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★２．概 算
（１） 次の５問 を１分以 内に答え よ。 （２）次の 計算をせ よ。
５３ ×５７＝
３６ ×２４＝
４５ ×４５＝
９７ ×９４＝
８７ ×８３＝
４１ ×４９＝
３６ ×２４× ３６５ ≒
６７ ×６３＝
［解説 ］ ｎａ × ｎｂ ，
ａ＋ ｂ＝１０ ．
（１０ ｎ＋ａ） （１０ｎ ＋ｂ）＝ １００ ｎ ２ ＋１ ０ｎ（ａ ＋ｂ） ＋ａｂ
＝ １００ ｎ ２ ＋１ ００ｎ＋ ａｂ
＝ １００ ｎ（ｎ＋１ ）＋ａｂ
（３） ユリウス 暦の１年 は、太陽 暦の１ 年よりも０ .００ ７８日 長い。
その ために、 ＡＤ３２ ５年のニ ケーア の公会議か ら１５８ ２年のグ レゴリオ 暦
の 制定まで のおよそ １２５０ 年間に 暦は約（
） 日遅れて しまった 。

★５． ［戸籍 調査 ］

あ る家に戸 籍調査員が 訪れ、子 どもたち の年齢を 聞こう としま
し たが、子 どもたちの 年齢とい う問いに は直接は 答えま せん。
母 親「娘が ３人いて、 年齢を掛 けると３ ６になり ます。 」
調 査員「そ れだけでは 分かりま せん。他 の情報を 教えて 下さ
い 。」
母 親「娘３ 人の年齢の 和を教え てあげて もいいん ですが 、教え
て あげても 娘たちの年 齢は分か りません よ。」
調 査員「そ れでは、そ れ以外の 年齢を知 る手がか りを教 えてくだ さい。」
母 親「一番 上の娘は犬 が大好き なんです よ。」と 扉を閉 めてしま いました。
さて、３ 人の娘の年 齢はそれ ぞれ幾つ でしょう 。

★６． 積み重 ね
我々が日 常、本など に使って いる「紙 」は、お よそ１ ００枚で １ｃｍであ る。
こ の１枚の 厚みが０.１ｍ ｍの紙を 半分に切 って重ね ることを繰 り返す。
何回切っ て積み重ね れば、地 球から月 までの距 離以上 になるか ？
１万回 ？
それ とも、１ 億回？

★３．美 しい 図形
［中庸 ］ 任意 の四角形 （矩形） の中点 を結ぶと、 「平行四 辺形にな る。」
★７． 易しい 幾何 学
［衣を 着せる］ 適当に描 いた「任 意の矩 形」に「直 角二等辺 三角形」 の衣を着
［ 問］右の 図のように 正方形が 並ん
せ ると、そ の対角線 ＰＱとＲ Ｓは、 長さが等し く、直交 している 。
で いるとき 、
［ナポ レオンの 三角形］ 「任意の 」三角 形の外側に 、それぞ れの辺を 一辺とす る
∠ｘ＋∠ｙ＋∠ｚ＝９０゜をしめせ。
正 三角形を 描き、も との三角 形の一 番遠い頂点 と結ぶと 、それら の３直線 は、 ただし∠ｚ＝４５゜は明らかだから、
長 さが等し く、かつ 、一点で 交わり 、さらにそ の角度は 、いずれ も１２０ ゜
∠ｘ＋∠ｙ＝４５゜を示せばよい。
で ある。
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★８． コピー 用紙 のサイズ
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Ａ４判と Ｂ４判で、
長さが同 じなのは、 どこ？
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★９． 折り紙
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［中庸］

［衣 を着せ る］

［ナポ レオンの 三角形］

今有牛馬総数三百四十八頭。

２２０ ９，２８ ６７

只云牛以十三頭為一群。

総 数３４８ 頭の牛と馬 がいる。 牛は１３ 頭で１群 、馬は １７頭
で １群であ るという。 このとき 、牛、馬 の各々の 群数は 幾ら
か 。これは 私が作って 和算家風 に出題し たもので ある。

★１．約 数と 倍数 、最大公約数
［問］ 次の２数 の最大公 約数を求 めよ。
２ ８０９と ３７６３ ；
３１３ ９と４３０ ７；

★４．牛と馬

又云馬以十七頭為一群。

米山忠興

問牛馬各々群数幾何。
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［ 問１］ど んな形の紙 からでも 、正方形 が作れま すか？
［ 問２］正 五角形を作 ったこと がありま すね？
［ 問３］長 方形の紙か ら、正三 角形を作 って下さ い。
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