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松江西高等学校 
学 業 推 薦 入 試 

 

 

課題テキスト 

国語（ｐ ２～１２） 

数学（ｐ１３～２３） 

英語（ｐ２４～３１） 

社会（ｐ３２～４０） 

理科（ｐ４１～75） 

 

５教科から３教科を選択して受験してください！ 
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この入試のねらい 

 

どんな内容？ 

・中学校で是非これだけはマスターしてお

いてほしい基礎的な内容を課題とする。 

 

・入試問題は課題に準拠し、努力が必ず

得点になって現れるものを作成する。 

 

 

なぜこんな入試をするの？ 

・こつこつ、決まったことをきちんとこなす

真面目な生徒を獲得するため。 

 

・これから努力して３年後に頭角を現す素

養のある生徒を獲得するため。 
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国語の課題 
第１問題 漢字の読み・漢字の書き取り 2００（漢字検定４級程度） 

ＮＯ．１ 次の傍線部のカタカナを漢字に直しなさい。 

① 部下の前でむやみにイバる。     威張 

② 不正コウイが発覚した。       行為 

③ 運動して健康イジに務める。     維持 

④ ミチガえるほど立派になった。    見違 

⑤ 二人はにこやかにアクシュした。   握手 

⑥ この墓はイダイな国王のものだ。   偉大 

⑦ 病気がトウゲを越し、快方にむかう。 峠 

⑧ イホウ建築を取り締まる。      違法 

⑨ スイソウ楽団のコンサートに行く。  吹奏 

⑩ 客のアツカいに慣れている。     扱 

⑪ いつまでも親にイソンするな。    依存 

⑫ 富士はシュウホウとして知られている。秀峰 

⑬ 実験結果は予想とコトなった。    異 

⑭ 海外に新しく支店をモウける。    設 

⑮ アメリカへのイジュウを考える。   移住 

⑯ 実家は書店をイトナんでいる。    営 

⑰ ハナゾノではバラが満開だ。     花園 

⑱ 七月のことをフミヅキともいう。   文月 

⑲ ここは降雨量の多いチイキだ。    地域 

⑳ ポンプで空気をアッシュクする。   圧縮 

 

ＮＯ．２ 次の傍線部の漢字の読みをひらがなに直しなさい。 

① 母校の選手に熱い声援を送る。    せいえん 

② 幼い頃に影絵をして遊んだ。     かげえ 

③ 赤道より北を北緯で表す。      ほくい 

④ 初めて徒歩で国境を越えた。     こ 

⑤ 心なしか表情に陰りが見られる。   かげ 

⑥ 反政府組織を弾圧する。       だんあつ 

⑦ 領収書に金壱万円也と書く。     いち 

⑧ 複雑な心情を投影した作品だ。    とうえい 

⑨ 弟が後ろ手に何かを隠している。   かく 

⑩ 教会の屋根が鋭角をなしている。   えいかく 

⑪ 封建社会が終わり農奴が解放される。 のうど 
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⑫ 他社より技術面で優越している。   ゆうえつ 

⑬ 父は退職して隠居の身になった。   いんきょ 

⑭ 水害に備えて堤防を拡張する。    ていぼう 

⑮ 軽くて暖かい羽毛ぶとんだ。     うもう 

⑯ 知らせを聞いて有頂天になった。   うちょうてん 

⑰ 製菓会社が異分野に進出する。    せいか 

⑱ 汚れ物は自分で洗っている。     よご 

⑲ 煙雨にかすむ町並みを望む。     えんう 

⑳ 憶測だけで判断してはいけない。   おくそく 

 

ＮＯ．３ 次の傍線部のカタカナを漢字に直しなさい。 

① エモノを目がけて矢を射る。     獲物 

② 厳しいカイリツを守っている。    戒律 

③ キュウカを取って海外へ行く。    休暇 

④ 成功の可能性はカイムに等しい。   皆無 

⑤ ヒマを見つけて練習にはげむ。    暇 

⑥ 複数の商品をヒカクして買う。    比較 

⑦ ミナサマお元気でしょうか。     皆様 

⑧ 保養地でユウガな日々を過ごす。   優雅 

⑨ 昨日の台風で屋根がコワれた。    壊 

⑩ 他国のカイニュウをこばむ。     介入 

⑪ 今年はギョカク量が減少した。    漁獲 

⑫ ダムがケッカイする危険がある。   決壊 

⑬ 注意点をカジョウガきにする。    箇条書 

⑭ 蚕のまゆから絹糸をとる。      蚕 

⑮ 資金不足を借入金でオギナう。    補 

⑯ 案件をサッキュウに処理する。    澄 

⑰ オンダンな地域で農業が盛んだ。   温暖 

⑱ 決勝戦は雨でエンキとなった。    延期 

⑲ 草木を煮出した液で布をソめる。   染 

⑳ イドウ図書館で本を借りる。     移動 

 

ＮＯ．４ 次の傍線部の漢字の読みをひらがなに直しなさい。 

① 印鑑登録の手続きをする。      いんかん 

② 勝利の方に歓呼の声を上げた。    かんこ 

③ 牧草を刈り取って冬に備える。    か 

④ 思いもよらぬ歓待を受けた。     かんたい 
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⑤ 教授に辞典の監修をお願いした。   かんしゅう 

⑥ 夏は洗濯物の乾きが早い。      かわ 

⑦ 父からの苦言を甘受する。      かんじゅ 

⑧ 法人に給料引き上げを勧告する。   かんこく 

⑨ 手に汗を握る熱戦が続いた。     あせ 

⑩ 環状線は都市を一周している。    かんじょう 

⑪ 夏はプール監視員として働く。    かんし 

⑫ ひざの上で猫が甘える。       あま 

⑬ 当地で勧業博覧会が始まった。    かんぎょう 

⑭ 鑑札の付いた書画を所蔵する。    かんさつ 

⑮ 乾物屋でかつおぶしを買う。     かんぶつ 

⑯ 父は医師から禁煙を勧められた。   すす 

⑰ 山頂の茶店で甘酒を注文した。    あまざけ 

⑱ 衆人環視の中で事件が起きた。    かんし 

⑲ 今度の不始末は汗顔の至りだ。    かんがん 

⑳ 夜が更けるまでともと歓をつくす。  かん 

 

ＮＯ．５ 次の傍線部のカタカナを漢字に直しなさい。 

① ヤワらかな毛布にくるまる。     柔  

② ここはチョウジュウの保護区だ。   鳥獣 

③ トラにオソわれる夢を見た。     襲 

④ ジュウドウで心と技をみがく。    柔道 

⑤ 事故はイッシュンの油断からだ。   一瞬 

⑥ 生活ヒツジュヒンをそろえる。    必需品 

⑦ 七月ゲジュンから夏休みになる。   下旬 

⑧ アラスカの氷原でケモノを追う。   獣 

⑨ ユウシュウな成績で卒業した。    優秀 

⑩ 両軍が呉越ドウシュウで来た。    同舟 

⑪ 町にクウシュウ警報が鳴り響く。   空襲 

⑫ ニュウジャクな精神をきたえる。   柔弱 

⑬ 社長シュウニンを盛大に祝う。    就任 

⑭ 親友をウラギることはできない。   裏切 

⑮ シヤの広い人材を求めている。    視野 

⑯ マコトに申し訳ございません。    誠 

⑰ 対談で作家のスガオにせまる。    素顔 

⑱ カセツの住宅に入居した。      仮設 

⑲ 駅コウナイの売店で雑誌を買う。   構内 
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⑳ 研究成果をサッシにまとめた。    冊子 

 

ＮＯ．６ 次の傍線部の漢字の読みをひらがなに直しなさい。 

① 近所に御殿のような家が建った。  ごてん 

② 多額の使途不明金が見つかった。  しと 

③ 不正行為に怒りの声を上げる。   いか 

④ 子どもから大人への過渡期だ。   かとき 

⑤ 店に注文の電話が殺到した。    さっとう 

⑥ 見渡す限りのラベンダー畑だ。   みわた 

⑦ 弱音を吐くようではだめだ。    よわね 

⑧ 海外からの通信が途切れた。    とぎ 

⑨ 委任状のはじめに会長殿と書く。  どの 

⑩ 旅行会社の添乗員になった。    てんじょう 

⑪ 守銭奴と言われたくない。     しゅせんど 

⑫ ハンバーグに野菜を添える。    そ 

⑬ 少女は深い吐息をもらした。    といき 

⑭ 場内から怒号が飛びかった。    どごう 

⑮ 通学途中に試験勉強をする。    とちゅう 

⑯ 古代に日本へ渡ってきた一族だ。  わた 

⑰ 名人の域には到達できない。    とうたつ 

⑱ 今回の目標の達成は至難の業だ。  わざ 

⑲ 遣唐使は大陸文化をもたらした。  けんとうし 

⑳ 透き通るような白いはだだ。    す 

 

ＮＯ．７ 次の傍線部のカタカナを漢字に直しなさい。 

① 今年もスイトウの刈り入れが始まる。   水稲 

② この事件のケイイを振り返る。      経緯 

③ ショハンの事情により遠足は中止する。  諸般 

④ 会のメイショウを決める。        名称 

⑤ 生物は皆ハンショク能力を持つ。     繁殖 

⑥ エンマクをはって敵の目をあざむく。   煙幕 

⑦ うるさくてアンミンできない。      安眠 

⑧ 万障クり合わせてご参加下さい。     繰 

⑨ 戦力をコジするための行為に過ぎない。  誇示 

⑩ ダイナマイトがバクハツする。      爆発 

⑪ 事実をコチョウして伝える。       誇張 

⑫ 世阿弥はゆうめいなヨウキョクの作者だ。 謡曲 
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⑬ 絵をガクブチに入れる。          額縁 

⑭ 飛行機から見ると船もマメツブ大に見える。 豆粒 

⑮ へびがトウミンする。           冬眠 

⑯ 神社のエンニチだ。            縁日 

⑰ 卒業記念にテントをキゾウする。      寄贈 

⑱ 自然カンキョウを守る。          環境 

⑲ 皇太子が王位をケイショウする。      継承 

⑳ 妹は服を汚されたとオコった。       怒 

 

ＮＯ．８ 次の傍線部の漢字の読みをひらがなに直しなさい。 

① 漁網でさかなを取る。        ぎょもう 

② 虫が入らないように網戸を閉める。  あみど 

③ 婦人会で民謡の練習をする。     みんよう 

④ 月賦払いで買う。          げっぷ 

⑤ 台風の現在地の緯度を調べる。    いど 

⑥ 私の実家は稲作に従事している。   いなさく 

⑦ 珍重に値する品だ。         ちんちょう 

⑧ かぜをひいて鼻が詰まる。      つ 

⑨ あの文章には脈絡がない。      みゃくらく 

⑩ 小舟に乗って川を下る。       こぶね 

⑪ 海上の船から砲撃をする。      ほうげき 

⑫ この試合はテレビ中継される。    ちゅうけい 

⑬ 功労者に称賛を送る。        しょうさん 

⑭ 銭湯の煙突が目印だ。        えんとつ 

⑮ 最初にせんせいの自己紹介があった。 しょうかい 

⑯ 一般大衆の意見。          いっぱん 

⑰ 空気が乾燥している、火災に注意。  かんそう 

⑱ 受験の合格祈願に行く。       きがん 

⑲ 現状維持では進歩がない。      いじ 

⑳ 検察官が起訴状を読み上げる。    きそ 

 

ＮＯ．９ 次の傍線部のカタカナを漢字に直しなさい。 

① ヤクザイ師の試験に合格する。    薬剤 

② この絵はインエイに富んでいる。   陰影 

③ 子供はおユウギの時間が楽しみだ。  遊戯 

④ もはやシャクメイの余地はない。   釈明 

⑤ あらたなシゲキを求めて旅に出る。  刺激 
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⑥ エイビンな神経をしている。     鋭敏 

⑦ あらゆる技法をクシする。      駆使 

⑧ 日本ブヨウのけいこをする。     舞踊 

⑨ 観客のカンセイが響き渡る。     歓声 

⑩ いつも兄とヒカクされる。      比較 

⑪ 選挙結果はソクジツ発表される。   即日 

⑫ 秋は昼夜の気温のカクサが大きい。  較差 

⑬ その作品は特にイサイを放っていた。 異彩 

⑭ エイリな刃物。           鋭利 

⑮ ドンカンで人の気持ちに気付かない。 鈍感 

⑯ 坂のケイシャは五度くらいだ。    傾斜 

⑰ 健康のために散歩をススめる。    勧 

⑱ シェークスピアのギキョクが上演される。 戯曲 

⑲ 弥生時代のイセキを発掘する。    遺跡 

⑳ 現代科学のセンク者。        先駆 

 

