
13 連立方程式の代入法(1) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

2 つの方程式を組にしたものを、連立方程式(れんりつほうていしき)といいます。 

連立方程式に当てはまる値を、連立方程式の解(かい)といい、x の解を左に、y の解を右に書きます。 

(2,  5)が、連立方程式の解かどうか調べましょう。(6 点×5 問＝30 点) 

例 4x＋3y＝23･･･① 

 －3x＋5y＝31･･･② 

① 3x＋2y＝16･･･① 

 2x＋4y＝24･･･② 

② －2x＋3y＝19･･･① 

 x＋2y＝12･･･② 

 

 

 

 

① 4×2＋3×5＝23 

② －3×2＋5×5≠31 

②が当てはまらないので、 

連立方程式の解ではない。 

 ① 3×2＋2×5＝16 

② 2×2＋4×5＝24 

どちらも当てはまるので、 

連立方程式の解である。 

 ① －2×2＋3×5≠19 

② 1×2＋2×5＝12 

①が当てはまらないので、 

連立方程式の解ではない。 

③ 5x＋3y＝ 25･･･① 

 4x－2y＝－2･･･② 

④ 6x＋ y＝ 17･･･① 

8x－5y＝－9･･･② 

⑤ －2x－ y＝－9･･･① 

  4x＋3y＝－7･･･② 

 

 

 

 

① 5×2＋3×5＝25 

② 4×2－2×5＝－2 

どちらも当てはまるので、 

連立方程式の解である。 

 

① 6×2＋5＝17 

② 8×2－5×5＝－9 

どちらも当てはまるので、 

連立方程式の解である。 

 

① －2×2－5＝－9 

② 4×2＋3×5≠－7 

②が当てはまらないので、 

連立方程式の解ではない。 

y の解が 3 のとき、x の解を求めましょう。(7 点×10 問＝70 点) 

例 x－5y＝－9 ① x－8y＝－3 ② x＋y＝－13 

 

 

 

 

 

x－5×3＝－9 

x－15＝－9 

x＝－9＋15＝6    

答え…6 

 x－8×3＝－3 

x－24＝－3 

x＝－3＋24＝21    

答え…21 

 x＋3＝－13 

x＝－13－3＝－16    

答え…－16 

③ －x＋3y＝39 ④ －x－y＝－7 ⑤ －x－4y＝－9 

 

 

 

 

－x＋3×3＝39 

－x＋9＝39 

－x＝39－9＝30 

x＝－30    

答え…－30 

 

－x－3＝－7 

－x＝－7＋3＝－4 

x＝4    

答え…4 

 

－x－4×3＝－9 

－x－12＝－9 

－x＝－9＋12＝3 

x＝－3    

答え…－3 

例 5x－4y＝8 ⑥ 2x＋3y＝5 ⑦ 7x－2y＝29 

 

 

 

 

5x－4×3＝8 

5x－12＝8 

5x＝8＋12＝20 

x＝4    

答え…4 

 2x＋3×3＝5 

2x＋9＝5 

2x＝5－9＝－4 

x＝－2    

答え…－2 

 7x－2×3＝29 

7x－6＝29 

7x＝29＋6＝35 

x＝5    

答え…5 

⑧ －6x＋2y＝0 ⑨ －3x－5y＝6 ⑩ －5x－5y＝－25 

 

 

 

 

－6x＋2×3＝0 

－6x＋6＝0 

－6x＝0－6＝－6 

x＝1    

答え…1 

 

－3x－5×3＝6 

－3x－15＝6 

－3x＝6＋15＝21 

x＝－7    

答え…－7 

 

－5x－5×3＝－25 

－5x－15＝－25 

－5x＝－25＋15＝－10 

x＝2    

答え…2 

 



14 連立方程式の代入法(2) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

代入で連立方程式を解く方法を代入法といいます 

代入法は、どちらかの式が、x＝○や y＝△という形のときに役立ちます。 

①の式を②の式に代入して解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 x＝2y＋7･･･① 

3x－4y＝17･･･② 

① x＝9y－1･･･① 

2x＋3y＝19･･･② 

② x＝－5y－26･･･① 

2x＋6y＝－36･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

3(2y＋7)－4y＝17 

6y＋21－4y＝17 

2y＋21＝17 

2y＝17－21＝－4 

y＝－2 →①に代入 

x＝－4＋7＝3 

(x,  y)＝(3,  －2) 

 2(9y－1)＋3y＝19 

18y－2＋3y＝19 

21y－2＝19 

21y＝19＋2＝21 

y＝1 →①に代入 

x＝9－1＝8 

(x,  y)＝(8,  1) 

 2(－5y－26)＋6y＝－36 

－10y－52＋6y＝－36 

－4y－52＝－36 

－4y＝－36＋52＝16 

y＝－4 →①に代入 

x＝20－26＝－6 

(x,  y)＝(－6,  －4) 

③ y＝－5x＋7･･･① 

2x＋3y＝－5･･･② 

④ y＝－6x＋5･･･① 

8x－5y＝13･･･② 

⑤ y＝－2x－10･･･① 

4x＋3y＝－24･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

2x＋3(－5x＋7)＝－5 

2x－15x＋21＝－5 

－13x＋21＝－5 

－13x＝－5－21＝－26 

x＝2 →①に代入 

y＝－10＋7＝－3 

(x,  y)＝(2,  －3) 

 8x－5(－6x＋5)＝13 

8x＋30x－25＝13 

38x－25＝13 

38x＝13＋25＝38 

x＝1 →①に代入 

y＝－6＋5＝－1 

(x,  y)＝(1,  －1) 

 4x＋3(－2x－10)＝－24 

4x－6x－30＝－24 

－2x－30＝－24 

－2x＝－24＋30＝6 

x＝－3 →①に代入 

y＝6－10＝－4 

(x,  y)＝(－3,  －4) 

②の式を①の式に代入して解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 4x－2y＝22･･･① 

  x＝3y＋3･･･② 

① －2x＋3y＝15･･･① 

x＝－2y＋17･･･② 

② 2x－5y＝37･･･① 

x＝3y＋21･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

4(3y＋3)－2y＝22 

12y＋12－2y＝22 

10y＋12＝22 

10y＝22－12＝10 

y＝1 →②に代入 

x＝3＋3＝6 

(x,  y)＝(6,  1) 

 －2(－2y＋17)＋3y＝15 

4y－34＋3y＝15 

7y－34＝15 

7y＝15＋34＝49 

y＝7 →②に代入 

x＝－14＋17＝3 

(x,  y)＝(3,  7) 

