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第 2 問 [2 ] - 1
数学 練習問題1

　下の表 1は，過去 30 年間での東京の年間降水量のデータである。なお，年間降水量の単位はmmである。下の問いに答えよ。

  最小値 第 1 四分位数 中央値 第 3 四分位数 最大値 平均値  

東京 1131.5  1445.4  1608.5  1781.5  2042  1597.7  

表 1 

１　表１から読み取れる事柄として正しいものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪　30 年間のデータを小さい順に並べたとき，15 番目の値は 1608.5 である。
①　30 年間のデータを小さい順に並べたとき，1608.5 という値は存在しないことがある。
②　30 年間のデータで最も多く現れる値は，1608.5 である。
③　30 年間のデータをすべて合計した値は，1608.5 × 30 で計算することができる。

〔　　　　　　　　　　〕

２　仮に，表 1のデータが誤りで，年間降水量すべての値が 100 だけ増加したとする。このとき，平均値と分散の値はそれぞれどのようにな

るかを解答欄  に記述せよ。

解答欄 ( う )〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　太郎さんは平均気温と降水量の関係を調べることにした。図 1は，東京における過去 30 年間の平均気温と年間降水量の散布図，図 2は，
福岡における過去 30 年間の平均気温と年間降水量の散布図である。
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図 2 

３　図 1，図 2から読み取れる事柄として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。　

⓪　福岡は相関がないが，東京には強い負の相関があると考えられる。
①　東京には相関がないが，福岡には強い正の相関があると考えられる。
②　福岡も東京も，強い負の相関があると考えられる。
③　福岡も東京も，相関はないと考えてよい。

〔　　　　　　　　　　〕

目標時間

15 分
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英語 練習問題1
第 3 問 A

　You want to visit Hong Kong and you found the following travel information.

Location

Positioned at the mouth of the Pearl River Delta on the coast of southern China, Hong Kong's geographical position as a gateway between 

the East and West has made it an attractive centre for international trade. As a reflection of this, the heart of Asia's world city has always been 

the bustling and beautiful Victoria Harbour. Hong Kong's 1,104-square-kilometer area comprises Hong Kong Island, which lies to the south of 

the harbour, the Kowloon Peninsula, which forms its northern shores, the New Territories to the north of Kowloon, which stretch all the way to 

Mainland China, and more than 200 outlying islands, including Lantau Island, where Hong Kong International Airport is located.

New Territories

Lantau Island Kowloon

Hong Kong Island

Transportation

Getting Here

Hong Kong's reason for being is its harbour, which has long connected it with the rest of the world. But today, the world-class infrastructure 

linking the city to the rest of the world offers travellers a host of attractive arrival and departure options.

Getting Around

There are plenty of ways to get around Hong Kong, whether it's by taxi, ferry, rail, bus or tram. The city claims one of the world's safest, 

most efficient and frequent public transport systems and a convenient payment method in the form of the Octopus Card.

HP  http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp　

１　 According to this information, you can enter Hong Kong   .
　　①　 by ships from harbours or by airplanes from New Territories ②　 by airplanes or ships from Hong Kong Island
　　③　 only by airplanes from Lantau Island    ④　 in different ways

〔　　　　　　〕

２　 From this information, you learned   .
　　①　you can see Hong Kong around by airplanes   
　　②　Hong Kong Island covers only 1,104-square-kilometer area
　　③　there is something useful to pay with in Hong Kong  
　　④　Hong Kong is the second safest country in the world

〔　　　　　　〕

目標時間

５分