ＮＯ．１０ 次の傍線部の漢字の読みをひらがなに直しなさい。 

① 西洋史を専攻している。       せんこう 

② 鉛筆をけずる。           えんぴつ 

③ 連鎖反応を断つ。          れんさ 

④ 大きな屋敷に住む。         やしき 

⑤ 体育で跳馬の練習をする。      ちょうば 

⑥ 周到に準備して本番に臨む。     しゅうとう 

⑦ このあたりはとても警戒が厳しい。  けいかい 

⑧ 体育の時間に剣道をする。      けんどう 

⑨ 山の斜面をかけおりる。       しゃめん 

⑩ かじ職人が刀剣を鍛える。      とうけん 

⑪ 彼が新郎の友人です。        しんろう 

⑫ オリンピックの跳躍競技を観戦する。 ちょうやく 

⑬ 稲刈りの季節がやってきた。     いねか 

⑭ 内閣支持率は国民の気持ちの投影図だ。 とうえい 

⑮ 図書室の本を返却する。       へんきゃく 

⑯ 夏祭には盆踊り大会がある。     ぼんおど 

⑰ 歓喜の声を上げる。         かんき 

⑱ 芸術の殿堂。            でんどう 

⑲ 自分に都合良く解釈する。      かいしゃく 

⑳ 夜のひとり歩きは物騒だ。      ぶっそう 
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第２問題 対義語３０ 

No 
ふりがな 

No 
ふりがな 

No 
ふりがな 

対義語 対義語 対義語 

１ 
いっち そうい 

２ 
ぞうしん げんたい 

３ 
たいはい あっしょう 

一致 相違 増進 減退 大敗 圧勝 

４ 
ゆうりょう れつあく 

５ 
かねつ れいきゃく 

６ 
がいしゅつ ざいたく 

優良 劣悪 加熱 冷却 外出 在宅 

７ 
じみ はで 

８ 
たんしゅく えんちょう 

９ 
きほん おうよう 

地味 派手 短縮 延長 基本 応用 

10 
ていれい りんじ 

11 
こんなん ようい 

12 
しゅっせい しぼう 

定例 臨時 困難 容易 出生 死亡 

13 
きゃっか じゅり 

14 
ほしゅ かくしん 

15 
とうそう ついせき 

却下 受理 保守 革新 逃走 追跡 

16 
かんれい おんだん 

17 
こうげき ぼうぎょ 

18 
けってい ほりゅう 

寒冷 温暖 攻撃 防御 決定 保留 

19 
しんちょう けいそつ 

20 
かいさん けっせい 

21 
しんこう ていし 

慎重 軽率 解散 結成 進行 停止 

22 
りえき そんしつ 

23 
たんじゅん ふくざつ 

24 
せっきょく しょうきょく 

利益 損失 単純 複雑 積極 消極 

25 
けんり ぎむ 

26 
きたい しつぼう 

27 
きんし きょか 

権利 義務 期待 失望 禁止 許可 

28 
せいさん しょうひ 

29 
じゅよう きょうきゅう 

30 
ぜんしん こうたい 

生産 消費 需要 供給 前進 後退 

 

第３問題 四字熟語３０ 

No 四字熟語 読み方 意 味 

1 一網打尽 いちもうだじん 犯人などを一度に全員捕らえること。 

2 以心伝心 いしんでんしん 
言葉に出さなくても、気持ちや考えが伝わる

こと。 

3 起承転結 きしょうてんけつ 物事や文章の組み立て・構成と順序。 

4 油断大敵 ゆだんたいてき 
油断は失敗のもとになるから恐ろしい敵と考

えねばならないと言うこと。 

5 空前絶後 くうぜんぜつご 
過去になく未来にも同じようなことはないだろ

うと思われること。 

6 起死回生 きしかいせい 
滅亡、崩壊、敗北などしかかっているものを

立て直すこと。 
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7 才色兼備 さいしょくけんび 
女性がすぐれた才知と美しさとの両方を持っ

ていること。 

8 悪戦苦闘 あくせんくとう 
死に物狂いの苦しい戦闘。また、困難に打ち

勝とうとする必死の努力。 

9 前途有望 ぜんとゆうぼう 
将来大いに望みのあること。見込みのあるこ

と。また、その様。 

10 意味深長 いみしんちょう 意味が深くて含蓄のある様。 

11 美辞麗句 びじれいく 美しく飾った言葉や文句。 

12 一挙両得 いっきょりょうとく 
一つのことをして、同時に二つの利益を得る

こと。一石二鳥。 

13 本末転倒 ほんまつてんとう 
大事なことを忘れて些細なことにこだわるこ

と。 

14 理路整然 りろせいぜん 
話や文章などの道筋がきちんと整っている

様。 

15 異口同音 いくどうおん 
みんなが口をそろえて同じ事を言うこと。意

見が一致すること。 

16 奇想天外 きそうてんがい 思いもよらない変わったこと。また、その様。 

17 疑心暗鬼 ぎしんあんき 
なんでもないことまで不安になり信じられなく

なること。 

18 針小棒大 
しんしょうぼうだ

い 
小さなことをおおげさに言うこと。 

19 縦横無尽 じゅうおうむじん 自由自在であること。思う存分。 

20 七難八苦 しちなんはっく 
この世に起こる七種の災難と八つの苦しみ。

さまざまの欠点や災難。 

21 旧態依然 きゅうたいいぜん 昔のままで進歩・発展の無い様。 

22 無味乾燥 むみかんそう 何の面白みも潤いもないこと。また、その様。 

23 一進一退 いっしんいったい 
進んだり退いたりすること。また良くなったり

悪くなったりすること。 

24 臨機応変 りんきおうへん 
その場に臨んで状況を判断し、変化に応じて

適切な手段をとること。 

25 自画自賛 じがじさん 自分で自分のことを褒めること。手前味噌。 

26 言語同断 ごんごどうだん 
あきれて言葉も出ないほどひどいこと。ま

た、その様。 

27 五里霧中 ごりむちゅう 
何の手掛かりも無くどうしてよいか見当のつ

かないこと。 

28 大同小異 だいどうしょうい 
細かい点は異なるが大体同じであること。大

差ないこと。 

29 単刀直入 
たんとうちょくにゅ

う 

文章や話で前置きを抜きにして直接本題に

入ること。 

30 付和雷同 ふわらいどう 
自分に定まった考えがなく、たやすく他人の

意見に同調すること。 
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第４問題 慣用句２０ 

No 慣用句 意 味 

1 目に余る やることがひどくて黙って見ていられない。 

2 鼻が高い いかにも得意である。 

3 肩を落とす がっかりして、気力をなくす。 

4 目を細める 
うれしさやかわいらしさに、うっとりした顔つき

になる。 

5 歯の衣着せない 思っていることを遠慮なくはっきり言う。 

6 舌を巻く 非常に感心して驚く。 

7 耳をそばだてる 集中して聞こうとする。 

8 耳が痛い 欠点や弱点を言われ、聞くのがつらい。 

9 顔が広い つきあいが多く、広く知られている。 

10 骨が折れる 面倒で苦労が多い。 

11 手を焼く てこずる。持て余す。 

12 足が出る 予算を超えてしまう。 

13 筆舌に尽くしがたい 文字にも言葉にも表わすのが難しい。 

14 馬が合う 気が合う。 

15 息をのむ はっと驚く。 

16 水をさす 邪魔をする。 

17 途方に暮れる どうしたらいいのかわからない。 

18 さじを投げる 見込みがないとあきらめる。 

19 お茶をにごす その場をいい加減にごまかす。 

20 羽を伸ばす のびのびと自由にふるまう。 

 

第５問題 ことわざ２０ 

No 慣用句 意 味 

1 雨降って地固まる 
もめごとがあったあと、かえって前よりもよ

い状態になる。 

2 果報は寝て待て 
運を得ようとして得られるものではないの

で、あせらず運が向くのを待つのがよい。 

3 猫に小判 
貴重なものでも、その価値がわからなけれ

ば何の役にも立たない。 

4 百聞は一見にしかず 
話を何度も聞くよりも、一度実際に見る方

がずっとよくわかる。 

5 石の上にも三年 我慢強く行えば、最後にきっと成功する。 
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6 弘法にも筆の誤り どんな名人でも時には失敗する。 

7 石橋をたたいて渡る 非常に用心深く行動する。 

8 急がば回れ 遠回りでも安全なほうが結局は早い。 

9 鬼に金棒 もともと強いものが一層強くなる。 

10 虎穴に入らずんば虎子を得ず 危険を避けていては大成功もない。 

11 転ばぬ先の杖 
失敗しないように用心しておくことが大切

だ。 

12 泣きっ面に蜂 不運な時に不運が重なる。 

13 情けは人のためならず 
人に親切にしておけば、いつか自分に返っ

てくる。 

14 好きこそ物の上手なれ 好きなことは熱心にやるので上達が早い。 

15 急いては事を仕損じる 物事をあせってやると、かえって失敗する。 

16 善は急げ 
良いことはできるだけ早く実行するのがよ

い。 

17 他山の石 
自分を磨くのに役立つ、他人のつまらない

行いやことば。 

18 立つ鳥跡を濁さず 
他へ移る時は、今いる場所の始末をきちん

とするべきだ。 

19 灯台下暗し 身近なことはかえって気が付きにくい。 

20 二兎を追うものは一兎をも得ず 
二つのことを同時にやろうとしても、どちら

も成功しない。 

 

第６問題 古文重要単語２０ 

No 単語 意味 ゴロ合わせ文 

1 めでたし すばらしい。 めでたく合格！すばらしい！ 

2 あやし 
不思議だ。 

身分が低い。卑しい。 

あやしい奴は不思議にも身分

が低い。 

3 ありがたし 珍しい。めったにない。 
（「有り難し」→有ることが難しい

→珍しい） 

4 うつくし かわいい。 美しい人は昔もかわいい。 

5 おどろく 目を覚ます。目覚める。 驚いて目を覚ます。 

6 ののしる 大騒ぎする。 脳の汁出て大騒ぎする。 

7 むつかし わずらわしい。不快だ。 難しい問題はわずらわしい。 

8 やうやう だんだん。しだいに。 ヨーヨーだんだん上手くなる。 

9 をかし 趣がある。 日本のお菓子は趣がある。 

10 いと 

とても。非常に。 

（後に打消が来て）それほど…（な

い） 

糸がとても長い。 

11 いみじ 
大変だ。（望ましくない場合に使う） 

すばらしい。（誉める場合に使う） 

胃みじかくて消化が大変だけど

すばらしい消化力。 

12 つきづきし ふさわしい。 月月！夜にふさわしい。 
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13 つとめて 早朝。 勤め先には早朝に行く。 

14 のたまふ おっしゃる。 ＮＯ！玉緒がおっしゃる。 

15 つゆ （後に打消が来て）少しも。全然。 梅雨が少しも終わらない。 

16 あまた たくさん。おおぜい。 余ったたくさん、どうするの？ 

17 あはれ しみじみとした趣。 
あわれな話の中に何かしみじ

みとした趣が。 

18 くちをし 残念だ。 
口オッサン化して残念だ。まだ

若いのに。 

19 ゆかし 
行きたい。知りたい。 

見たい。聞きたい。 

（「行かし」→行きたい。） 

（行ってみたいという気持ちから

→見たい。聞きたい。） 

20 つれづれ 退屈だ。 
釣り釣り♪でも魚釣れなくて退

屈だ。 

 

第７問題 要約問題 

短い文章を読んで、要約（簡単にまとめること）する問題が出ます。１００字

の要約文中に空欄があり、そこに、文章の中で使われている言葉を入れると完

成するような問題です。文章をしっかり読めばできます。短い文章を読んで、

何が書いてあるか、まとめる練習をしておくといいでしょう。 

 

 

 

 

 

英語の課題 

 

 

 

 

課題入試（国語）情報 

第１問題 漢字の読み・漢字の書き取り   

第２問題 対義語    第５問題 ことわざ 

第３問題 四字熟語   第６問題 古文重要単語 

第４問題 慣用句    第７問題 要約問題 

 