 2(3y＋21)－5y＝37 

6y＋42－5y＝37 

y＋42＝37 

y＝37－42＝－5 

y＝－5 →②に代入 

x＝－15＋21＝6 

(x,  y)＝(6,  －5) 

③ 4x＋2y＝26･･･① 

  y＝－3x＋17･･･② 

④ －2x＋7y＝－24･･･① 

y＝x－7･･･② 

⑤ 6x－2y＝－10･･･① 

  y＝－5x－19･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

4x＋2(－3x＋17)＝26 

4x－6x＋34＝26 

－2x＋34＝26 

－2x＝26－34＝－8 

x＝4 →②に代入 

y＝－12＋17＝5 

(x,  y)＝(4,  5) 

 －2x＋7(x－7)＝－24 

－2x＋7x－49＝－24 

5x－49＝－24 

5x＝－24＋49＝25 

x＝5 →②に代入 

y＝5－7＝－2 

(x,  y)＝(5,  －2) 

 6x－2(－5x－19)＝－10 

6x＋10x＋38＝－10 

16x＋38＝－10 

16x＝－10－38＝－48 

x＝－3 →②に代入 

y＝15－19＝－4 

(x,  y)＝(－3,  －4) 

 



15 連立方程式の加減法(1) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

連立方程式を縦に並べて、加法や減法で解く方法を加減法(かげんほう)といいます。 

係数が同じ文字がない場合、式を何倍かして、どちらかの係数をそろえます。 

加減法で解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 5x＋2y＝30･･･① 

＋)  3x－2y＝ 2･･･② 

① －3x＋5y＝－14･･･① 

＋)  3x＋2y＝   7･･･② 

② －2x－5y＝－4･･･① 

＋)  4x＋5y＝－2･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

  8x   ＝32 

     x   ＝4 →①に代入 

5×4＋2y＝30 

20＋2y＝30 

2y＝30－20＝10 

y＝5 

(x,  y)＝(4,  5) 

       7y＝－7 

         y＝－1 →①に代入 

－3x＋5×(－1)＝－14 

－3x－5＝－14 

－3x＝－14＋5＝－9   

x＝3 

(x,  y)＝(3,  －1) 

   2x   ＝－6 

     x   ＝－3 →①に代入 

－2×(－3)－5y＝－4 

6－5y＝－4 

－5y＝－4－6＝－10   

y＝2 

(x,  y)＝(－3,  2) 

③ 5x＋ y＝－19･･･① 

－)   x＋ y＝－ 7･･･② 

④ 2x－3y＝ 10･･･① 

－)  2x＋4y＝－4･･･② 

⑤ 3x－2y＝－36･･･① 

－)  3x＋8y＝  24･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

  4x   ＝－12 

     x   ＝－3 →①に代入 

5×(－3)＋y＝－19 

－15＋y＝－19 

y＝－19＋15－4  

(x,  y)＝(－3,  －4) 

     －7y＝14 

         y＝－2 →①に代入 

2x－3×(－2)＝10 

2x＋6＝10 

2x＝10－6＝4  

x＝2 

(x,  y)＝(2,  －2) 

    －10y＝－60 

         y＝6 →①に代入 

3x－2×6＝－36 

3x－12＝－36 

3x＝－36＋12＝－24  

x＝－8 

(x,  y)＝(－8,  6) 

加減法で解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 4x＋2y＝26･･･① 

  3x＋ y＝17･･･②×2 

① 5x＋ y＝  7･･･①×3 

2x＋3y＝－5･･･② 

② 4x－2y＝22･･･① 

   x－3y＝ 3･･･②×4 

 

 

 

 

 

 

 

4x＋2y＝26 

－)  6x＋2y＝34 

  －2x   ＝－8 

   x   ＝4 →①に代入 

16＋2y＝26 

2y＝26－16＝10 y＝5 

(x,  y)＝(4,  5) 

 15x＋3y＝ 21 

－)  2x＋3y＝－5 

   13x   ＝26 

   x   ＝2 →①に代入 

10＋y＝7 

y＝7－10＝－3 

(x,  y)＝(2,  －3) 

 4x－ 2y＝22 

－)  4x－12y＝12 

        10y＝10 

         y＝1 →①に代入 

4x－2＝22 

4x＝22＋2＝24 x＝6 

(x,  y)＝(6,  1) 

③ －2x＋3y＝15･･･① 

 x＋2y＝17･･･②×2 

④ 6x＋ y＝ 5･･･①×5 

8x－5y＝13･･･② 

⑤ －2x－ y＝ 10･･･①×3 

  4x＋3y＝－24･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

 

－2x＋3y＝15 

＋)  2x＋4y＝34 

        7y＝49 

       y＝7 →①に代入 

－2x＋21＝15 

－2x＝15－21＝－6 x＝3 

(x,  y)＝(3,  7) 

 30x＋5y＝25 

＋)  8x－5y＝13 

   38x   ＝38 

   x   ＝1 →①に代入 

6＋y＝5 

y＝5－6＝－1 

(x,  y)＝(1,  －1) 

 －6x－3y＝  30 

＋)  4x＋3y＝－24 

  －2x   ＝6 

    x   ＝－3 →①に代入 

6－y＝10 

－y＝10－6＝4  y＝－4 

(x,  y)＝(－3,  －4) 



16 連立方程式の加減法(2) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

１つの式を何倍かしても係数がそろわない場合、両方の式を何倍かして、係数を最小公倍数にそろえます。 

小数や分数は、整数に直してから計算します。 

加減法で解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 4x＋2y＝14･･･①×3 

  3x＋5y＝21･･･②×4 

① 5x＋2y＝24･･･①×3 

6x＋3y＝30･･･②×2 

② 4x－7y＝27･･･①×3 

6x－8y＝38･･･②×2 

 

 

 

 

 

 

 

12x＋ 6y＝42 

－) 12x＋20y＝84 

       －14y＝－42 

           y＝3 →①に代入 

4x＋6＝14 

4x＝14－6＝8 x＝2 

(x,  y)＝(2,  3) 

 15x＋6y＝72 

－) 12x＋6y＝60 

    3x   ＝12 

   x   ＝4 →①に代入 

20＋2y＝24 

2y＝24－20＝4  y＝2 

(x,  y)＝(4,  2) 

