
等差数列の⼀般項の利⽤等差数列の⼀般項の利⽤

  
1. 次の各問に答えよ。1. 次の各問に答えよ。

11    ⼀般項が a   ⼀般項が a == 3n3n -- 5 で表される数列 5 で表される数列 aa  は等差数列であることを⽰せ。 は等差数列であることを⽰せ。(( )) nn {{ nn }}

22    等差数列    等差数列 -- 1515,,   -- 99,,   -- 33,,   ⋯⋯において、初めて 100 より⼤きくなるのは第何項か。において、初めて 100 より⼤きくなるのは第何項か。(( ))

33    p   p,,  6 6,,  p p  が等差数列であるとき、p の値を求めよ。 が等差数列であるとき、p の値を求めよ。(( )) 22

44    調和数列 6   調和数列 6,,  4 4,,  3 3,,   ⋯⋯の⼀般項 aの⼀般項 a  を求めよ。 を求めよ。(( )) nn

  
  
2. 次の各問に答えよ。2. 次の各問に答えよ。

11    ⼀般項が a   ⼀般項が a == 55-- 7n で表される数列 7n で表される数列 aa  がある。この数列の初項から 2 つおきに がある。この数列の初項から 2 つおきに(( )) nn {{ nn }}

       とってできる数列        とってできる数列 bb  が等差数列であることを⽰せ。 が等差数列であることを⽰せ。{{ nn }}

22    等差数列 118   等差数列 118,,  110 110,,  102 102,,   ⋯⋯において、初めて負の数となるのは第何項か。において、初めて負の数となるのは第何項か。(( ))

33    等差数列をなす 3 つの数がある。その和は 12 で各数の 2 乗の和は 120 であるとき   等差数列をなす 3 つの数がある。その和は 12 で各数の 2 乗の和は 120 であるとき(( ))
       この 3 つの数を答えよ。       この 3 つの数を答えよ。

44    1   1,,   ,,   --   ⋯⋯が数列 が数列 aa  の各項の逆数をとったものであるとき、a の各項の逆数をとったものであるとき、a  を求めよ。 を求めよ。(( ))
11

44

11

22
{{ nn }} nn

  
  
3. 次の各問に答えよ。3. 次の各問に答えよ。

11    ⼀般項が a   ⼀般項が a == 4n4n++ 1 で表される数列がある。b1 で表される数列がある。b == aa であるとき、であるとき、 bb  は等差 は等差(( )) nn nn 3n3n {{ nn }}

       数列であることを証明し、その初項と公差を求めよ。       数列であることを証明し、その初項と公差を求めよ。

22    等差数列 a   等差数列 a ,,   -- 3333,,  a a ,,   ⋯⋯において、初めて 100 より⼤きくなるのが第 22 項であにおいて、初めて 100 より⼤きくなるのが第 22 項であ(( )) 11 33

        るとき、初項、公差、⼀般項を求めよ。        るとき、初項、公差、⼀般項を求めよ。

33    等差数列をなす 3 数があって、その和が   等差数列をなす 3 数があって、その和が-- 1515,,  積が 1000 であるとき、この 3 数を 積が 1000 であるとき、この 3 数を(( ))
        求めよ。        求めよ。

44    5x   5x,,  5 5,,  x x ⋯⋯が調和数列であるとき、x の値と⼀般項 aが調和数列であるとき、x の値と⼀般項 a  を求めよ。 を求めよ。(( )) nn

  
  
4.   a4.   a == 3n3n++ 22,,  b b == 4n4n++ 3 3 nn == 11,,  2 2,,  3 3,,   ⋯⋯  で定められる 2 つの等差数列  で定められる 2 つの等差数列 aa ,,   bb  に にnn nn (( )) {{ nn }} {{ nn }}

     共通して含まれる項を、順に並べてできる数列を       共通して含まれる項を、順に並べてできる数列を  cc  とする。数列   とする。数列  cc  の⼀般項を の⼀般項を{{ nn }} {{ nn }}

     求めよ。     求めよ。

  
  
5.   a5.   a == 6n6n -- 5 5 nn == 11,,  2 2,,  3 3,,   ⋯⋯  で定められる等差数列と、等差数列  で定められる等差数列と、等差数列 bb  の共通項を順 の共通項を順nn (( )) {{ nn }}

     に並べてできる数列が 25     に並べてできる数列が 25,,  49 49,,  73 73,,   ⋯⋯  であるとき。数列  であるとき。数列 bb  の⼀般項を求めよ。 の⼀般項を求めよ。{{ nn }}

@オンライン講師ブログ@オンライン講師ブログ



等差数列の⼀般項の利⽤ 解答等差数列の⼀般項の利⽤ 解答
  
1. 次の各問に答えよ。1. 次の各問に答えよ。

11    a   a -- aa == 33 nn++ 11 -- 55 -- 3n3n -- 55 == 33(( )) n+1n+1 nn {{ (( )) }} (( ))

       よって、       よって、 aa  は公差 3 の等差数列である。 は公差 3 の等差数列である。{{ nn }}

22    第 21 項   第 21 項(( ))

33    p   p == -- 44,,  3 3(( ))

44    a   a ==(( )) nn
1212

nn++ 11

  
  
2. 次の各問に答えよ。2. 次の各問に答えよ。

11    b   b -- bb == --2121 nn++ 11 ++ 1919 -- 21n21n++ 1919 == -- 2121(( )) n+1n+1 nn {{ (( )) }} {{ }}

       よって        よって bb  は公差 は公差-- 21 の等差数列である。21 の等差数列である。{{ nn }}

22    第 16 項   第 16 項(( ))

33       -- 22,,  4 4,,  10 10(( ))

44    a   a ==(( )) nn
--3n3n++ 77

44

  
  
3. 次の各問に答えよ。3. 次の各問に答えよ。

11    b   b -- bb == 1212 nn++ 11 ++ 11 -- 12n12n++ 11 == 1212(( )) n+1n+1 nn {{ (( )) }} (( ))

       よって、       よって、 bb  は公差 12 の等差数列。その初項は b は公差 12 の等差数列。その初項は b == 1313,,  ⼀般項は b ⼀般項は b == 12n12n++ 11{{ nn }} 11 nn

22    初項 a   初項 a == -- 4040,,  公差 d 公差 d == 7、⼀般項 a7、⼀般項 a == 7n7n -- 4747(( )) 11 nn

33       -- 2020,,   -- 55,,  10 10(( ))

44    x   x == 33,,  a a ==(( )) nn
2n2n -- 11

1515

  
  
4.   c4.   c == 12n12n -- 11nn

  
  
5.   b5.   b == 8n8n++ 99nn
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