出題内容 
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数学　課題
＜中学校１年生の範囲＞

第１問題　基本的な計算問題

★　正負の数の計算

　次の計算をしなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　



 




　　　　　　　　　　　

　　  　　　　　　　　　　　　

　　



　　　　　 




 








　　　　    

　　　　　　　



 




　　　　 




 




　

　　   
 

 

　 
  を正しく計算しているのはどれですか。

　　①　        　　　　　②　       

　　③　    　　　④　  
 

★　文字と式

　次の式を文字式の表し方にしたがって表しなさい。

　　　　　    　　　　 

　　　　　　　  　　　　　
 

　次の数量を文字式で表せ。

　　個円のりんごを個買って、円出してもらったおつり

　　縦、横の長方形の面積

　　本円の鉛筆を本と円の鉛筆本を買ったときの代金

　　縦、横、高さの直方体の体積

　　人の英語のテストの得点点、点、点の平均

　　時速で時間進んだときの距離

　　定価円の商品を引きで買ったときの値段

　　上底が、下底が、高さがの台形の面積
 

　のとき、次の式の値を求めなさい。
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　次の計算をしなさい。

　　　　　  　　　   

　　











　　　








　

　　



 







 



　　  　　　 




 




　

　　
 


　　　

 




 


　　　

 



 


 

　次の数量の関係を不等式で表せ。

　　本が円の鉛筆本と本が円の鉛筆本の値段は円以下だった。

　　駅から離れた学校まで、時速で時間歩いたところ、残り以下であ

　　　った。

　　ある集会で、人の参加者に後から人が追加で参加したが、定員の名より少な

　　　かった。
 

第２問題　１次方程式

　次の方程式の解を求めなさい。

　　　　　　　　　　　　





　　








　　　　　　　　  　

　　　　　　











　

 

　次の問いに答えなさい。

　　大小つの整数があり、和は、差はである。大きいほうの数をとするとき、

　　の値を求めよ。

　　弟は家を出発して学校に向かいました。兄はその分前に家を出発して学校に向か

　　っていました。弟の歩く早さを分速、兄の歩く早さを分速とすると、弟が兄

　　に追いつくのは弟が出発してから何分後か。
 

　次のの値を求めよ。
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第３問題　比例と反比例

　次のそれぞれについて、をの式で表しなさい。

　　本円の鉛筆本の代金円

　　底辺、高さの三角形の面積 

　　の道のりを時速で走ったときに時間かかる。
 





 















　次の点、、、、、の座標を答えよ。

　　点の座標　　点の座標　　点の座標

　　点の座標　　点の座標　　点の座標

 

① ②

③

④

①





 



④

　次の①～④のグラフの中で次のものを選べ。

　　を表すグラフ　

　　



を表すグラフ

　　



を表すグラフ

　　



を表すグラフ

 

　次の問いに答えなさい。

　　釘がたくさんあり、その本数を調べたいと思います。この釘本の重さを調べたと

　　ころ、でした。くぎ本の重さをとする。次の①、②に答えなさい。

　　①　をの式で表しなさい。

　　②　くぎ全部の重さを調べたところでした。このくぎは何本ありますか。
 

　　自動車が、ある道のりを時速で走ったところ時間かかりました。同じ道の

　　りを時速で走ったときにかかる時間を時間とする。次の①、②に答えなさい。

　　①　をの式で表しなさい。

　　②　同じ道のりを時速で走ると何時間かかりますか。
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第４問題　空間図形

次のものを求めなさい。

　　直角をはさむ辺がと、他の辺がの直角三角形を底面とし、高さ　

　がの三角柱の表面積を求めよ。

　　底面の半径が、母線の長さがの円錐について、次の問いに答えなさい。

　　①　側面のおうぎ形の弧の長さと中心角　　　②　側面積　　　③　表面積
 












　　次の立体の体積を求めなさい。

　　①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　③

 

 



 

 

　　次の図形を、直線を軸として回転させてできる立体の体積を求めなさい。

　　①　　　　　　　　　　　　　　　②　

 





　　半径の球と、その球がちょうど入る円柱があります。

　　①　球の体積と円柱の体積の比を求めなさい。

　　②　球の表面積と円柱の側面積の比を求めなさい。
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第５問題　資料の整理と活用

　　下の資料は、人の垂直とびの記録です。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　単位は

　①　平均値を求めなさい。　②　中央値を求めなさい。　　③　最頻値を求めなさい。
 

　　下の資料は、生徒人のあるゲームの得点の結果です。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　単位は点

　①　平均値を求めなさい。　②　中央値を求めなさい。　　③　最頻値を求めなさい。
 

 

＜中学校２年生の範囲＞

第６問題　基本的な計算問題

　次の式の次数を答えなさい。

　　  　　　    　　　
 

　次の計算をしなさい。

　　    　　　　　   

　　    　　　　　　　    　

　　


 
    　　　　　　  




　　　　

　　


   


   　　　　   

　　
 




 


　　　　　　　

 




 


　　　　　

　　
 


　　　　　  　　　　　　   

 

　　          　　　        
 

　次の各式をについて解きなさい。
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第７問題　連立方程式

　次の連立方程式を解きなさい。

　　
  

  
　　　　　　　

  

  
　　　　　

  

  
　　　　　　

　　
  

  
　　　　　　　





  






 


 

　　　





















 

　次の問いに答えなさい。

　　りんごジュース本とオレンジジュース本の代金の合計は円。りんごジュース

　　本とオレンジジュース本の代金の合計は円です。このとき、りんごジュース本

　　の値段は何円ですか。

　　個円のみかんと個円のりんごを合わせて個買った代金は円でした。

　　買ったみかんの個数は何個ですか。
 

第８問題　次関数

　次の直線の式を求めなさい。

　　傾きがで切片がである直線

　　直線



と平行でを通る直線

　　変化の割合がで、直線



と軸で交わる直線

　　を通る直線
 





 





①

②

③

　次の①～③のグラフの中で次のものを選べ。
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第９問題　平行線と角

　次の角度を求めなさい。

　　右の図で、を求めよ。

　　右の図で、のとき、を求めよ。

 











































　　右の図において、のとき、を求めよ。

　　右の図において、を求めよ。

　　下の図において、のとき、の大きさを求めなさい。

　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　

 

　次の問いに答えなさい。

　　角形の外角の和を答えなさい。

　　五角形の内角の和を求めなさい。

　　内角の和がである多角形は何角形か答えなさい。

　　正十角形の１つの外角を求めなさい。

　　１つの外角がである正多角形は何角形か答えなさい。

　　正五角形の１つの内角を答えなさい。
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第１０問題　確率

次の確率を求めなさい。

　　びんの王冠を回投げて表が出た回数を調べたところ回でした。この王冠を

　　投げて表が出る確率を求めなさい。

　　ある市の過去の年間の気象記録を調べたら、月日が晴れだったのは日ありま

　　した。この市で、月日が晴れになる確率を求めなさい。

　　個のさいころを投げるとき、奇数の目が出る確率を求めなさい。

　　同じ大きさの青球個と白球個が入った袋があります。この袋の中から個の球を

　　取り出すとき、それが白球である確率を求めなさい。

　　、の人が硬貨を枚ずつ投げます。表が出た方を勝ちとしますが、人とも表

　　が出た場合や人とも裏が出た場合は引き分けとします。が勝つ確率を求めなさい。
 

　　、、、の人の中からリーダーとサブリーダーの人を選ぶとき、がどちら

　　かに選ばれる確率を求めなさい。

　　つのさいころを同時に投げるとき、出る目の和がになる確率を求めなさい。

　　本のうち本の当たりくじが入っているくじがあります。、の人がこの順に

　　本ずつくじを引くとき、の当たる確率を求めなさい。

　　つのさいころを同時に投げるとき、出る目の和が以下になる確率を求めなさい。

　　男子人、女子人の中から、くじびきで人を選ぶとき、少なくとも人は女子が

　　選ばれる確率を求めなさい。
 

①

②

③

                  時間

第１１問題　データの比較

　次のデータは，人の生徒のか月の読書時間を調べ，短いほうから順に整理したも

　のです。このデータについて，次の問いに答えなさい。

　　 単位時間 

　　　第四分位数，第四分位数，第四分位数を求めなさい。

　　　四分位範囲を求めなさい。

　　　このデータの箱ひげ図として正しいものを下の①～③から選びなさい。
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　下の図は，あるクラスの班と班のそれぞれ人が，点満点のゲームをしたときの

　得点の分布の様子を箱ひげ図に表したものです。

　　このとき，箱ひげ図から読みとれることとして正しくないものをいいなさい。

　①　班の得点のデータの方が，班の得点のデータより四分位範囲が大きい。

　②　どちらの班にも，得点が点以上の生徒は人いる。

　③　どちらの班もデータの範囲は点である。

　④　どちらの班にも，得点が点の生徒が必ずいる。
 

班

班

          点
 

＜　解　答　＞

第１問題　基本的な計算問題

　★正負の数の計算

　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　

　　　　　　　　　


　　　　　　　　




　　　　　

　②

　★文字と式
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第２問題　１次方程式

　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　


　　　　　　




　　　　　分後

　　　　　　　　　
 

第３問題　比例と反比例

　　　　　


　　




　　  　  　  　  　  　 

　　　②　　③　　④　　①

　　　①　


　②　本　　①　




　②　時間

 

第４問題　空間図形

　　  　　

　　①　弧の長さ、中心角　　②　  　③　 

　　①　  　②　  　③　  　

　　①　  　②　  　　　　　　　①　　②　
 

第５問題　資料の整理と活用

　　①　　②　　③　　　　①　　②　　③　
 

第６問題　基本的な計算問題
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第７問題　連立方程式

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　円　　個
 

第８問題　１次関数

　　　　　





　　　　





　　　②　　③　　①
 

第９問題　平行線と角

　　　、　　、　　　　、

　　　　①　　②　

　　　　　　　九角形　　　　正十二角形　　
 

第１０問題　確率

　　



　　



　　


　　



　　



　　



　　



　　



　　




　　



 

第１１問題　データの比較

　　　第四分位数：時間　第四分位数：時間　第四分位数：時間

　　　　時間　　　　　　①

　　④
 

 

　出題内容

課題入試（数学）情報

　　　第１問題　基本的な計算問題　　　　第６問題　連立方程式

　　　第２問題　１次方程式　　　　　　　第７問題　１次関数

　　　第３問題　比例と反比例　　　　　　第８問題　平行線と角

　　　第４問題　空間図形　　　　　　　　第９問題　確率

　　　第５問題　資料の整理と活用　　　　第問題　データの比較

 

 

 

 

出題内容 
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英語の課題 

英語の課題は、基本的な英単語と重要表現をまとめました。 

英単語  

１．数 

 英単語 意味  英単語 意味 

1 one 1 28 hundred 100 

2 two 2 29 thousand 1000 

3 three 3 30 first 1 番目 

4 four 4 31 second 2 番目 

5 five 5 32 third 3 番目 

6 six 6 33 fourth 4 番目 

7 seven 7 34 fifth 5 番目 

8 eight 8 35 sixth 6 番目 

9 nine 9 36 seventh 7 番目 

10 ten 10 37 eighth 8 番目 

11 eleven 11 38 ninth 9 番目 

12 twelve 12 39 tenth 10 番目 

13 thirteen 13 40 eleventh 11 番目 

14 fourteen 14 41 twelfth 12 番目 

15 fifteen 15 42 thirteenth 13 番目 

16 sixteen 16 43 fourteenth 14 番目 

17 seventeen 17 44 fifteenth 15 番目 

18 eighteen 18 45 twentieth 20 番目 

19 nineteen 19 

20 twenty 20 

21 thirty 30 

22 forty 40 

23 fifty 50 

24 sixty 60 

25 seventy 70 

26 eighty 80 

27 ninety 90 
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２．曜日・月・季節 

 英単語 意味  英単語 意味 

1 Monday 月曜日 13 June ６月 

2 Tuesday 火曜日 14 July ７月 

3 Wednesday 水曜日 15 August ８月 

4 Thursday 木曜日 16 September ９月 

5 Friday 金曜日 17 October １０月 

6 Saturday 土曜日 18 November １１月 

7 Sunday 日曜日 19 December １２月 

8 January １月 20 spring 春 

9 February ２月 21 summer 夏 

10 March ３月 22 fall 秋 

11 April ４月 23 winter 冬 

12 May ５月 

 