 12x－21y＝81 

－) 12x－16y＝76 

        －5y＝5 

         y＝－1 →①に代入 

4x＋7＝27 

4x＝27－7＝20 x＝5 

(x,  y)＝(5,  －1) 

③ －2x＋7y＝－ 8･･･①×5 

 5x＋4y＝－23･･･②×2 

④ －6x－5y＝－6･･･①×2 

  4x＋6y＝ 20･･･②×3 

⑤ －7x－4y＝－7･･･①×3 

 4x＋3y＝－1･･･②×4 

 

 

 

 

 

 

 

－10x＋35y＝－40 

＋) 10x＋ 8y＝－46 

        43y＝－86 

       y＝－2 →①に代入 

－2x－14＝－8 

－2x＝－8＋14＝6 x＝－3 

(x,  y)＝(－3,  －2) 

 

－12x－10y＝－12 

＋) 12x＋18y＝  60 

         8y＝48 

        y＝6 →①に代入 

－6x－30＝－6 

－6x＝－6＋30＝24 x＝－4 

(x,  y)＝(－4,  6) 

 

－21x－12y＝－21 

＋) 16x＋12y＝－ 4 

  －5x     ＝－25 

   x     ＝5 →①に代入 

－35－4y＝－7 

－4y＝－7＋35＝28  y＝－7 

(x,  y)＝(5,  －7) 

加減法で解きましょう。(10 点×5 問＝50 点) 

例 0.8x－0.6y＝5･･･①×10 

0.08x＋0.04y＝1･･･②×100 

① 1.2x＋2.1y＝－5.4･･･①×10 

1.2x＋0.6y＝－2.4･･･②×10 

② 0.2x－0.5y＝3.2･･･①×10 

0.05x＋0.05y＝0.1･･･②×100 

 

 

 

 

 

 

 

8x－6y＝50…①´ 

－) 8x＋4y＝100…②´ 

    －10y＝－50 

      y＝5 →①´に代入 

8x－30＝50 

8x＝50＋30＝80 x＝10 

(x,  y)＝(10,  5) 

 12x＋21y＝－54…①´ 

－) 12x＋ 6y＝－24…②´ 

       15y＝－30 

     y＝－2 →①´に代入 

12x－42＝－54 

12x＝－54＋42＝－12 x＝－1 

(x,  y)＝(－1,  －2) 

 2x－5y＝32…①´ 

＋) 5x＋5y＝10…②´ 

   7x    ＝42 

  x    ＝6 →①´に代入 

12－5y＝32 

－5y＝32－12＝20  y＝－4 

(x,  y)＝(6,  －4) 

③ 4x＋2y＝14･･･① 

  
2

3
 x＋

7

6
 y＝

29

6
 …②×6 

④ 3x＋3y＝30･･･① 

  
9

5
 x＋

3

10
 y＝15…②×10 

⑤ x－2y＝4･･･① 

  
1

6
 x－

1

2
 y＝

1

2
 …②×6 

 

 

 

 

 

 

 

4x＋2y＝14 

－) 4x＋7y＝29 

      －5y＝－15 

          y＝3 →①に代入 

4x＋6＝14 

4x＝14－6＝8 x＝2 

(x,  y)＝(2,  3) 

 3x＋3y＝ 30 

－)18x＋3y＝150 

－15x   ＝－120 

   x   ＝8 →①に代入 

24＋3y＝30 

3y＝30－24＝6 y＝2 

(x,  y)＝(8,  2) 

 x－2y＝4 

－)  x－3y＝3 

        y＝1 →①に代入 

x－2＝4 

x＝4＋2＝6 

(x,  y)＝(6,  1) 



17 いろいろな連立方程式(1) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

(    )を含む連立方程式は、(    )をはずして解きます。 

連立方程式を解きましょう。(12 点×5 問＝60 点) 

例 4x＋2y＝14･･･① 

  4(x－2y)＋3y＝－7･･･② 

① 5(x＋2y)＋3x＝52･･･① 

－8x＋3y＝－26･･･② 

② 5x－7y＝－40･･･① 

－2(x－2y)＋7x＝15･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 4x－8y＋3y＝－7 

  4x－5y＝－7･･･②´ 

4x＋2y＝ 14 

－)  4x－5y＝－7 

        7y＝21 

       y＝3 →①に代入 

4x＋6＝14 

4x＝14－6＝8 x＝2 

(x,  y)＝(2,  3) 

 ① 5x＋10y＋3x＝52 

  8x＋10y＝52･･･①´ 

8x＋10y＝  52 

＋) －8x＋ 3y＝－26 

         13y＝26 

         y＝2 →②に代入 

－8x＋6＝－26 

－8x＝－26－6＝－32 x＝4 

(x,  y)＝(4,  2) 

 ② －2x＋4y＋7x＝15 

  5x＋4y＝15･･･②´ 

5x－7y＝－40 

－)  5x＋4y＝  15 

     －11y＝－55 

       y＝5 →①に代入 

5x－35＝－40 

5x＝－40＋35＝－5 x＝－1 

(x,  y)＝(－1,  5) 

③ 3x＋3y＝30･･･① 

  2(x－2y)＋y＝10･･･② 

④ －6x－5y＝－6･･･① 

－4(2x＋y)＋2x＝0･･･② 

⑤ －7x－4y＝－7･･･① 

－y＋3(2x－y)＝58･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 2x－4y＋y＝10 

2x－3y＝10･･･②´ 

   3x＋3y＝30 

＋)  2x－3y＝10 

    5x    ＝40 

   x    ＝8 →①に代入 

24＋3y＝30 

3y＝30－24＝6 y＝2 

(x,  y)＝(8,  2) 

 

② －8x－4y＋2x＝0 

－6x－4y＝0･･･②´ 

  －6x－5y＝－6 

－) －6x－4y＝  0 

          －y＝－6 

            y＝6 →①に代入 

－6x－30＝－6 

－6x＝－6＋30＝24 x＝－4 

(x,  y)＝(－4,  6) 

 

② －y＋6x－3y＝58 

6x－4y＝58･･･②´ 

 －7x－4y＝－7 

－)  6x－4y＝ 58 

 －13x    ＝－65 

   x     ＝5 →①に代入 

－35－4y＝－7 

－4y＝－7＋35＝28  y＝－7 

(x,  y)＝(5,  －7) 

 

連立方程式は、○x＋△y＝□の順になるよう、移行してから解きます。 

連立方程式を解きましょう。(20 点×2 問＝40 点) 

