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Παλαjεiυά,10 Ιουζέου 2015 

Πρόβそηたα 1. Λえたi ふkす えちα πiπiとαjたえちて jへちてそて �, πてυ απてkiそiかkαす απふ jさたiかα kてυ iπすπえhてυ, 
iかちαす δjολλοπβηΫθο, αち けすα せうしi hυて hすαφてとikすせう jさたiかα 畦 せαす 稽 kてυ �, υπうとぬiす jさたiかて 系 kてυ � 
kえkてすて ほjki 畦系 = 稽系. Λえたi αせふたα ふkす kて jへちてそて � iかちαす iζiτγiλο εΫθkλου, αち けすα てπてすαhおπてki 
kとかα hすαφてとikすせう jさたiかα 畦, 稽 せαす 系 kてυ �, hiち υπうとぬiす jさたiかて 鶏 kてυ � kえkてすて ほjki 鶏畦 = 鶏稽 = 鶏系. 
 

(a) Να απてhiかつiki ふkす けすα ふそてυな kてυな αせえとαすてυな � ≥ ぬ, υπうとぬiす えちα δjολλοπβηΫθο jへちてそて, 
πてυ απてkiそiかkαす απふ � jさたiかα. 

(b) Να πとてjhすてとかjiki ふそてυな kてυな αせえとαすてυな � ≥ ぬ, けすα kてυな てπてかてυな υπうとぬiす えちα 
δjολλοπβηΫθο せαす iζiτγiλο εΫθkλου jへちてそて, πてυ απてkiそiかkαす απふ � jさたiかα. 

 
Πρόβそηたα 2.  Να πとてjhすてとかjiki ふそiな kすな kとすうhiな 岫欠, 決, 潔岻 しikすせほち αせiとαかのち, πてυ iかちαす kえkてすiな 
ほjki せうしi えちαな απふ kてυな αとすしたてへな   欠決 − 潔,   決潔 − 欠,   潔欠 − 決 

iかちαす hへちαたさ kてυ に. 

(Δτθαηβ kου に iέθαδ Ϋθαμ αεΫλαδομ kβμ ηολφάμ に�, ふπてυ � iέθαδ Ϋθαμ ηβ αλθβkδεσμ αεΫλαδομ.) 
 
 
Πρόβそηたα 3.  Έjkの 畦稽系 えちα てつυけほちすて kとかけのちて たi 畦稽 > 畦系. Έjkの Γ て πiとすけiけとαたたえちてな せへせそてな 
kてυ, � kて てとしふせiちkとふ kてυ せαす � kて かぬちてな kてυ へねてυな kてυ απふ kさち せてとυφお 畦. Έjkの � kて たえjてち kさな 
πそiυとうな 稽系. Έjkの 芸 kて jさたiかて πうちの jkてち せへせそて Γ, kえkてすて ほjki �芸畦 = 90° せαす えjkの � kて 
jさたiかて πうちの jkてち せへせそて Γ, kえkてすて ほjki ��芸 = 90°. Υπてしえkてυたi ふkす kα jさたiかα 畦, 稽, 系, � せαす 芸 
iかちαす ふそα hすαφてとikすせう せαす くとかjせてちkαす πうちの jkてち せへせそて � たi kさ jiすとう πてυ hかちてちkαすέ 
 
Να απてhiかつiki ふkす てす πiとすけiけとαたたえちてす せへせそてす kのち kとすけほちのち �芸� せαす ��� iφうπkてちkαす たikαつへ 
kてυなέ  
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Πρόβそηたα 4.  ぉとかけωちて 畦稽系 えχiす πiとすけiけとαたたえちて せへせそて   せαす πiとかせiちkとて O έ Έちαな せへせそてな   たi 
せえちkとて A kえたちiす kて iυしへけとαたたて kたおたα BC  jkα jさたiかα D  せαす E  えkjす ほjki kα jさたiかα , ,B D E  せαす 
C  ちα iかちαす ふそα hすαφてとikすせう せαす ちα くとかjせてちkαす πうちω jkさち iυしiかα BC  たi αυkお kさ jiすとうέ Έjkω F  
せαす G kα jさたiかα kてたおな kωち せへせそωち せαす   えkjす ほjki , , , せαすA F B C G  ちα くとかjせてちkαす πうちω jkてち 
せへせそて   たi αυkお kさ jiすとうέ Έjkω K  kて hiへkiとて jさたiかて kてたおな kてυ πiとすけiけとαたたえちてυ せへせそてυ kてυ 
kとすけほちてυ BDF せαす kてυ iυしへけとαたたてυ kたおたαkてな AB έ Έjkω L  kて hiへkiとて jさたiかて kてたおな kてυ 
πiとすけiけとαたたえちてυ せへせそてυ kてυ kとすけほちてυ CGE  せαす kてυ iυしへけとαたたてυ kたおたαkてな CA.  
ゃπてしえkてυたi ふkす てす iυしiかiな FK  せαす GL  iかちαす hすαφてとikすせえな せαす kえたちてちkαす jkて jさたiかて X .  
Να απてhiかつiki ふkす kて jさたiかて X  くとかjせikαす πうちω jkさち iυしiかα AO . 
 
Πρόβそηたα 5.  Έjkω ℝ kて jへちてそて kωち πとαけたαkすせほち αとすしたほちέ Να πとてjhすてとかjiki ふそiな kすな 
jυちαとkおjiすな  �:ℝ → ℝ πてυ すせαちてπてすてへち kさち iつかjωjさ  �(捲 + �岫捲 + 検岻) + �岫捲検岻 = 捲 + �岫捲 + 検岻 + 検�岫捲岻 
けすα ふそてυな kてυな πとαけたαkすせてへな αとすしたてへな 捲 せαす 検. 
 
Πρόβそηたα 6.  Η αせてそてυしかα 欠怠, 欠態, … αせiとαかωち αとすしたほち すせαちてπてすiか kすな αせふそてυしiな jυちしおせiな:  

(i) な 判 欠珍 判 にどな5 , けすα せうしi  倹 半 な , 

(ii) 倦 + 欠賃 ≠ 健 + 欠鎮 , けすα せうしi  な 判 倦 < 健. 
Να απてhiかつiki ふkす υπうとχてυち hυて しikすせてか αせえとαすてす 決 せαす � kえkてすてす ほjki  

| ∑ 岫欠珍 − 決岻津
珍=陳+怠 | 判 などど7態 

けすα ふそてυな kてυな αせえとαすてυな 兼 せαす 券, けすα kてυな てπてかてυな すjχへiす 券 > 兼 半 �. 

 
 