３．人称代名詞 

人称 

（単数） 

主格 

（～は） 

所有格 

（～の） 

目的格 

（～を、に） 

所有代名詞 

（～のもの） 

1 人称 私 I my me mine 

2 人称 あなた you your you yours 

3 人称 

彼 he his him his 

彼女 she her her hers 

それ it its it － 

 

人称 

（複数） 

主格 

（～は） 

所有格 

（～の） 

目的格 

（～を、に） 

所有代名詞 

（～のもの） 

1 人称 私たち we our us ours 

2 人称 あなたたち you your you yours 

3 人称 

彼ら 

彼女ら 

それら 

they their them theirs 
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4．動詞活用 

 原  形 (意味)       現在形 過去形 過去分詞 ing 形 

1 cut 切る cut(s) cut cut cutting 

2 hit     打つ hit(s) hit hit hitting 

3 put つける・置く put(s) put put putting 

4 read 読む read(s) read read reading 

5 become ～になる become(s) became become becoming 

6 come 来る come(s) came come coming 

7 run 走る run(s) ran run running 

8 bring 持ってくる bring(s) brought brought bringing 

9 build 建てる build(s) built built building 

10 buy 買う buy(s) bought bought buying 

11 catch つかまえる catch(es) caught caught catching 

12 feel 感じる feel(s) felt felt feeling 

13 find 見つける find(s) found found finding 

14 get 得る get(s) got got, gotten getting 

15 have 持っている have, has had had having 

16 hear 聞く hear(s) heard heard hearing 

17 keep 保つ keep(s) kept kept keeping 

18 leave 出発する leave(s) left left leaving 

19 make 作る make(s) made made making 

20 meet 会う meet(s) met met meeting 

21 say 言う say(s) said said saying 

22 stand 立っている stand(s) stood stood standing 

23 teach 教える teach(es) taught taught teaching 

24 tell 話す・教える tell(s) told told telling 

25 think 思う think(s) thought thought thinking 

26 be ～である・～にいる am, is / are was / were been being 

27 begin はじめる begin(s) began begun beginning 

28 break 破る・壊す break(s) broke broken breaking 

29 do する do, does did done doing 

30 drink 飲む drink(s) drank drunk drinking 
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31 eat 食べる eat(s) ate eaten eating 

32 give 与える give(s) gave given giving 

33 go 行く go(es) went gone going 

34 know 知っている know(s) knew known knowing 

35 see 見る see(s) saw seen sseing 

36 sing 歌う sing(s) sang sung singing 

37 speak 話す speak(s) spoke spoken speaking 

38 swim 泳ぐ swim(s) swam swum swimming 

39 take 持っていく take(s) took taken taking 

40 write 書く write(s) wrote written writing 

 

５．比較変化 

 原級  比較級「より～」 最上級「最も～」 

1 cold 寒い colder coldest 

2 fast 速い faster fastest 

3 hard 難しい、熱心に harder hardest 

4 high 高い higher highest 

5 long 長い longer longest 

6 old 古い older oldest 

7 hot 暑い hotter hottest 

8 large 大きい larger largest 

9 strong 強い stronger strongest 

10 early 早く earlier earliest 

11 easy 簡単な easier easiest 

12 happy 幸せな happier happiest 

13 heavy 重い heavier heaviest 

14 bad 悪い worse worst 

15 good / well 良い,よく better best 

16 difficult 難しい more difficult most difficult 

17 famous 有名な more famous most famous 

18 important 重要な more important most important 

19 interesting おもしろい more interesting mostinteresting 

20 popular 人気のある more popular most popular 
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６．英単語 

1 about およそ、～について 36 English 英語（の） 

2 after ～のあと 37 enough 十分な 

3 afternoon 午後 38 every 毎…、どの…も 

4 all すべての 39 everything 何でも、全てのこと 

5 also ～もまた 40 example 例 

6 always いつも 41 family 家族 

7 anything 何か、何もどれも 42 festival 祭り、祭典 

8 around ～のまわりに 43 foreign 外国（から）の 

9 baseball 野球 44 free ひまな、自由な 

10 basketball バスケットボール 45 friend 友人 

11 beautiful 美しい 46 from ～から 

12 because ～だから 47 girl 女の子 

13 before 前に 48 great すばらしい、大きい 

14 between ～の間に 49 here ここで 

15 bike 自転車 50 holiday 休日 

16 bird 鳥 51 hospital 病院 

17 black 黒（い） 52 hour 時間、1 時間 

18 book 本 53 how どうやって、どれくらい 

19 both 両方 54 Internet インターネット 

20 breakfast 朝食 55 just たった今、ちょうど 

21 bus バス 56 kind 親切な、種類 

22 busy 忙しい 57 last この前の 

23 but しかし 58 library 図書館（室） 

24 by ～によって,～のそばに 59 life 生命、生活、人生 

25 can ～できる 60 lunch 昼食 

26 child 子ども 61 many 多くの 

27 children child の複数形 62 may ～かもしれない 

28 classroom 教室 63 morning 朝、午前 

29 computer コンピューター 64 much 多くの（数えられない） 

30 cool 涼しい、かっこいい 65 music 音楽 

31 country 国、田舎 66 must ～しなければならない 

32 delicious とてもおいしい 67 near ～の近く（で） 

33 different 違った、様々な 68 never 一度も～ない 

34 dinner 夕食 69 new 新しい 

35 during ～の間ずっと、～の間 70 night 夜 
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71 nothing 何も～ない 101 then そのとき,それから 

72 number 数,番号 102 there そこに（で） 

73 often しばしば 103 these これら（の） 

74 only ただ～だけ,ただ一つの 104 thing もの,こと 

75 other 他の,もう一方の 105 those あれら（の）,それら（の） 

76 over 向こう側に,終わって 106 tired 疲れた 

77 parent 親 107 together いっしょに 

78 people 人々,国民 108 tomorrow 明日（は） 

79 place 場所 109 traditional 伝統的な 

80 problem 問題 110 under ～の下に 

81 question 質問 111 until ～するまで（ずっと） 

82 really 本当に 112 usually ふつうは、いつもは 

83 sad 悲しい 113 very とても 

84 same 同じ,同じこと（もの） 114 volunteer ボランティア 

85 shop 店,買い物をする 115 weather 天気 

86 should ～すべきだ 116 what 何（の）,なんと～な 

87 since ～（して）以来 117 when いつ, ～（するときに） 

88 small 小さい 118 where どこに（で） 

89 so とても,だから 119 which どの、どちら、どれ 

90 some いくつかの 120 who だれ 

91 someone だれか 121 whose だれの 

92 something 何か 122 why なぜ 

93 sometimes ときどき 123 will ～するつもりだ 

94 soon すぐに 124 with ～と一緒に、～を使って 

95 station 駅 125 without ～なしで 

96 still まだ 126 world 世界 

97 student 生徒、学生 127 wrong 調子が悪い、誤った 

98 subject 教科、科目 128 year 年、1 年 

99 tall 背が高い 129 yesterday 昨日（は） 

100 than ～よりも 130 young 若い、幼い 
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７．重要表現 

  例文 

1 
There be ~ 

～があります 

There are many good restaurants. 

たくさんの良いレストランがあります。 

2 
How many ~? 

いくつの～？ 

How many rabbits do they have? 

何匹のうさぎを飼っていますか？ 

3 

How long ~? 

どれくらい長く～？ 

（期間・時間） 

How long have you lived in Japan? 

あなたはどれくらい日本に住んでいるのですか？ 

4 
I think (that) ~ 

私は～だと思う 

I think that sleeping well is important. 

私は、よく眠ることは大切だと思います。 

5 
listen to ~ 

～を聞く 

I listen to music every day. 

私は毎日音楽を聴きます。 

6 
be going to ~ 

～するつもりだ 

I am going to visit Singapore next week. 

私は来週シンガポールへ訪れるつもりです。 

7 
have to ~, must ~ 

～しなければならない 

I have to speak English here. 

私はここでは英語を話さなければいけません。 

You must help your mother. 

あなたはお母さんを助けないといけません。 

8 
a lot of 

たくさんの 

He has a lot of books. 

彼はたくさんの本を持っています。 

9 
a few 

少数の 

Please wait for a few days. 

数日待ってください。 

10 
get up 

起きる 

Did you get up early yesterday? 

あなたは昨日早く起きましたか。 

11 

Can you ~? 

～してもらえますか？ 

～できますか？ 

Can you take me to the station? 

私を駅まで連れて行ってもらえますか？ 

12 
be surprised to~ 

～して驚く 

I’m surprised to see this. 

私はこれを見て驚いています。 

13 
May I ~? 

～してもよいですか？ 

May I ask you a favor? 

お願いがあるのですが。 

14 
be interested in ~ 

～に興味がある 

I am interested in making movies. 

映画をつくることに興味があります。 

15 
too…to~ 

~するには…すぎる 

We were too scared to get out. 

私たちは怖くて逃げられなかった。（逃げるのには怖すぎた） 

16 
both A and B 

ＡとＢ両方とも 

Both Mr. and Mrs. Wilson were very kind. 

ウィルソン夫妻はとても親切でした。 
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17 
in front of 

～の前に 

She fell down in front of her house. 

彼女は家の前で倒れました。 

18 

It is … for (人など) to ~ 

(人)にとって～するこ

とは…だ 

It is important for us to understand the problem. 

私たちにとって問題を理解することは重要です。 

19 
look for ~ 

～をさがす 

I was looking for my pencil case then. 

私はそのとき筆箱をさがしていました。 

20 
Why don’t we~? 

（一緒に）～しませんか 

Why don’t we play a card game? 

一緒にカードゲームをしませんか。 

21 
for example 

たとえば 

They burned candles, for exaple. 

たとえば、彼らはろうそくを燃やしました。 

22 
how to ~ 

～の仕方 

I know how to use these products. 

私はこれらの製品の使い方を知っています。 

23 
be good at~ 

～するのが得意 

I am good at dancing. 

私は踊るのが得意です。 

24 
take a picture 

写真を撮る 

A lot of people are taking pictures of it. 

多くの人々がその写真を撮っています。 

25 
have been to ~ 

~に行ったことがある 

I have been to Tokyo twice. 

私は東京に二度行ったことがあります。 

26 

would like to ~ 

～したい（丁寧な言い

方） 

I would like to talk about my dream. 

私は自分の夢についてお話したいと思います。 

27 
want to ~ 

～したい 

I want to be a chef. 

私は料理人になりたい。 

28 
as~as… 

…と同じくらい～ 

This movie is as popular as that one. 

この映画は、あの映画と同じくらい人気があります。 

29 
look forward to ~ 

～を楽しみにしている 

I’m looking forward to seeing you. 

あなたに会えることを楽しみにしています。 

30 
keep ~ing 

~し続ける 

I keep trying to speak in English. 