例 －2x＋7y＝－8･･･① 

5(x＋2y)＝3x＋3y－20･･･② 

① 3x＋y＝9･･･① 

7x－2(x－2y)＝13＋2y･･･② 

② 6x－2y＝－14･･･① 

  －6x＝－6(2x－3－3y)･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 5x＋10y＝3x＋3y－20 

5x＋10y－3x－3y＝－20 

  2x＋7y＝－20･･･②´ 

－2x＋7y＝－ 8 

＋)  2x＋7y＝－20 

       14y＝－28 

       y＝－2 →①に代入 

－2x－14＝－8 

－2x＝－8＋14 

－2x＝6 x＝－3 

(x,  y)＝(－3,  －2) 

 ② 7x－2x＋4y＝13＋2y 

   7x－2x＋4y－2y＝13 

   5x＋2y＝13･･･②´ 

6x＋2y＝18 

－)  5x＋2y＝13 

     x    ＝ 5 →①に代入 

15＋y＝9 

y＝9－15＝－6 

(x,  y)＝(5,  －6) 

 ② －6x＝－12x＋18＋18y 

   －6x＋12x－18y＝18 

   6x－18y＝18･･･②´ 

6x－ 2y＝－14 

－)  6x－18y＝ 18 

        16y＝－32 

         y＝－2 →①に代入 

6x＋4＝－14 

6x＝－14－4 

6x＝－18 x＝－3 

(x,  y)＝(－3,  －2) 

①＋②´ ①×2－②´ ①－②´ 

①－②´ ①－②´ ①＋②´ 

①－②´ ①´＋② ①－②´ 



18 いろいろな連立方程式(2) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

A＝B＝C という連立方程式は、A＝B、B＝C、A＝C の 3 つから 2 つを選んで解きます。 

連立方程式を解きましょう。(15 点×4 問＝60 点) 

例 3x＋3y＝－2x＋5y＝21 ① 5x＋y＝4x＋3y＝11 ② 5x－3y＝－3x＋3y＝－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x＋3y＝21･･･①×2 

－2x＋5y＝21…②×3 

6x＋ 6y＝42 

＋)－6x＋15y＝63 

21y＝105 

         y＝5 →①に代入 

3x＋15＝21 

3x＝21－15＝6  x＝2 

(x,  y)＝(2,  5) 

 5x＋y＝11･･･①×3 

4x＋3y＝11…② 

15x＋3y＝33 

－) 4x＋3y＝11 

11x    ＝22 

  x    ＝2 →①に代入 

10＋y＝11 

y＝11－10＝1   

(x,  y)＝(2,  1) 

 5x－3y＝－3･･･① 

－3x＋3y＝－3…② 

5x－3y＝－3 

＋) －3x＋3y＝－3 

2x   ＝－6 

    x   ＝－3 →①に代入 

－15－3y＝－3 

－3y＝－3＋15＝12  y＝－4   

(x,  y)＝(－3,  －4) 

例 x＋y＋20＝6x＋y＝2x－3y ③ x－y＋16＝4x－3y＝3x－y ④ x－2y＋15＝4x－2y＝5x＋3y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x＋y＋20＝6x＋y･･･① 

6x＋y＝2x－3y･･･② 

① x＋y－6x－y＝－20 

－5x＝－20 

x＝4 →②に代入 

24＋y＝8－3y 

y＋3y＝8－24 

4y＝－16  y＝－4 

(x,  y)＝(4,  －4) 

 x－y＋16＝3x－y･･･① 

4x－3y＝3x－y･･･② 

① x－y－3x＋y＝－16 

－2x＝－16 

x＝8 →②に代入 

32－3y＝24－y 

－3y＋y＝24－32 

－2y＝－8  y＝4 

(x,  y)＝(8,  4) 

 x－2y＋15＝4x－2y･･･① 

4x－2y＝5x＋3y･･･② 

① x－2y－4x＋2y＝－15 

－3x＝－15 

x＝5 →②に代入 

20－2y＝25＋3y 

－2y－3y＝25－20 

－5y＝5  y＝－1 

(x,  y)＝(5,  －1) 

 

文字が３つの連立方程式は、加減法で文字を 1 つ消去し、文字が 2 つの連立方程式にして計算します。 

連立方程式を解きましょう。(20 点×2 問＝40 点) 

例 x＋2y＋z＝4…① 

2x－3y－z＝－3…② 

x＋y＋z＝2…③ 

① 2x＋2y＋z＝0…① 

－2x－3y－z＝－5…② 

x－5y－6z＝－4…③ 

② x－4y＋4z＝10…① 

2x＋5y－z＝5…② 

－x＋4y－3z＝－4…③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x＋2y＋z＝4 

－) x＋ y＋z＝2 

      y  ＝2 →①②に代入 

① x＋4＋z＝4 

   x＋z＝0…④ 

② 2x－6－z＝－3 

   2x－z＝3…⑤ 

x＋z＝0 

＋) 2x－z＝3 

3x   ＝3 

  x   ＝1 ④に代入 

1＋z＝0 z＝－1 

(x,  y,  z)＝(1,  2,  －1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2x＋2y＋z＝0 

＋)－2x－3y－z＝－5 

y＝5 →①③に代入 

① 2x＋10＋z＝0 

   2x＋z＝－10…④ 

③ x－25－6z＝－4 

   x－6z＝21…⑤ 

2x＋  z＝－10 

－)  2x－12z＝ 42 

13z＝－52 

        z＝－4 ⑤に代入 

x＋24＝21 x＝－3 

(x,  y,  z)＝(－3,  5,  －4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x－4y＋4z＝10 

＋)－x＋4y－3z＝－4 

         z＝6 →①②に代入 

① x－4y＋24＝10 

   x－4y＝－14…④ 

② 2x＋5y－6＝5 

   2x＋5y＝11…⑤ 

 2x－8y＝－28 

－)  2x＋5y＝  11 

－13y＝－39 

       y＝3 ④に代入 

x－12＝－14 x＝－2 

(x,  y,  z)＝(－2,  3,  6) 

④＋⑤ 

①－③ 

④＋⑤×2 

①＋② 

④×2＋⑤ 

①＋③ 



19 連立方程式の利用(1) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

「個数」や「値段」は、次のような連立方程式で解きます。 

【個数を x、y とする連立方程式】 【値段を x、y とする連立方程式】 

 A の個数    ＋ B の個数    ＝ 合計の個数  

 A の個数×値段 ＋ B の個数×値段 ＝ 合計の代金 

 A の値段×個数 ＋ B の値段×個数 ＝ 合計の代金 

 A の値段×個数 ＋ B の値段×個数 ＝ 合計の代金 

連立方程式で解きましょう。(20 点×5 問＝100 点) 

