１４ 

Ｘの増加量   ４－２   ２        変化の割合＝６ 

大問２での出題への対応  必要な座標の求め方 

「座標間の距離」の求め方 

 Ａ（ａ、ｂ）、Ｂ（ｃ、ｄ）のときほとんどは「Ｙ座標間の距離」、または「Ｘ座標間の距離」 

を求める    →Ｙ座標間の距離＝ｂ－ｄ （ｂ＞ｄのとき） 

→Ｘ座標間の距離＝ａ－ｃ （ａ＞ｃのとき） 

「２乗に比例する関数」のグラフの性質の使い方 

殆どは、「Ｙ軸に対して対称」になる性質を使う。 

 与えられた座標の対称な点は  →与えられたＸ座標の符号を変える 

 

大問５の問題を説く上での注意点 
文章問題では、「毎・・」や「一定の・・」に注意して読む。 



 

受験番組 数学１５ 

 

→ 「変化の割合」を読み取る！ 



 

受験番組 数学１６ 

番組で取り扱う平成２３年度、平成２２年度の大問５を掲載します。 

●平成２３年度  大問５ 

図１のような、周の長さが１２㎝の円Ｏの円周を４等分する点Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄがある。点

ＰはＡを出発し、時計回りに周上を一定の速さで移動し、１周するのに４秒かかる。 

  このとき、次の１，２の問いに答えなさい。 

 １ ＰがＡを出発してＢに２回目に到達するのは何秒後か。 

考え方） 

 この問題では、 

 「一周するのに４秒かかる」ことと、 

「円周上に４つの点がある」ことから、 

「１秒ごとに点を移動する」ことを読み取る。 



 

受験番組 数学１７ 

●平成２２年度  大問５ 

図１のように、高さ３０㎝の直方体の形をした水そうが水平に置かれている。この水そう

は底面に垂直な長方形の仕切りで区切られており、仕切りの高さは２０㎝である。仕切り

の左側の底面を底面Ａ右側の底面を底面Ｂとし、底面Ａの面積は底面Ｂの面積の２倍であ

る。底面Ａの上には給水管Ｐ、底面Ｂの上には給水管Ｑがあり、給水管Ｐと給水管Ｑはど

ちらも１分間あたり同じ量を給水することができる。 

給水管Ｐだけを使い、水そうが空の状態から満水になるまで給水したとき、給水を始めて

からｘ分後の底面Ａ上の水面の高さをｙ㎝とする。図２は、ｘとｙの関係をグラフに表し

たものである。だだし、水そうと 

仕切りの厚さは考えないものとする。 

 

 



 

受験番組 数学１８ 

 

 