私は英語でしゃべり続けようとしています。 

 

                            

 

課題入試（英語）情報                      

第１問題～第５問題 英単語に関わる問題             

第６問題～第７問題 重要表現に関わる問題（暗唱すること） 

出題内容 
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社会の課題 

課題範囲について 

地理、歴史、公民のうち１，２年生で習う地理と歴史にしぼって、課題を作成

しました。 

 

１．地理に関する問題 

・世界の６つの州と３つの大洋を覚えよう！ 

・南極大陸以外の大陸にあるさまざまな国と地域は、周辺の島々と合わせて、六つの

州に大きく分けることができる。六つの州とは（①ヨーロッパ州）、（②アフリカ

州）、（③アジア州）、（④オセアニア州）、（⑤北アメリカ州）、（⑥南アメリカ

州）である。 

 また、三大洋とは（⑦太平洋）、（⑧インド洋）、（⑨大西洋）である。 
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・方位（８方位）を覚えよう 

（①  北  ） 

（②  西  ） 

（③  東  ） 

（④  南  ） 

（⑤ 北西 ） 

（⑥ 北東 ） 

（⑦ 南西 ） 

（⑧ 南東 ） 

 

＜世界各地の人々の生活と環境＞ 

 問題 答え 

1 
一年中雪や氷におおわれている氷雪気候（南極）や、樹木がほとんど育

たないツンドラ気候の地域 
寒帯 

2 
ユーラシア大陸や北アメリカ大陸北部に見られる気候。北海道も属して

いる。 
冷帯 

3 
特徴としてはっきりとした季節がある。温帯（温暖）湿潤気候、地中海

性気候、西岸海洋性気候などがある。 
温帯 

4 
雨がとても少ない砂漠気候と雨が降る季節（雨季）がわずかに見られる

ステップ気候がある。 
乾燥帯 

5 
一年を通じて気温が高い気候。うっそうとした森林が広がる熱帯雨林性

気候と乾季と雨季がはっきりしているサバナ気候がある。 
熱帯 

6 高山地域特有の気候。ほかの気候帯、気候区とは区別してあつかわれる。 高山気候 

7 カナダ北部で生活している人々を何と呼ぶか。 イヌイット 

8 シベリアに広がる針葉樹の森林を何と呼ぶか。 タイガ 

9 
暑く乾燥した気候のイタリアで栽培されていて、その実は食用油として

利用される樹木は何か。 
オリーブ 

10 アラビア語の「岸辺」を意味する言葉の呼び方。 サヘル 

11 
草原を焼きはらって畑を造り、焼いてできた灰を肥料として活用する農

業のこと。 
焼畑農業 

12 
熱帯であるフィジーで、観光開発のために破壊されて問題となっている

植物は何か。 
マングローブ 

13 主に東南アジア、東アジアで信仰されている宗教は何か 仏教 

14 主にヨーロッパや南北アメリア、オセアニアで信仰されてる宗教は何か キリスト教 

15 
主に北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアで信仰されている

宗教は何か 
イスラム教 

16 多くのインドの人々が信仰している宗教は何か ヒンドゥー教 

17 16の宗教で食してはいけない肉は何か 牛肉 
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＜世界の諸地域＞ 

 問題 答え 

21 
アジア州の多様な文化にはどのように作られたのか答

えよ。 

長い歴史の中で、人々の移動に

より多くの民族が入り混じって

作られた。 

22 
1970年代に1970年代以降急速な工業化と高い経済成長

率を達成したアジア諸国を総称して何と呼ぶか 
アジアNIES(新興工業経済地域) 

23 
1980年代に中国で設けられた外国企業を受け入れる地

域を何と呼ぶか 
経済特区 

24 
2000年代から沿岸部と内陸部の経済格差をなくすため

に中国で進められてきた政策を何と呼ぶか 
西部大開発 

25 
東南アジアの10ヵ国で形成されている経済、政治などの

様々な分野で協力し合っている組織を答えよ。 

ＡＳＥＡＮ 

（東南アジア諸国連合） 

26 
電子機器に使用され、中央アジアでも採掘・輸出されて

いる鉱山資源は何か 
希少金属（レアメタル） 

27 
ヨーロッパ州は全体的に日本より高緯度に位置してい

るが、気候が温暖である理由を答えよ。 

暖流の北大西洋海流と偏西風が

寒さを和らげているため。 

28 アルプス山脈などで行われている農業は何か。 酪農 

29 
永久にどこの国とも政治的な同盟を結ばばい「永世中

立」を宣言している国はどこか。 
スイス 

30 
ヨーロッパの経済的・政治的な統合を進めるために結成

され、現在では２８ヵ国が加盟している組織は何か。 
EU（ヨーロッパ連合） 

31 EU（ヨーロッパ連合）の課題を２つ答えよ 
・加盟国間の経済格差 

・意見の調整に時間がかかる 

32 

 

 

右図はアフリカ諸国の主な

輸出品を示したグラフであ

る。 

 

アフリカ諸国では、なぜ農

業や鉱業の生産品が、特定

の産物にかたよっているの

か答えよ。 

 

プランテーション農業、モ

ノカルチャー経済の２語を

使用すること。 

 

 

 

 
 

植民地時代にプランテ

ーション農業が行われ

た影響が残っているこ

とに加え、欧米人が開

発した鉱産資源に頼る

モノカルチャー経済に

よって経済が成り立っ

ているから。 
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33 
北アメリカ州でたびたび大きな被害をもたらす熱帯低

気圧を何と呼ぶか 
ハリケーン 

34 
国境を越えて、外国で積極的に活動する企業を何と呼ぶ

か 
多国籍企業 

35 
情報技術（IT）産業が集積している、サンフランシスコ

の南に位置する地域を何と呼ぶか 
シリコンバレー 

36 
メキシコや中央アメリカなどからアメリカにやってき

たスペイン語を話す移民を何というか。 
ヒスパニック 

37 
南アメリカ州を流れる、世界最大の流域面積を持つ川を

答えよ。 
アマゾン川 

38 オーストラリアの先住民を答えよ。 アボリジニ 

39 

20世紀初めから1970年代にかけて、増加する中国系移民

を制限するためにオーストラリアで実施された政策は

何か。 

白豪主義 

40 
地球温暖化や人口が増えたことによるよって水没の危

機にあるオセアニア州の島国はどこか。 
ツバル 

 

＜日本のさまざまな地域＞ 

 問題 答え 

41 

世界の国々を表す

際に使われる地図

にはいくつかの種

類がある。 

 

左の地図はどのよ

うなことを知りた

い時に使う地図か

２つ答えよ。 

 

距離と方位 

42 日本の標準時子午線は東経何度を通っているか 東経１３５度 

43 
日本固有の領土であるが、韓国が不当に占拠している日

本海上の島を答えよ。 
竹島 

44 飛騨、木曽、赤石山脈を合わせて何と呼ぶか。 日本アルプス 

45 

「東日本の太平洋沖は、赤道付近から北上してくる暖流

（①）と千島列島から南下してくる寒流（②）がぶつか

る潮目であり、豊かな漁場となっている。」 

（①）と（②）の海流名を答えよ。 

① 黒潮（日本海流） 

② 親潮（千島海流） 

46 
災害時の避難場所や防災関連施設などの情報が盛り込

まれている、市町村が作成する地図を何というか。 
防災マップ（ハザードマップ） 

47 人口減少と高齢化が進んでいる地域を何と呼ぶか。 過疎地域 
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48 

                左のグラフは世界 

                の国の発電量を示 

                している。 

                 

                図のＡ・Ｂ・Ｃに入  

                る国名を答えよ 

                  

                 ３国は、日本、 

                 カナダ、フランス 

                 です。 

Ａ カナダ 

Ｂ フランス 

Ｃ 日本 

49 
戦後、日本の食料自給率は低下していった原因は何か 

次の語句を使用して答えなさい。【貿易自由化】 

農産物の貿易自由化によって、

外国産の安い農作物が輸入され

るようになったから。 

50 外食産業や宅配便などのサービス業は第何次産業か 第３次産業 

 

＜日本の都道府県＞ 

51 九州・沖縄地方の県を全て答えよ（７県） 
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本

県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 

52 中国地方の県を全て答えよ（５県） 
鳥取県・島根県・山口県・ 

広島県・岡山県 

53 四国地方の県を全て答えよ（４県） 
香川県・愛媛県・高知県・ 

徳島県 

54 近畿地方の府県を全て答えよ（２府５県） 
大阪府・京都府・三重県・滋賀

県・兵庫県・奈良県・和歌山県 

55 中部地方の県を全て答えよ（９県） 

新潟県・石川県・富山県・福井

県・岐阜県・長野県・愛知県・

静岡県・山梨県 

56 関東地方の都県を全て答えよ（１都６県） 
東京都・神奈川県・千葉県・埼

玉県・群馬県・栃木県・茨城県 

57 北海道・東北地方の県を全て答えよ（１道６県） 
北海道・青森県・宮城県・秋田

県・岩手県・山形県・福島県 
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３．歴史に関する一問一答 

＜日本の歴史＞ 

①文明の起こりと日本の始まり 

 問題 答え 

41 中国で作られた漢字のもとになった文字を何というか。 甲骨文字 

42 
紀元前８世紀ごろ、ギリシャ人が建設したアテネやスパ

ルタのような都市国家をカタカナで何というか。 
ポリス 

43 
紀元３世紀ころの日本の様子をかいた「魏志」倭人伝に

のっている日本の国名は何か。 
邪馬台国 

44 
４～７世紀にかけ、中国や朝鮮半島から日本に移り住ん

だ人たちを何というか。 
渡来人 

 

②飛鳥時代（５９３～７１０年） 

45 推古天皇の摂政となったのは誰か。 聖徳太子 

46 

中大兄皇子と中臣鎌足らが、蘇我氏を打倒し、土地や人

民などを国家が直接支配することを目指した政治改革

を何というか。 

大化の改新 

47 ７０１年に唐にならって作られた法律は何か。 大宝律令 

 

③奈良時代 

48 
戸籍に登録された６歳以上のすべての人に口分田を与

えられ、死ねば国に返させた制度を何というか。 
班田収授法 

49 
唐のすぐれた制度や文化を取り入れるために朝廷が送

った使節を何というか。 
遣唐使 

50 
農民から天皇まで約４５００首の歌を集めた和歌集は

何か。 
万葉集 

 

④平安時代 

51 藤原氏が天皇に代わって行った政治を何というか。 摂関政治 

52 
１１５６年、天皇と上皇の対立や政治の実権をめぐって

争った乱は何か。 
保元の乱 

53 
平安時代、太政大臣となり、武士として初めて政治の実

権を握ったのは誰か。 
平清盛 

54 源氏物語の作者は誰か。 紫式部 

55 
藤原頼通によって建てられた京都（宇治）の阿弥陀堂は

何か。 
平等院鳳凰堂 

 

⑤鎌倉時代 

56 鎌倉幕府を開いて武家政治を始めたのは誰か。 源頼朝 

57 
鎌倉幕府の基礎であった、土地を仲立ちとした将軍と御

家人の主従関係を何というか。 
御恩と奉公 
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58 鎌倉幕府を倒す中心となった天皇は誰か。 後醍醐天皇 

59 
平氏の繁栄から滅亡までを描いた琵琶法師が語った軍

記物は何か。 
平家物語 

 

⑥室町時代 

60 
鎌倉幕府の滅亡後、後醍醐天皇が始めた天皇中心の政治

を何というか。 
建武の新制 

61 室町幕府を開いた征夷大将軍は誰か。 足利尊氏 

62 

１４６７年から将軍のあとつぎ争いが原因となって、京

都から全国へ拡大して１１年間も続いた戦乱を何とい

うか。 

応仁の乱 

63 １５４３年、鉄砲を日本に伝えたのはどこの国の人か。 ポルトガル 

64 
１５４９年、キリスト教を広めるため鹿児島に上陸した

のは誰か。 
フランシスコ・ザビエル 

 

⑦安土・桃山時代 

65 １６世紀にはじまったポルトガルやスペインとの貿易

のことを何というか。 
南蛮貿易 

66 商工業者が自由に商売をできるようにした、織田信長の

政策を何というか。 
楽市・楽座 

67 豊臣秀吉が全国統一をするためにとった政策は、刀狩と

あと一つは何か。 
太閤検地 

 

⑧江戸時代 

68 １６００年の関ケ原の戦いによって、全国支配の実権を

握ったのは誰か。 
徳川家康 

69 １６１５年、大名の統制のためにつくられた法律を何と

いうか。 
武家諸法度 

70 大名を１年おきに江戸と領地を往復させる制度を何と

いうか。 
参勤交代 

71 １６３７年、幕府に対する一揆が天草四郎を大将にして

おこる。この一揆を何というか。 
島原・天草一揆 

72 ８代将軍徳川吉宗が行った政治改革を何というか。 享保の改革 

73 １０代将軍のもとで老中となり、株仲間を奨励して盛ん

に新田の開発や蝦夷地の開発計画を行ったのは誰か。 
田沼意次 

74 異国船打払令を緩和するなどの天保の改革を行った老

中は誰か 
水野忠邦 

75 １７世紀末、綱吉の時代を中心に大阪、京都で生まれた

文化を何というか。 
元禄文化 

76 １８５３年、浦賀に来航し開国を要求したアメリカ人は

誰か。 
ペリー 

77 １８５４年に日本とアメリカの間で結ばれた条約を何

というか。 
日米和親条約 
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78 井伊直弼が反対派に暗殺された事件は何か。 桜田門外の変 

79 倒幕運動が始まり、１８６７年、江戸幕府は政権を朝廷

へ返すことを申し出た。これを何というか。 
大政奉還 

 