例 

 

 

 

52 円切手と 82 円切手を合計 10 枚買うと、 

合計金額は 610 円でした。 

52 円切手の枚数を x、82 円切手の枚数を y とし

て、それぞれの枚数を求めましょう。 

① 30 円の鉛筆と 70 円のペンを合計 13 本買うと、 

合計金額は 750 円でした。 

30 円の鉛筆の本数を x、70 円のペンの本数を y

として、それぞれの本数を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x＋  y＝ 10…①×52 

 52x＋82y＝610…② 

52x＋52y＝520 

－) 52x＋82y＝610 

      －30y＝－90 

         y＝3 

y＝3 を①に代入 

x＋3＝10 

x＝10－3＝7 

(x, y)＝(7, 3) 

52 円切手…7 枚 

82 円切手…3 枚 

    x＋  y＝ 13…①×30 

 30x＋70y＝750…② 

30x＋30y＝390 

－) 30x＋70y＝750 

      －40y＝－360 

         y＝9 

y＝9 を①に代入 

x＋9＝13 

x＝13－9＝4 

(x, y)＝(4, 9) 

鉛筆…4 本 

ペン…9 本 

② 

 

 

 

5 円玉と 10 円玉が合計 30 枚あり、 

合計金額は 240 円です。 

5 円玉の枚数を x、10 円玉の枚数を y として、 

それぞれの枚数を求めましょう。 

③ 31 人のクラスを班に分けると、 

3 人の班と 4 人の班で合計 9 班になりました。 

3 人の班の数を x、4 人の班の数を y として、 

それぞれの班の数を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x＋  y＝ 30…①×5 

 5x＋10y＝240…② 

5x＋ 5y＝150 

－) 5x＋10y＝240 

      －5y＝－90 

        y＝18 

y＝18 を①に代入 

x＋18＝30 

x＝30－18＝12 

(x, y)＝(12, 18) 

5 円玉 …12 枚 

10 円玉…18 枚 

   x＋ y＝ 9…①×3 

 3x＋4y＝31…② 

3x＋3y＝27 

－) 3x＋4y＝31 

     －y＝－4 

      y＝4 

y＝4 を①に代入 

x＋4＝9 

x＝9－4＝5 

(x, y)＝(5, 4) 

3 人の班…5 班 

4 人の班…4 班 

④ 

 

 

 

りんご 2 個とみかん 5 個買うと 450 円、 

りんご 4 個とみかん 3 個買うと 690 円です。 

りんごの値段を x、みかんの値段を y として、 

それぞれの値段を求めましょう。 

⑤ 大人 2 人と子供 3 人の入場料は 1950 円、 

大人 1 人と子供 4 人の入場料は 1600 円です。 

大人の入場料を x、子供の入場料を y として、 

それぞれの入場料を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2x＋5y＝450…①×2 

 4x＋3y＝690…② 

4x＋10y＝900 

－) 4x＋ 3y＝690 

        7y＝210 

        y＝30 

y＝30 を①に代入 

2x＋150＝450 

2x＝450－150＝300 

x＝150 

(x, y)＝(150, 30) 

りんご…150 円 

みかん… 30 円 

  2x＋3y＝1950…① 

  x＋4y＝1600…②×2 

2x＋3y＝1950 

－) 2x＋8y＝3200 

     －5y＝－1250 

       y＝250 

y＝250 を②に代入 

x＋1000＝1600 

x＝1600－1000 

x＝600 

(x, y)＝(600, 250) 

大人…600 円 

子供…250 円 

 



20 連立方程式の利用(2) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

「道のり」や「時間」は、次のような連立方程式で解きます。 

【道のりを x、y とする連立方程式】 【時間を x、y とする連立方程式】 

 Aの道のり    ＋ Bの道のり      ＝ 合計の道のり 

 A の道のり÷速さ ＋ B の道のり÷速さ ＝ 合計の時間   

 A の時間     ＋ B の時間       ＝ 合計の時間  

 Aの時間×速さ  ＋ Bの時間×速さ   ＝ 合計の道のり 

連立方程式で解きましょう。(20 点×5 問＝100 点) 

例 

 

 

 

A から B を通って 21km 先の C まで行きます。 

AB 間は時速 15km、BC 間は時速 3km で進み、 

合計 3 時間かかりました。 

AB 間の道のりを x、BC 間の道のりを y として、 

それぞれの道のりを求めましょう。 

① A から B を通って 60km 先の C まで行きます。 

AB 間は時速 12km、BC 間は時速 6km で進み、 

合計 8 時間かかりました。 

AB 間の道のりを x、BC 間の道のりを y として、 

それぞれの道のりを求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  x   ＋ y ＝ 21…① 

x
15

 ＋ 
y
3

 ＝ 3…②×15 

x＋ y＝21 

－)  x＋5y＝45 

     －4y＝－24 

       y＝6  

y＝6 を①に代入 

x＋6＝21 

x＝21－6＝15 

(x, y)＝(15, 6) 

AB 間…15km 

BC 間… 6km 

   x ＋ y ＝ 60…① 

x
12

 ＋ 
y
6

 ＝8…②×12 

x＋ y＝60 

－)  x＋2y＝96 

      －y＝－36 

      y＝36 

y＝36 を①に代入 

x＋36＝60 

x＝60－36＝24 

(x, y)＝(24, 36) 

AB 間…24km 

BC 間…36km 

② 

 

 

 

A から B を通って 28km 先の C まで行きます。 

AB 間は時速 4km、BC 間は時速 8km で進み、 

合計 5 時間かかりました。 

AB 間の道のりを x、BC 間の道のりを y として、 

それぞれの道のりを求めましょう。 

③ A から B を通って 1300m 先の C まで行きます。 

AB 間は分速 80m、BC 間は分速 100m で進み、 

合計 15 分かかりました。 

AB 間の時間を x、BC 間の時間を y として、 

それぞれにかかった時間を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

  x ＋ y ＝ 28…① 

x
4

 ＋ 
y
8

 ＝ 5…②×8 

x＋y＝28 

－)  2x＋y＝40 

   －x  ＝－12 

   x  ＝12  

x＝12 を①に代入 

12＋y＝28 

y＝28－12＝16 

(x, y)＝(12, 16) 

