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早稲田大学基幹・創造・先進理工学部

英語学位プログラム特別入試

第二次選考 数理科学的思考力を問う総合試験

（問題）

《注意事項》

l. 試験開始の指示があるまで、問題冊子および解答用紙には手を触れないでください。

2. 問題冊子は表紙を除いて 1枚です。解答用紙は 3枚です。試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ペ

ージの落丁・乱了及び解答用紙の汚損等に気付いた場合は、手を挙げて監督員に知らせてくだ

さい。

3. 解答用紙ーには、所定欄に氏名（漢字）および受験番号を正確に丁寧に記入してください。

ただし、所定欄以外に受験番号・氏名やその他個人を特定できる内容を記入しないでください0

4. 全て「英語」で解答してください。

5. 解答はすべて所定の解答欄に記入してください。所定欄以外に何かを記入した解答用紙は採点

の対象外となる場合があります。

6. 試験終了の指示が出たら、すぐ解答をやめ、筆記用具を置き解答用紙を裏返しにしてください。

7. 試験終了後、問題冊子は持ち婦ってください。

8. いかなる場合でも、解答用紙は必ず提出してください。



2020年度基幹・創造，先進理工学部

英語学位プログラム特別入試

数珪科学的思考力を問う総合試験

（問題

No. Eコ

All questions must be answered in English. 

[ 1] Answer the following questions: 

1 -cos:r・
(I) Find the limit Jim －一τ一一

エー，O :rζ 

(2) Let αb巴Lhelimit which w拙 obtainedin (I). Show that 1 -cos:i；三 α1・2

holds for every real number :r目

(3) Let βbe a real number withβ く αー Showthat ther巴issome real number :r. 

for which 1 cos :r豆3‘E田2does not hold. 

[21 Let O denote Lhe origin of the :ry-planc. Let A., B be points in the :ry-plane such 

th孔lOAB is a triangle. Let C be the point of the segment OA which divides the 

segmenl in the ratio k = 1 -k. Let D be the point of the segment OB which divides 

the segment in the ratio e = 1 -e. It is assumed that 0くたく land O < eく 1

here. Denote the point of intersection of the segments AD and BC by E. Denote the 

vectors OA, OB by正b.Answer the following qu巴stions:

( 1) If OE is represented in the form sa + tb, express s, t in terms of k，ι 

ω、司（h巴nsand t in 

the locus of the points （ん’£） i 口 the た€－plane.

(3) In (1), express k, £ in terms of s, t. 

[3] Let α＞ 1. Answer the following questions: 

(1) Com 

(2) Find~古η （α士 1） 
(3) Find the limit 

｝立~ 乞（ぷ α主計） log （α＊） 

（以下記入不可）
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英語学位プログラム特別入試

数理科学的思考力を問う総合試験

（解 答用紙 ）
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（解答用紙 ）
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