⑨明治時代 

80 １８６９年、明治政府はこれまで藩主が治めていた土

地と人民を朝廷に返させた。これを何というか。 
版籍奉還 

81 １８７１年、明治政府は藩を廃止し、府と県を置いた。

この政策を何というか。 
廃藩置県 

82 １８７７年、政府に不満を持った西郷隆盛を中心とし

た鹿児島の士族が起こした反乱を何というか。 
西南戦争 

83 大日本帝国憲法作成の中心人物で、初代内閣総理大臣

になったのは誰か。 
伊藤博文 

84 日清戦争の結果、日本と清とで結ばれた講和条約は何

か。 
下関条約 

85 1902年、ロシアと対抗するために日本がイギリスと結

んだ同盟を何というか。 
日英同盟 

86 「学問のすすめ」を書き、人間の平等と自立の大切さを

説いたのは誰か。 
福沢諭吉 

87 「舞姫」の作者はだれか。 森鴎外 

 

⑩大正～昭和時代（第一次世界大戦ころ） 

88 第一次世界大戦は何年に始まったか。 １９１４年 

89 第一次世界大戦後、パリの講和会議で結ばれた条約は

何か。 
ヴェルサイユ条約 

90 
インドはイギリスからの独立のため運動を行った。そ

のとき、非暴力、不服従を唱えた人物は誰か。 
ガンディー 

91 
１９２９年、アメリカの株価暴落の影響で世界中の経

済が混乱した。このことを何というか。 
世界恐慌 

 

⑪昭和時代（日中戦争ころ） 

92 

１９３１年、日本軍（関東軍）は南満州鉄道の線路を爆

破し、これを機に軍事行動開始した。これを何という

か。 

満州事件 

93 
満州を中国へ返すように求められたことで、日本が脱

退した機関は何か。 
国際連盟 

94 

満州や中国を植民地にしようとする日本に対し、反日

感情が高まる中、日本軍と中国軍が中国で衝突（盧溝

橋事件）した。この事件をきっかけに１９３７年に始

まった戦争を何というか。 

日中戦争 
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⑫昭和時代（第二次世界ころ） 

95 第二次世界大戦は何年に始まったか。 １９３９年 

96 
第二次世界大戦はどこの国がポーランドに侵攻したこ

とがきっかけとなった始まったか。 
ドイツ 

97 

１９４５年に原子爆弾が投下され、日本は降伏をして

戦争は終わる。その時、受け入れた共同宣言を何とい

うか。 

ポツダム宣言 

 

⑬昭和時代（戦後） 

98 
戦後、これまでの軍国主義の日本を民主主義の国へ変

えようと日本を間接統治した機関を何というか。 
GHQ 

99 
日本の経済や産業を支配していた三井、三菱、住友な

どを解体した政策を何というか。 
財閥解体 

100 

アメリカとソ連の対立が、資本主義の西側陣営と共産

主義の東側陣営の、戦火を交えない対立に広まった。

このことは何と呼ばれたか。 

冷戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題入試（社会）情報                      

第１問題 地理に関わる問題（２５問） 

第２問題 歴史に関わる問題（２５問） 

出題内容 
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理科の課題 

課題範囲について 

高校に入学して学習する「科学と人間生活」（必修教科）において、特に必要と思われる内

容を中心として課題を作成しました。 

〇いろいろな生物とその共通点 

１.生物の観察と分類の仕方 

問１．理科の授業で校舎のまわりの植物を調査した。下の図は、校舎のまわりの観察場所

A～D を表した地図である。これについて、次の各問いに答えよ。 

(1) 次の①～④に当てはまる場所を、右の地図の A～D の

中から選び、記号で答えなさい。また、それらの場所に

生えている植物として正しいものを、後のア～エから選

び、記号で答えなさい。 

 ①日当たりが悪く、比較的土は乾燥している。 

 ②日当たりが良く、人に踏まれて土がかたくなっている。 

 ③日当たりが悪く、土が湿っている。 

 ④日当たりが良く、土がやわらかい。 

  ア タンポポ  イ ドクダミ  ウ ゼニゴケ  エ ヒメジョオン 

(2) 次の文は、ルーペを使って生物を観察する方法をまとめたものである。文中の（ ）内

から適するものを記号で選びなさい。 

 ルーペで観察するとき、ルーペは（ア．目に近づけて イ．目から遠ざけて）持ち、   

（ア．観察するものを イ．ルーペを）前後に動かしてピントを合わせる。観察するものが

動かない場合、（ア．ルーペを イ．顔を）前後に動かしてピントを合わせる。 

２．植物の分類 

問１．下の図１はアブラナの花の断面を、図２はマツの花の一部を拡大して示したものであ

る。これについて以下の問いに答えよ。 

 

(1) 図１のアブラナの花のように、花弁が１枚１枚離れている植物を次の中から一つ選び、

記号で答えよ。 

 ア ツツジ  イ エンドウ  ウ タンポポ  エ ヒマワリ  オ キク 

(2) 図２のマツのつくりで、雄花は D と E のどちらか。記号で答えよ。 
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問２．次の観察について、あとの問いに答えよ。 

   ＜観察＞ 

   ①下図１の植物の葉の一部を切り取り、うすい切片をつくった。 

   ②切片のプレパラートをつくり、顕微鏡を用いて葉の断面を観察した。 

   ③観察した葉の断面のつくりをスケッチしたところ、下図２のようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 観察①で、図１のような葉脈を何というか、名称を答えよ。また、図１の直物として

適当なものを、次の中から１つ選び記号で答えよ。 

  ア ススキ  イ イチョウ  ウ ツバキ  エ スギナ  オ ツユクサ 

 (2) 観察②では顕微鏡を使って観察を行った。次の文は、顕微鏡の操作について述べた

ものである。（ A ）～( D )にあてはまることばの組み合わせはどのようになるか。下

のア～オの中から１つ選び、記号で答えよ。 

ピントを合わせるとき、接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを回して対物レンズとプ

レパラートを（ A ）ていき、観察したいものがはっきりと見えるところでとめる。また、

レボルバーを回して、低倍率から高倍率の対物レンズにすると、視野は（ B ）なり、明

るさは（ C ）なる。このとき、対物レンズとプレパラートの距離は（ D ）なる 

 

 A B C D 

ア 近づけ 広く 明るく 短く 

イ 近づけ せまく 明るく 長く 

ウ 近づけ せまく 暗く 短く 

エ 遠ざけ 広く 明るく 長く 

オ 遠ざけ せまく 暗く 短く 

 

(3) 観察③で、スケッチされた葉の断面図である図２のア～エの名称を答えよ。 
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問３．下の図１は、ある植物の根の断面図で、図２は茎の断面図である。次の各問いに答え

なさい。 

 

(1) 図１の根のつくりは、ある植物の根のつくりである。この植物は次のうちどの植物

か。あてはまる植物を１つ選び、記号で答えよ。 

 ア トウモロコシ  イ イヌワラビ  ウ ホウセンカ  エ ユリ オ アヤメ 

(2) 図１の根の断面図で、葉でできた養分が水に溶けやすい養分として移動している部

分は A と B どちらか。記号と名称を答えよ。 

(3) (2)で選んだ部分は、図２の茎のつくりではア～ウのどこと同じか。 

 

問４．１．花が咲き種子でふえる植物を何というか。 

   ２．種子をつくらない植物は何をつくってなかまを増やすか。 

   ３．２の中で、根・茎・葉の区別がなく、維管束を持たない植物を何というか。 

   ４．２の中で、根・茎・葉の区別があり、維管束を持つ植物を何というか。 

   ５．胚珠が子房に包まれている植物を何植物というか。 

   ６．子房がなく胚珠がむき出しの植物を何植物というか。 

   ７．５の植物の内、葉脈が平行脈の植物を何というか。 

   ８．５の植物の内、茎の維管束が輪状に並んでいるものを何というか。 

   ９．８の植物の内、花弁が１つにくっついている植物を何というか。 

 

３．動物の分類 

 問１． １．背骨をもつ動物を何というか。 

     ２．無セキツイ動物とはどんな動物か。 

     ３．エラ呼吸で体がうろこでおおわれている動物は何類か。 

     ４．子を母体内である程度育て、親と似た形で産むことを何というか。 

     ５．恒温動物は何類か。すべて答えよ。 

     ６．両生類の呼吸の仕方を簡単に答えよ。 

     ７．鳥類やハチュウ類の卵に殻がある理由を答えよ。 
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問２．下の図１は、背骨がある動物を特徴により A～E の５つのグループに分類したもの

である。図２は、動物の体温の特徴を表したもので、周囲の温度が変化したときの体温

の変化のようすを表している。これについて、次の各問いに答えなさい。 

 

(1) 図１の A～E のグループに分類される動物は、すべて背骨をもつ動物である。背骨

をもつ動物を何というか。 

(2) 図１のアに当てはまるうまれ方を何というか。また、アのうまれ方をするグループ

A は何類になるか。 

(3) 図１の体温の調節方法は、動物のグループによりイとウに分けることができる。こ

のうち、イに当てはまる動物の体温の変化を表したグラフは、図２のｘとｙのどちらか、

記号で答えなさい。また、このような体温の変化をする動物を何動物というか。名称を

答えなさい。 

(4) 図１のグループＣにあてはまる動物を、次のア～オの中から一つ選び、記号で答え

なさい。 

 ア サメ  イ カエル  ウ ヤモリ  エ イモリ  オ ハト 

 

〇身のまわりの物質 

１．身のまわりの物質とその性質 

問１．  １．次の中から金属を選べ。 

       ア：ガラス  イ：酸素  ウ：マグネシウム  エ：水 

     ２．金属の性質を３つ簡単に答えよ。 

     ３．金属以外の物質を何というか。 

     ４．燃やすと二酸化炭素と水を発生させる物質を何というか。 

     ５．４は何を含む物質と言われるか。 

     ６．プラスチックの原料は何か。 

     ７．PET の正式名称を答えよ。 
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問２．下の図のように、３種類の白い粉末、砂糖、食塩、デンプンについて、次の①～③

の実験を行い、物質の性質を調べた。これについて、次の各問いに答えなさい。 

 

 ① 試験管の水に白い粉末を少量入れ溶かしてみる。 

 ② 燃焼さじにのせ、ガスバーナーで加熱し燃やしてみる。 

 ③ ガスバーナーで加熱し燃やしたときに出てくる気体を石灰水に通してみる。 

(1) 実験①で、砂糖、食塩、デンプンのうち、水に溶けたものはどれか。すべて選び、

物質名を答えなさい。 

 (2) 実験②で物質が水に溶けた水溶液で、電流が流れるものは、何を水に溶かしたも

のか。物質名で答えなさい。 

 (3) 実験②で、燃焼さじに入れて加熱したとき、色が黒くなったり燃えたものはどれ

か。すべて選び、物質名で答えなさい。 

 

２．気体の性質 

問１．次の実験方法で A～D の気体をつくった。あとの各問いに答えよ。 

【実験１】石灰石にうすい塩酸を加えると気体 A が発生した。 

【実験２】二酸化マンガンにオキシドールを加えると気体 B が発生した。 

 【実験３】塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜ加熱すると気体 C が発生した。 

【実験４】亜鉛にうすい塩酸を加えると気体 D が発生した。 

 

(1)発生した気体の臭いをかぐとき、どのようにして臭いをかぐとよいか。 

(2)気体の臭いをかいだとき、発生した気体 A～D のなかで刺激臭がする気体はどれか。 

(3)実験１～４で発生した気体 A～D の集め方を上のア～ウからそれぞれ１つずつ選べ。 

(4)実験１～４で発生した気体 A～D の名称をそれぞれ答えよ。 

 

 

 



~ 46 ~ 

問２．実験などで発生する気体を集めるために、３通りの気体の集め方について調べた。下

の図は気体の集め方の図であるこれについて、次の各問いに答えなさい。 

 

 (1) 上の図で気体の集め方 A～C それぞれの名称を答えなさい。 

 (2) 集め方 A では、どのような気体を集めることができるか。簡潔に答えなさい。 

 

３．水溶液の性質 

問１．次の各問いに答えよ。答えが割り切れない場合は、小数第２位を四捨五入しなさい。 

 (1) 食塩 25g が溶けた食塩水 125g の質量パーセント濃度は何%か。 

 (2) 水 200g に食塩を 50g 溶かした食塩水の質量パーセント濃度は何％か。 

 (3) 質量パーセント濃度 12%の食塩水 300g の中に、食塩は何 g 溶けているか。 

 (4) 質量パーセント濃度 20%の食塩水 150g をつくるには、何 g の水が必要か。 

 (5) 質量パーセント濃度 5%の食塩水 600g に食塩を 100g 加えると、加えた後の食塩水

の質量パーセント濃度は何%になるか。 

 (6) 右のグラフは、100g の水に溶ける硝酸カリウム質量の温

度による変化を表したものである。水の温度が 30℃で、硝

酸カリウムを溶けるだけ溶かしてできた水溶液の質量パー

セント濃度は何%か。 

 (7) 20℃の硝酸カリウム飽和水溶液 200g には、何 g の硝酸

カリウムが溶けているか。右のグラフを参考にして求めよ。 

 