AB 間…12km 

BC 間…16km 

        x ＋  y ＝ 15…①×100 

80x＋100y＝1300…② 

100x＋100y＝1500 

－)  80x＋100y＝1300 

    20x     ＝200 

    x     ＝10 

x＝10 を①に代入 

10＋y＝15 

y＝15－10＝5 

(x, y)＝(10, 5) 

AB 間…10 分 

BC 間… 5 分 

④ 

 

 

 

A から B を通って 1000m 先の C まで行きます。 

AB 間は分速 50m、BC 間は分速 90m で進み、 

合計 16 分かかりました。 

AB 間の時間を x、BC 間の時間を y として、 

それぞれにかかった時間を求めましょう。 

⑤ A から B を通って 310km 先の C まで行きます。 

AB 間は時速 50km、BC 間は時速 80km で進み、 

合計 5 時間かかりました。 

AB 間の時間を x、BC 間の時間を y として、 

それぞれにかかった時間を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

       x ＋   y ＝ 16…①×50 

50x＋90y＝1000…② 

50x＋50y＝ 800 

－)  50x＋90y＝1000 

      －40y＝－200 

        y＝5 

y＝5 を①に代入 

x＋5＝16 

x＝16－5＝11 

(x, y)＝(11, 5) 

AB 間…11 分 

BC 間… 5 分 

        x ＋     y ＝   5…①×50 

50x＋80y＝310…② 

50x＋50y＝250 

－)  50x＋80y＝310 

      －30y＝－60 

        y＝2 

y＝2 を①に代入 

x＋2＝5 

x＝5－2＝3 

(x, y)＝(3, 2) 

AB 間…3 時間 

BC 間…2 時間 

 



21 連立方程式の利用(3) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

「定価」や「人数」は、次のような連立方程式で解きます。 

【定価を x、y とする連立方程式】 【人数を x、y とする連立方程式】 

 A の定価    ＋ B の定価    ＝ 合計の代金  

 A の定価×割合 ＋ B の定価×割合 ＝ 合計の代金 

 A の人数    ＋ B の人数    ＝ 合計の人数  

 A の人数×割合 ＋ B の人数×割合 ＝ 合計の人数 

連立方程式で解きましょう。(20 点×5 問＝100 点) 

例 

 

 

 

ペンと筆箱を定価で買うと 800 円、 

ペン 10％引、筆箱 20％引で買うと 650 円です。 

ペンの定価を x、筆箱の定価を y として、 

それぞれの定価を求めましょう。 

① CD と楽譜を定価で買うと 4500 円、 

CD20％引、楽譜 40％引で買うと 3200 円です。 

CD の定価を x、楽譜の定価を y として、 

それぞれの定価を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝800…①×8 

90

100
  x＋ 

80

100
  y＝650…②×10 

8x＋8y＝6400 

－) 9x＋8y＝6500 

   －x   ＝－100 

     x  ＝100  

x＝100 を①に代入 

100＋y＝800 

y＝800－100＝700 

(x, y)＝(100, 700) 

ペン…100 円 

筆箱…700 円 

     x＋  y＝4500…①×6 

80

100
  x＋

60

100
  y＝3200…②×10 

6x＋6y＝27000 

－) 8x＋6y＝32000 

   －2x  ＝－5000 

     x ＝2500  

x＝2500を①に代入 

2500＋y＝4500 

y＝4500－2500 

y＝2000 

(x,y)＝(2500, 2000) 

CD …2500 円 

楽譜…2000 円 

② 

 

 

 

帽子とくつを定価で買うと 4000 円、 

帽子 2 割引、くつ 3 割引で買うと 2880 円です。 

帽子の定価を x、くつの定価を y として、 

それぞれの定価を求めましょう。 

③ 財布とズボンを定価で買うと 6300 円、 

財布 2割引、ズボン 5割引で買うと 3900円です。 

財布の定価を x、ズボンの定価を y として、 

それぞれの定価を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   x＋   y＝4000…①×8 

8

10
 x＋

7

10
  y＝2880…②×10 

8x＋8y＝32000 

－) 8x＋7y＝28800 

        y＝ 3200  

y＝3200を①に代入 

x＋3200＝4000 

x＝4000－3200 

x＝800 

(x, y)＝(800, 3200) 

帽子… 800 円 

くつ…3200 円 

    x＋  y＝6300…①×5 

8

10
 x＋

5

10
 y＝3900…②×10 

5x＋5y＝31500 

－) 8x＋5y＝39000 

   －3x  ＝－7500 

     x ＝2500  

x＝2500を①に代入 

2500＋y＝6300 

y＝6300－2500 

y＝3800 

(x,y)＝(2500, 3800) 

財布 …2500 円 

ズボン…3800 円 

④ 

 

 

 

全校生徒 300 人で、男子の 70％、女子の 50％、

合わせて 178 人が運動部に所属しています。 

男子の人数を x、女子の人数を y として、 

それぞれの人数を求めましょう。 

⑤ 全校生徒 400 人で、男子の 1 割、女子の 2 割、

合わせて 59 人が吹奏楽部に所属しています。 

男子の人数を x、女子の人数を y として、 

それぞれの人数を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝300…①×5 

70

100
 x＋

50

100
 y＝178…②×10 

5x＋5y＝1500 

－) 7x＋5y＝1780 

   －2x  ＝－280 

     x ＝140  

x＝140 を①に代入 

140＋y＝300 

y＝300－140＝160 

(x, y)＝(140,160) 

男子…140 人 

女子…160 人 

    x＋  y＝400…① 

1

10
  x＋

2

10
  y＝59…②×10 

x＋ y＝400 

－)  x＋2y＝590 

      －y＝－190 

      y＝190  

y＝190 を①に代入 

x＋190＝400 

x＝400－190＝210 

(x,  y)＝(210,190) 

男子…210 人 

女子…190 人 

 



22 連立方程式の利用(4) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

「食塩水の量」は、次のような連立方程式で解きます。 

【食塩水の量を x、y とする連立方程式】 

 A の食塩水の量    ＋ B の食塩水の量    ＝ 合計の食塩水の量  

 A の食塩水の量×濃度 ＋ B の食塩水の量×濃度 ＝ 合計の食塩水の量×濃度 

連立方程式で解きましょう。(20 点×5 問＝100 点) 

例 

 

 

 

