
（等差）×（等⽐）型の数列の和（等差）×（等⽐）型の数列の和
  
11-- 1. 次の数列の和を求めよ。1. 次の数列の和を求めよ。

11    1   1 ⋅⋅ 11,,  2 2 ⋅⋅ 22,,  3 3 ⋅⋅ 22 ,,   ⋯⋯ ,,  n n ⋅⋅ 22(( )) 22 n-1n-1

22    1   1 ⋅⋅ 11,,  3 3 ⋅⋅ 33,,  5 5 ⋅⋅ 33 ,,   ⋯⋯ ,,   2n2n -- 11 ⋅⋅ 33(( )) 22 (( )) n-1n-1

33    3   3 ⋅⋅ 22,,  5 5 ⋅⋅ 22 ,,  7 7 ⋅⋅ 22 ,,   ⋯⋯ ,,   2n2n++ 11 ⋅⋅ 22(( )) 22 33 (( )) nn

  
  
11-- 2. 次の数列の和を求めよ。2. 次の数列の和を求めよ。

11       kk ⋅⋅ 33(( )) ∑∑
nn

k=1k=1

k-1k-1

22       3l3l -- 22 ⋅⋅ 33(( )) ∑∑
nn

l=1l=1

(( )) l-1l-1

33       5m5m-- 44 ⋅⋅ 55(( )) ∑∑
nn

m=1m=1

(( )) m-1m-1

  
  
22-- 1. 次の数列の和を求めよ。1. 次の数列の和を求めよ。

11    n   n ⋅⋅ 11,,   nn -- 11 ⋅⋅ 22,,   nn -- 22 ⋅⋅ 22 ,,   ⋯⋯ ,,  2 2 ⋅⋅ 22 ,,  1 1 ⋅⋅ 22(( )) (( )) (( )) 22 n-2n-2 n-1n-1

22    x   x,,   xx++ 11 ⋅⋅ 22,,   xx++ 22 ⋅⋅ 22 ,,   ⋯⋯ ,,   xx++ nn -- 11 ⋅⋅ 22(( )) (( )) (( )) 22 (( )) n-1n-1

  
  
22-- 2. 次の数列の和を求めよ。2. 次の数列の和を求めよ。

11       nn -- 22 ⋅⋅ 11,,   nn -- 44 ⋅⋅ 33,,   nn -- 66 ⋅⋅ 33 ,,   ⋯⋯ ,,   -- nn ⋅⋅ 33(( )) (( )) (( )) (( )) 22 n-1n-1

22    1   1,,  2x 2x,,  3x 3x ,,   ⋯⋯ ,,  nx nx(( )) 22 n-1n-1
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（等差）×（等⽐）型の数列の和 解答（等差）×（等⽐）型の数列の和 解答
  
11-- 11..  次の数列の和を求めよ。 次の数列の和を求めよ。

11       nn -- 11 ⋅⋅ 22 ++ 11(( )) (( )) nn

22       nn -- 11 ⋅⋅ 33 ++ 11(( )) (( )) nn

33       2n2n -- 11 ⋅⋅ 22 ++ 22(( )) (( )) n+1n+1

  
  
11-- 2. 次の数列の和を求めよ。2. 次の数列の和を求めよ。

11       (( ))
2n2n -- 11 ⋅⋅ 33 ++ 11

44

(( )) nn

22       (( ))
6n6n -- 77 ⋅⋅ 33 ++ 77

44

(( )) nn

33       (( ))
20n20n -- 2121 ⋅⋅ 55 ++ 2121

1616

(( )) nn

  
  
22-- 1. 次の数列の和を求めよ。1. 次の数列の和を求めよ。

11    2   2 -- nn-- 22(( )) n+1n+1

22       xx++ nn -- 22 ⋅⋅ 22 -- xx++ 22(( )) (( )) nn

  
  
22-- 2. 次の数列の和を求めよ。2. 次の数列の和を求めよ。

11       (( ))
11-- nn ⋅⋅ 33 -- nn-- 11

22

(( )) nn

22    x   x ≠≠ 1 のとき、 1 のとき、 (( ))
nxnx -- nn -- 11 ⋅⋅ xx ++ 11

xx -- 11

(( )) nn

(( ))22

        x        x == 1 のとき、 1 のとき、 nn nn++ 11
11

22
(( ))
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