４．物質の姿と状態変化 

問１． １．物質が固体、液体、気体と状態が変わることを何というか。 

    ２．物質の状態が固体から液体に変化すると質量はどうなるか。 

    ３．液体のロウが固体のロウになると体積はどうなるか。 

    ４．液体の水が固体の氷になると質量はどうなるか。 

    ５．液体の水が固体の氷になると体積はどうなるか。 

    ６．固体のロウと液体のロウで密度が大きいのはどちらか。 

    ７．氷が水に浮く理由を答えよ。 
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問２．下図のように、液体のロウをビーカーに入れ電子てんびんで質量を測定した。このと

き、液体のロウの液面の位置を黒い線で記入した。その後、しばらく放置したところ、

ビーカー内のロウが固まり固体となった。これについて、以下の各問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 (1) この実験のように、物質が液体や気体に変化することを何というか。 

 (2) 液体のロウが固体になったとき、液面のようすはどうなるか。上図のア～エから一

つ選び、記号でこたえなさい。 

 (3) 次の文章は、温度により物質の状態が変わることについてまとめたものである。文

章中の（ ）に適する言葉を、下の語群からそれぞれ選び、記号で答えなさい。 

  物質は非常に小さな粒子が集まってできている。液体のときには、この粒子はわずかに

動くことができるが、温度が（ ① ）と、粒子はほとんど動かなくなる。この状態が

（ ② ）である。また、温度が（ ③ ）と粒子は液体のときよりも自由に動き回れるよ

うになるため、体積は（ ④ ）なる。この状態が（ ⑤ ）である。 

ア：気体 イ：固体 ウ：液体 エ：上がる オ：下がる カ：大きく キ：小さく 

 

問３．１．ガスバーナーの上の方にあるねじを何というか。 

   ２．ガスバーナーに点火するとき、最初に開くねじは何ねじか。 

   ３．ガスバーナーで適切な炎の色は何色か。 

   ４．ガスバーナーでマッチに火をつけるのは、ガス調節ねじを開く前か後か。 

   ５．ガスバーナーの火を消す場合、最初に閉めるのは何ねじか。 

   ６．ガスバーナーの炎が黄色で、すすが出ている場合、何の量が不足しているか。 

   ７．ガスバーナーの炎が透明で、ゴーっと音がしている場合、何の量が多いか。 

 

〇身のまわりの現象 

１．光の世界 

問１．次の各問いに答えなさい。 

 (1) 光は、空気中をどのように進むか。 

 (2) 光が鏡などではね返る現象を何というか。 

 (3) 光が鏡などで反射するとき、入射角と反射角はどうなるか。 

 (4) 光が物質の境界面で折れ曲がる現象を何というか。 

 (5) 光が空気中から水中に進む場合、入射角と屈折角のどちらが大きくなるか。 

 (6) 光が水中から空気中に進む場合、入射角と屈折角のどちらが大きくなるか。 

 (7) 光が水中から空気中に進む場合、入射角がある角度以上になると、境界面ですべて

はね返る現象が起こる。この現象を何というか。 
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問２．身長 180cm の男性が、床に対して垂直な鏡の前に立って、全身を鏡に映す実験を行

った。下の図は、鏡の前 120cm の位置に立つ男性が全身を鏡に映しているようすを

表したものである。これについて、後の各問いに答えなさい。ただし、下の方眼の１

目盛りを 30cm とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 男性が鏡の 120cm 前に立っているとき、その場所から鏡の中の自分の像までは  

何 cm 離れて見えるか。 

 (2) 男性が全身を映すためには、最低でも何 cm の縦幅が必要か。 

 (3) 男性が全身を映すためには、鏡の上端と下端は床から何 cm の位置に設置する必要

があるか。それぞれ答えなさい。 

 (4) 男性が鏡の 120cm 前の位置から鏡に近づき、鏡の 60cm 前に来ると、全身をちょう

ど映していた鏡には、自分がどのように映るか。最も正しいものを下のア～エから一

つ選び、記号で答えなさい。 

    ア 鏡の中に全身がちょうど映ったまま変わらない。 

    イ 頭と足先が鏡に映らなくなる。 

    ウ 頭の一部が鏡に映らなくなる。 

    エ 足先の一部が鏡に映らなくなる。 

 

２．音の世界 

問１． １．音を発しているものを何というか。 

    ２．音を発しているものはどんな状態にあるか。 

    ３．密閉容器に音が鳴っているブザーを入れ、真空ポンプで空気を抜いていくと、

音はどのように変化するか。 

    ４．水などの液体中でも音は伝わるか。 

    ５．680m 離れた地点で花火が上がったとき、２秒後に花火の音が聞こえた。音が

空気中を伝わる速さは何 m/s か。 

    ６．校舎の壁に向かってピストルを鳴らしたところ、２秒後にピストルの音が反射

して返ってきた。このときの空気中での音の速さを 340m/s とすると、ピスト

ルを鳴らした地点から校舎まで何 m 離れていることになるか。 

    ７．振幅が大きいとどんな音になるか。 
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問２．下の図１のように、モノコードを使っていろいろに条件を変え、弦を弾く実験を行っ

た。あとの問いに答えよ。 

  【実験】 

   ①細い弦をモノコードにセットし、図１の位置に木片を置いて弦を弾いて音を出し、

音の大きさ、音の高さ、コンピューターに表示される波形を調べた。図２は、この

ときコンピューターに表示された波形のようすである。 

   ②次に、モノコードにセットする弦の太さや木片の位置を変え、弦を弾いたときに出

る音をコンピューターに通して観察した。図３は、このとき観察された波形のよう

すを表している。 

 

(1)実験①において、弦を１回だけ弾いたとき、聞こえた音の大きさがしだいに大きくな

っていったが、音の高さは一定で変わらなかった。このことから、弾いたあとの弦に

おける、振動数の変化、振幅の変化について、どのようなことがわかるか。それぞれ

簡潔に答えよ。 

(2)図３のア～ウの中で、実験①と同じ弦を弾いて出た音の波形はどれか。記号で答えよ。 

(3)図３のア～ウの中で、実験①の弦よりも太い弦を弾いたものはどれか。記号で答えよ。 

 

３．力の世界 

問１． １．ばねのように、元に戻ろうとする性質を何というか。 

    ２．ばねのように、元に戻ろうとする力を何というか。 

    ３．ばねにはたらく強さとばねののびが比例することを何というか。 

    ４．何もつるしていないときのばねの長さを何というか。 
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問２．下の図のように、ばねに 50g のおもりを 1 個つり下げたところ、ばね全体の長さが

25cm になった。次に 50g のばねを 2 個つり下げたところ、ばね全体の長さが 29cm に

なった。グラフはこのときのばねにつり下げたおもりの質量とばねののびをまとめた

ものである。100g の物体にはたらく重量を 1N として、次の各問いに答えよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 実験の結果から、ばねののびとおもりの質量にはどのような関係があるとわかるか。 

 (2) このばねは 1N あたり何 cm 伸びるばねか。 

 (3) 何もつるしていないときの、ばねの長さは何 cm か。 

 (4) このばねに 300g のおもりをつるすと何 cm ののびになるか。 

 

問３．右の図は、物体をばねにぶら下げ、天井からつるしたもので、ばね

がのび、しばらく時間をおいて物体を静止させた状態の図である。こ

れについて、以下の各問いに答えなさい。ただし、ばねにはたらく重

力は無視できるものとする。 

 (1)図中 A の力は、物体にはたらく重力を表している。重力とはどのよ

うな力か。「〇〇が△△を引く力」のように説明しなさい。 

 (2)図中のばねには、もとの形に戻ろうとする性質がある。この性質を何

というか。 

 (3)右の図で、2 力のつり合いの関係にある力は、どれとどれか。記号で２組答えなさい。 

 (4)右の図で、作用・反作用の関係にある力は、どれとどれか。記号で２組答えなさい。 

 (5)右図の物体をばねから外し、床に置いて静止させた場合、物体にはたらく重力とつり

合う力は何か。力の名称を答えなさい。 

 

〇大地の変化 

１．火をふく大地 

問１．１．火山の火口から出てくるものを何というか。 

   ２．１のうち、粒の直径が 2mm 以下のものを何というか。 

   ３．２が降り積もると、何という堆積岩ができるか。 

   ４．１のもととなるものは何か。 

   ５．火山ガスの主成分は何か。 
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   ６．卵が腐ったような臭いがするのは、火山ガスに何という気体が入っているからか。 

   ７．マグマが冷えてできる岩石を何というか。 

   ８．マグマが地表や地表付近で急に冷えてできる岩石を何というか。 

   ９．深成岩は、マグマがどこでどのようにしてできる岩石か。 

 

問２．下のア～ウの図は、岩石をルーペで拡大してみたものである。これについて、次の各

問いに答えなさい。 

 (1)アの岩石の名称を答えなさい。 

 (2)アの岩石のつくりを答えなさい。 

 (3)アの岩石に含まれる鉱物を調べて

みると、石英、長石、黒雲母であっ

た。この岩石は、下の①～⑤のどれか。番号で答えよ。 

  ① 花こう岩  ② 安山岩  ③ 玄武岩  ④ 班れい岩  ⑤ 流紋岩 

 (4)アの岩石は、マグマが冷えてできた岩石である。このときのマグマの冷えた場所や冷

え固まり方を簡潔に答えなさい。 

 (5)イの岩石の名称を答えなさい。 

 (6)イの岩石のつくりを答えなさい。 

 (7)イに含まれている鉱物を調べてみると、長石、輝石、カンラン石であった。この岩石

は、下の①～⑤のどれか。番号で答えよ。 

  ① 花こう岩  ② 班れい岩  ③ 閃緑岩  ④ 玄武岩  ⑤ 安山岩 

 (8)イの岩石は、マグマが冷えてできた岩石である。このときのマグマの冷えた場所や冷

え固まり方を簡潔に答えなさい。 

 (9)ア、イの岩石のようにマグマが冷えてできる岩石をまとめて何岩というか。 

 (10)ウは火山灰などが固まってできた岩石である。この岩石の名称を答えなさい。 

 

２．動き続ける大地 

問１． １．地震が起こった場所を何というか。 

    ２．地震で伝わる波で速い方の波を何というか。 

    ３．２の波が伝わると何というゆれが起こるか。 

    ４．地震の規模を表すものは何か。 

    ５．地震のゆれを表すものは何か。 

    ６．５は日本では何段階に分かれているか。 

    ７．P 波が到着して S 波が到着するまでの時間を何というか。 
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問２． 下の図は、地震に関係するものである。図１は、地震が起こる場所について模式的

に表したもので、図２は、地震のゆれに関しての記録を表したものである。これにつ

いて、次の各問いに答えなさい。 

 

(1)図１は地震が起こった場所の地下のようすを表した模式図である。地下の地震が起こ

った場所 B と、その真上の地表面 A をそれぞれ何というか。名称を答えなさい。 

(2)図１では、海底の地下で地震が発生している。この場合、地震のゆれだけでなく、何に

注意する必要があるか。 

(3)地震が発生した場合、臨海部や埋め立て地で、地下から水が噴き出してくる現象が起

こることがある。この現象を何というか。 

(4)図２は、地震が発生したときの揺れのようすを地震計で記録したものである。図２中

の地震のゆれ X と Y をそれぞれ何というか。ゆれの名称を答えよ。 

(5)観測地点でゆれ X と Y が発生するのは、地震が起こったときに、震源から同時に２つ

の波が発生するからである。ゆれ X と Y を起こす波をそれぞれ答えよ。 

 

 

 

問３．下のグラフは、ある地震の２つの波が伝わる速さを記録したものである。これについ

て、次の各問いに答えなさい。 

 