濃度 20％の食塩水 A と濃度 4％の食塩水 B を混

ぜて、濃度 10％の食塩水を 200g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

① 濃度 5％の食塩水 A と濃度 15％の食塩水 B を混

ぜて、濃度 8％の食塩水を 400g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝200…①×4 

20

100
 x ＋ 

4

100
 y ＝20…②×100 

4x＋4y＝ 800 

－) 20x＋4y＝2000 

 －16x    ＝－1200 

     x   ＝75 

x＝75 を①に代入 

75＋y＝200 

y＝200－75＝125 

(x, y)＝(75,125) 

食塩水 A… 75g 

食塩水 B…125g 

     x＋   y＝400…①×5 

5

100
 x ＋ 

15

100
 y ＝ 32…②×100 

5x＋ 5y＝2000 

－) 5x＋15y＝3200 

     －10y＝－1200 

         y＝120  

y＝120 を①に代入 

x＋120＝400 

x＝400－120＝280 

(x, y)＝(280,120) 

食塩水 A…280g 

食塩水 B…120g 

② 

 

 

 

濃度 16％の食塩水 A と濃度 36％の食塩水 B を

混ぜて、濃度 20％の食塩水を 200g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

③ 濃度 3％の食塩水Aと濃度 8％の食塩水Bを混ぜ

て、濃度 6％の食塩水を 300g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x＋  y＝200…①×16 

16

100
 x ＋ 

36

100
  y ＝ 40…②×100 

16x＋16y＝3200 

－) 16x＋36y＝4000 

      －20y＝－800 

          y＝40  

y＝40 を①に代入 

x＋40＝200 

x＝200－40＝160 

(x, y)＝(160,40) 

食塩水 A…160g 

食塩水 B… 40g 

     x＋   y＝300…①×3 

3

100
 x ＋ 

8

100
 y ＝ 18…②×100 

3x＋3y＝ 900 

－) 3x＋8y＝1800 

     －5y＝－900 

        y＝180 ①に代入 

y＝180 を①に代入 

x＋180＝300 

x＝300－180＝120 

(x, y)＝(120,180) 

食塩水 A…120g 

食塩水 B…180g 

④ 

 

 

 

濃度 8％の食塩水Aと濃度 5％の食塩水Bを混ぜ

て、濃度 7％の食塩水を 300g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

⑤ 濃度 30％の食塩水 A と濃度 5％の食塩水 B を混

ぜて、濃度 20％の食塩水を 250g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝300…①×5 

8

100
 x ＋ 

5

100
 y ＝ 21…②×100 

5x＋5y＝1500 

－) 8x＋5y＝2100 

  －3x   ＝－600 

     x  ＝200 ①に代入 

x＝200 を①に代入 

200＋y＝300 

y＝300－200＝100 

(x, y)＝(200,100) 

食塩水 A…200g 

食塩水 B…100g 

     x＋   y＝250…①×5 

30

100
 x ＋ 

5

100
 y ＝ 50…②×100 

5x＋5y＝1250 

－) 30x＋5y＝5000 

  －25x   ＝－3750 

     x  ＝150 ①に代入 

x＝150 を①に代入 

150＋y＝250 

y＝250－150＝100 

(x, y)＝(150,100) 

食塩水 A…150g 

食塩水 B…100g 

 

10％×200g 



23 2 章の確認テスト(1) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

連立方程式を解きましょう。(①～⑧ 8 点×8 問＝64 点  /  ⑨～⑫ 9 点×4 問＝36 点) 

① x＝2y＋7･･･① 

3x－4y＝17･･･② 

② 4x－2y＝22･･･① 

  x＝3y＋3･･･② 

③ 5x＋2y＝30･･･① 

＋)  3x－2y＝ 2･･･② 

 

 

 

 

 

 

 

3(2y＋7)－4y＝17 

6y＋21－4y＝17 

2y＋21＝17 

2y＝17－21＝－4 

y＝－2 →①に代入 

x＝－4＋7＝3 

(x,  y)＝(3,  －2) 

 4(3y＋3)－2y＝22 

12y＋12－2y＝22 

10y＋12＝22 

10y＝22－12＝10 

y＝1 →②に代入 

x＝3＋3＝6 

(x,  y)＝(6,  1) 

   8x   ＝32 

     x   ＝4 →①に代入 

5×4＋2y＝30 

20＋2y＝30 

2y＝30－20＝10 

y＝5 

(x,  y)＝(4,  5) 

④ 4x＋2y＝26･･･① 

  3x＋ y＝17･･･②×2 

⑤ 4x＋2y＝14･･･①×3 

  3x＋5y＝21･･･②×4 

⑥ 0.8x－0.6y＝5･･･①×10 

0.08x＋0.04y＝1･･･②×100 

 

 

 

 

 

 

 

4x＋2y＝26 

－)  6x＋2y＝34 

  －2x   ＝－8 

   x   ＝4 →①に代入 

16＋2y＝26 

2y＝26－16＝10 y＝5 

(x,  y)＝(4,  5) 

 12x＋ 6y＝42 

－) 12x＋20y＝84 

       －14y＝－42 

           y＝3 →①に代入 

4x＋6＝14 

4x＝14－6＝8 x＝2 

(x,  y)＝(2,  3) 

 8x－6y＝50…①´ 

－) 8x＋4y＝100…②´ 

    －10y＝－50 

      y＝5 →①´に代入 

8x－30＝50 

8x＝50＋30＝80 x＝10 

(x,  y)＝(10,  5) 

⑦ 3x＋3y＝－2x＋5y＝21 ⑧ x＋y＋20＝6x＋y＝2x－3y ⑨ x－y＋16＝4x－3y＝3x－y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x＋3y＝21･･･①×2 

－2x＋5y＝21…②×3 

6x＋ 6y＝42 

＋)－6x＋15y＝63 

21y＝105 

         y＝5 →①に代入 

3x＋15＝21 

3x＝21－15＝6  x＝2 

(x,  y)＝(2,  5) 

 x＋y＋20＝6x＋y･･･① 

6x＋y＝2x－3y･･･② 

① x＋y－6x－y＝－20 

－5x＝－20 

x＝4 →②に代入 

24＋y＝8－3y 

y＋3y＝8－24 

4y＝－16  y＝－4 

(x,  y)＝(4,  －4) 

 x－y＋16＝3x－y･･･① 

4x－3y＝3x－y･･･② 

① x－y－3x＋y＝－16 

－2x＝－16 

x＝8 →②に代入 

32－3y＝24－y 

－3y＋y＝24－32 

－2y＝－8  y＝4 

(x,  y)＝(8,  4) 

⑩ 5(x＋2y)＋3x＝52･･･① 

－8x＋3y＝－26･･･② 

① 5x＋10y＋3x＝52 

  8x＋10y＝52･･･①´ 

8x＋10y＝  52 

＋) －8x＋ 3y＝－26 

         13y＝26 

         y＝2 →②に代入 

－8x＋6＝－26 

－8x＝－26－6＝－32 x＝4 

(x,  y)＝(4,  2) 

⑪ －2x＋7y＝－8･･･① 

5(x＋2y)＝3x＋3y－20･･･② 

② 5x＋10y＝3x＋3y－20 

5x＋10y－3x－3y＝－20 

  2x＋7y＝－20･･･②´ 

－2x＋7y＝－ 8 

＋)  2x＋7y＝－20 

       14y＝－28 

       y＝－2 →①に代入 

－2x－14＝－8 

－2x＝－8＋14 

－2x＝6 x＝－3 

(x,  y)＝(－3,  －2) 

⑫ 4x＋2y＝14･･･① 

  
2

3
 x＋

7

6
 y＝

29

6
 …②×6 

 

 

 

 

 

 

 

  4x＋2y＝14 

－) 4x＋7y＝29 

      －5y＝－15 

          y＝3 →①に代入 

4x＋6＝14 

4x＝14－6＝8 x＝2 

(x,  y)＝(2,  3) 

①´＋② 

①＋②´ 



24 2 章の確認テスト(2) 
章 制限時間 合格点 

点 2 30 分 80 点 

連立方程式で解きましょう。(①～④ 12 点×4 問＝48 点  /  ⑤～⑧ 13 点×4 問＝52 点) 

① 

 

 

 

52 円切手と 82 円切手を合計 10 枚買うと、 

合計金額は 610 円でした。 

52 円切手の枚数を x、82 円切手の枚数を y とし

て、それぞれの枚数を求めましょう。 

② 31 人のクラスを班に分けると、 

3 人の班と 4 人の班で合計 9 班になりました。 

3 人の班の数を x、4 人の班の数を y として、 

それぞれの班の数を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

   x＋  y＝ 10…①×52 

 52x＋82y＝610…② 

52x＋52y＝520 

－) 52x＋82y＝610 

      －30y＝－90 

         y＝3 

y＝3 を①に代入 

x＋3＝10 

x＝10－3＝7 

(x, y)＝(7, 3) 

52 円切手…7 枚 

82 円切手…3 枚 

   x＋ y＝ 9…①×3 

 3x＋4y＝31…② 

3x＋3y＝27 

－) 3x＋4y＝31 

     －y＝－4 

      y＝4 

y＝4 を①に代入 

x＋4＝9 

x＝9－4＝5 

(x, y)＝(5, 4) 

3 人の班…5 班 

4 人の班…4 班 

③ 

 

 

 

A から B を通り 21km 先の C へ行くのに、AB 間

は時速 15km、BC 間は時速 3km で進み、3 時間

かかりました。AB 間の道のりを x、BC 間の道の

りを y とし、それぞれの道のりを求めましょう。 

④ A から B を通り 310km 先の C まで行くのに、AB

間は時速 50km、BC 間は時速 80km で進み、5 時

間かかりました。AB 間の時間を x、BC 間の時間

を y とし、それぞれの時間を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

  x   ＋ y ＝ 21…① 

x
15

 ＋ 
y
3

 ＝ 3…②×15 

x＋ y＝21 

－)  x＋5y＝45 

    －4y＝－24    y＝6  

y＝6 を①に代入 

x＋6＝21 

x＝21－6＝15 

(x, y)＝(15, 6) 

AB 間…15km 

BC 間… 6km 

        x ＋     y ＝   5…①×50 

50x＋80y＝310…② 

50x＋50y＝250 

－)  50x＋80y＝310 

      －30y＝－60 

        y＝2 

y＝2 を①に代入 

x＋2＝5 

x＝5－2＝3 

(x, y)＝(3, 2) 

AB 間…3 時間 

BC 間…2 時間 

⑤ 

 

 

 

ペンと筆箱を定価で買うと 800 円、 

ペン 10％引、筆箱 20％引で買うと 650 円です。 

ペンの定価を x、筆箱の定価を y として、 

それぞれの定価を求めましょう。 

⑥ 全校生徒 400 人で、男子の 1 割、女子の 2 割、

合わせて 59 人が吹奏楽部に所属しています。 

男子の人数を x、女子の人数を y として、 

それぞれの人数を求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝800…①×8 

90

100
  x＋ 

80

100
  y＝650…②×10 

8x＋8y＝6400 

－) 9x＋8y＝6500 

  －x＝－100    x＝100  

x＝100 を①に代入 

100＋y＝800 

y＝800－100＝700 

(x, y)＝(100, 700) 

ペン…100 円 

筆箱…700 円 

    x＋  y＝400…① 

1

10
  x＋

2

10
  y＝59…②×10 

x＋ y＝400 

－)  x＋2y＝590 

   －y＝－190    y＝190  

y＝190 を①に代入 

x＋190＝400 

x＝400－190＝210 

(x,  y)＝(210,190) 

男子…210 人 

女子…190 人 

⑦ 

 

 

 

濃度 20％の食塩水 A と濃度 4％の食塩水 B を混

ぜて、濃度 10％の食塩水を 200g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

⑧ 濃度 16％の食塩水 A と濃度 36％の食塩水 B を

混ぜて、濃度 20％の食塩水を 200g つくります。 

食塩水 A の量を x、食塩水 B の量を y として、 

それぞれ何 g ずつ混ぜるのか求めましょう。 

 

 

 

 

 

 

    x＋   y＝200…①×4 

20

100
 x ＋ 

4

100
 y ＝20…②×100 

4x＋4y＝ 800 

－) 20x＋4y＝2000 

 －16x＝－1200   x＝75 

x＝75 を①に代入 

75＋y＝200 

y＝200－75＝125 

(x, y)＝(75,125) 

食塩水 A… 75g 

食塩水 B…125g 

     x＋  y＝200…①×16 

16

100
 x ＋ 

36

100
  y ＝ 40…②×100 

16x＋16y＝3200 

－) 16x＋36y＝4000 

   －20y＝－800   y＝40  

y＝40 を①に代入 

x＋40＝200 

x＝200－40＝160 

(x, y)＝(160,40) 

食塩水 A…160g 

食塩水 B… 40g 

 

10％×200g 