 (1)観測地点に P 波、S 波が到着すると、それぞれ 

何というゆれが始まるか。 

 (2)この地震の P 波と S 波の伝わる速さをそれぞれ 

求めよ。 

 (3)P 波が到着してから S 波が到着するまでの時間 

を何というか。 

 (4) (3)の時間と震源からの距離にはどんな関係が 

あるか。 
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３．地震から読み取る大地の変化 

問１．１．温度の変化や水の状態変化などにより、岩石などの表面がぼろぼろに崩れていく

現象を何というか。 

   ２．流水のはたらきなどで、岩石が削られる現象を何というか。 

   ３．流水の３つの作用を答えなさい。 

   ４．崖など、地層が現れているところを何というか。 

   ５．水の中で地層ができ、それが押し固まると何という岩石ができるか。 

   ６．粒の直径が 0.06mm 以下の堆積物を何というか。 

 

問２．下の図は、大地を流れる川と、その川が流れ込む海を模式的に表したものである。こ

れについて、次の各問いに答えなさい。 

 

 (1)上の図で、山地を流れる川の水は流れが速く、大地をけずる働きが大きくなっている。

この大地を削るはたらきを何というか。また、山地で形成されやすい地形として適する

ものを、次のア～エの中から一つ選び、記号で答えよ。 

   ア 三角州  イ 扇状地  ウ V 字谷  エ 三日月湖 

 (2)山地を流れる川は、その後、平地に流れ出るが、ここで一気に流れが緩やかになる。山

地と平野の境界付近にできる地形として適するものを、次のア～エの中から一つ選び、

記号で答えよ。 

   ア 三角州  イ 扇状地  ウ V 字谷  エ 三日月湖 

 (3)流れる水には３つの働きがあるが、このうち河口付近で大きくなる働きは何か。 

 (4)山地付近の山にあるがけを観察したところ、地層の様子が観察できた。このがけのよ

うに、地層が地表に出ているところを何というか。 

 (5)崖にある岩石を観察したところ、表面がぼろぼろになって崩れていた。岩石などが、

温度変化や水の状態変化などの働きで、表面からぼろぼろと崩れていく現象を何とい

うか。 
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問３．下の図は、ある地域の地下の地層のようすを表したものである。これについて、次の

各問いに答えなさい。 

 (1)右図の A の地層で、れき岩、砂岩、泥岩の地層が堆

積しているが、この A の地層が堆積した当時、この場

所はしだいに河口からどうなっていったと推測され

るか。次のア～エの中から一つ選び、記号で答えよ。 

  ア:近くなった イ:遠くなった ウ:変化しなった エ:遠くなった後、近くなった 

 (2)右図の A の地層は、波打つように曲がっている。これを何というか。 

 (3)右図の f - f ’では、地層にずれが見られる。このずれを何というか。また、このずれが

生じたときに何が発生するか。 

 (4)右図の地層は、どのような順番で堆積してできたか。A、B、C、f - f ’を正しい順番に

並び替えよ。 

 

 

〇化学変化と原子・分子 

１．物質の成り立ち 

問１．下図のように、炭酸水素ナトリウム 3.0g を十分に熱したところ、気体が発生し、試

験管の口付近に液体がついていた。また、加熱後の試験管内には白色の固体が残ってい

た。白い固体の質量を測定すると 2.5g であった。次の各問いに答えよ。ただし、試験

管内の炭酸水素ナトリウムは完全に反応したものとする。 

 

 (1)右の図のような気体の集め方を

何というか。 

 (2)右の図のような集め方をするよ

うな気体にはどのような性質があ

るか。 

 (3)集めた気体を石灰水に通すとど

うなるか。 

 (4)発生した気体は何か。 

 (5)発生した気体から炭酸水素ナトリウムにはどんな原子が含まれているか。原子の記号

で２つ答えよ。 

(6)試験管の口付近についていた液体に塩化コバルト紙をつけると、何色から何色に変化

するか。 
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問２．１．電流を流し、物質を分解することを何というか。 

   ２．水に水酸化ナトリウムを溶かす理由を簡潔に答えよ。 

   ３．水を電気分解すると、陽極から発生する気体は何か。 

   ４．水を電気分解したときに、陰極から発生する気体を調べる方法とその結果を簡潔

に書け。 

   ５．陰極から発生する気体と陽極から発生する気体の体積は、何対何になるか。 

   ６．水に電流を流している間、H 字管のゴム管のピンチコックは開けておくか、閉じ

ておくか。 

   ７．水の電気分解の化学反応式を書け。 

 

問３．下の図のような電気分解装置で、水の電気分解実験を行った。このとき、小さな電圧

で水に電流を流すために、水酸化ナトリウムを少量加えた。次の各問いに答えなさい。 

  ＜ 実 験 ＞ 

  ①ピンチコックでゴム管を閉じ、電気分解装置の中に

水酸化ナトリウム水溶液を満たして、ゴム栓をした。 

  ②上のゴム栓を押し込み、ピンチコックを外してから

電流を流したところ、両方の電極のまわりから気体

が発生し始めた。 

 ③気体が集まったので電流を流すのをやめ、ピンチコ 

ックでゴム管を閉じた。 

  ④陰極に集まった気体を調べるため、マッチの炎を近  

づけた。 

  ⑤陽極に集まった気体を調べるために、線香の火を近づけた。 

  

(1)実験で、水酸化ナトリウム水溶液を使うとき、してはいけないことはどれか。 

次のア～エの中からすべて選び、記号で答えよ。 

ア 溶液が目に入ったら、すぐに流水でよく洗う。 

イ 溶液は実験が終了したら、そのまま流しに捨てる。 

ウ 溶液が手についた場合、乾いたタオルでふく。 

エ 溶液が試薬びんに残っていたら、密栓をする。 

 (2)実験②で、電流を流しているときにピンチコックを外しておくのはなぜか。 

簡潔に答えなさい。 
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問４．下のモデル図は、水素、水、マグネシウム、酸化銅のモデルを表したものである。 

これについて、以下の各問いに答えなさい。 

(1)モデル図を参考に、水素、水、マグネシウム、酸化銅の化学 

式をそれぞれ書きなさい。 

(2)水素、水、マグネシウム、酸化銅の中で、分子をつくってい

るものをすべて選び、その化学式を書きなさい。 

(3)水素、水、マグネシウム、酸化銅の中で、化合物はどれか。

あてはまるものをすべて選び、化学式で答えなさい。 

(4)水は、水素原子と酸素原子が何対何でくっついてできている

か。簡単な比で答えなさい。 

 

 

２．物質どうしの化学変化 

問１．下の図のように、酸化銅の粉末 4.0g と炭素の粉末 0.3g の混合物を試験管に入れ、ガ

スバーナーで加熱する実験を行った。加熱を続け、気体が発生しなくなったら、①ガラス管

の先を石灰水からとり出し、加熱をやめて、②ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管が冷

えてから、中の物質を取り出して質量を測定した。これについて、次の各問いに答えよ。た

だし、試験管内の物質はたがいに完全に反応し、過不足は生じなかったものとする。 

 

(1)実験のように、固体を加熱する場合、試験管の口の

方を少し下げて加熱する理由を、簡潔に答えよ。 

(2)問題文中の下線部①のように、ガスバーナーの火を

止める前にガラス管の先を石灰水から取り出す理由

を、簡潔に答えよ。 

(3)問題文中の下線部②のように、加熱をやめた後、ピ

ンチコック管を閉じる理由を、簡潔に答えよ。 

 

 

３．酸素が関わる化学変化 

問１．下の図のように、酸化銅 4.0g と炭素の粉末を混ぜ合わせて、二酸化炭素が発生しな

くなるまで加熱した後、試験管内に残った固体とその質量を調べた。グラフは、混ぜ合わせ

る炭素の質量をいろいろに変えて調べ、その結果を表したものである。次の各問いに答えな

さい。 
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 (1)酸化銅と炭素の粉末を加熱したときの化学変化を、化学反応式で表せ。 

 (2)酸化銅 4.0g は何 g の炭素とちょうど反応したか。 

 (3) (2)のとき試験管に残った物質の色は何色か。また、その質量は何 g か。 

 (4) (2)のとき発生した二酸化炭素の質量は何 g か。 

 (5)酸化銅をつくっている銅と酸素の質量の比を、最も簡単な整数の比で表せ。 

 (6)1.6g の銅をつくるために、酸化銅と炭素は少なくとも何 g 必要か。 

 

４．化学変化と物質の質量 

問１．１．化学変化の前後で物質全体の質量が変化しないことを何というか。 

   ２．化学変化の前後で、物質全体の質量が変化しない理由を「原子」という語句を使

って簡単に説明しなさい。 

   ３．１は状態変化でも成り立つか。 

   ４．硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると何という沈殿が生じるか。 

   ５．密閉した容器内で炭酸水素ナトリウムに塩酸を加えると、化学変化の前後で質量

は変化するか。 

 

 

問２．下の実験は、密閉容器内での気体の発生実験である。これについて、次の各問いに答

えなさい。 

＜ 実 験 ＞ 

①右の図のように、気体発生用密閉容器内に、炭酸水素ナ

トリウムとうすい塩酸を入れ、電子てんびんを使い質量

を測定した。このときの質量は 45.6g であった。 

②次に、容器を傾け、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を

反応させた。このとき、気体発生用密閉容器のふたは空

いておらず、容器は発生した気体でふくらんでいた。し

ばらくたって、電子てんびんで質量を測定した。 

③最後に、容器のふたを開けると、プシューと音がした。

その後、電子てんびんで質量を測定したところ、41.2g になっていた。 
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(1)実験②で、炭酸水素ナトリウムとうすい塩酸を反応させたとき、何という気体が発

生するか。気体の名称を答えなさい。 

(2)実験②で、電子てんびんを使って質量を測定した結果として正しいものを、次のア

～ウの中から一つ選び、記号で答えよ。 

 ア 45.6g よりも増加している。 

 イ 45.6g よりも減少している。 

 ウ 45.6g で変化がなかった。 

(3)実験②と実験③から発生した気体の質量は何 g だとわかるか。 

(4)この実験は質量保存の法則について調べる実験である。質量保存の法則についてま

とめた次の文の（ ）に適する語を入れなさい。 

化学変化の前後で、原子の組み合わせは（ ① ）が、原子の（ ② ）と数は変化しない。 

 

５．化学変化とその利用 

問１．１．化学変化により温度が上がる反応を何というか。 

   ２．吸熱反応では、熱が放出されるか。吸収されるか。 

   ３．化学変化で出入りする熱のことを何というか。 

   ４．塩化アンモニウムと硫酸バリウムを混ぜると温度はどうなるか。 

   ５．４で発生する気体は何か。 

   ６．鉄と硫黄の化合では温度はどうなるか。 

 

問２．化学変化と熱について調べるために、次の実験１と実験２を行った。これについて次

の各問いに答えなさい。 

   ＜実験１＞ 

    右図のように、鉄粉と活性炭を入れたビーカーに、食塩水を

数滴落とし、ガラス棒でかき混ぜながら温度の変化を調べた。 

 

   ＜実験２＞ 

    右図のように、水酸化バリウムと塩化アンモニウムをビーカー

に入れ、ビーカーの口をぬれたろ紙でおおった状態でガラス棒を

使ってかき混ぜた。このときの温度変化を温度計を使って調べた。 

 

 (1)実験１で、ビーカー内の温度はどうなったか。 

 (2)実験１では、何という物質どうしが反応しているか。物質名を２つ答えなさい。 

(3)鉄粉と活性炭、食塩水は化学カイロの成分である。実験１より、化学カイロが温かく

なる理由を簡潔に説明しなさい。 

 (4)実験１、実験２のように、化学変化にともなって出入りする熱を何というか。 
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〇生物のからだのつくりとはたらき 

１．生物と細胞 

問１．１．顕微鏡は直射日光が当たる場所で使用してはいけない。その理由を答えなさい。 

   ２．顕微鏡に最初にとりつけるレンズは何か。 

   ３．２の理由を答えなさい。 

   ４．対物レンズが取り付けられている回転させ倍率を変える部分を何というか。 

   ５．顕微鏡で観察する場合、最初は低倍率、高倍率のどちらかの倍率で観察するか。 

   ６．顕微鏡で高倍率にすると、視野の明るさはどうなるか。 

   ７．立体的に観察物を見ることができる顕微鏡は何か。 

 

問２．顕微鏡に関する次の各問いに答えよ。 

  (1)次の文は、顕微鏡の使い方を説明したものである。（ ）の中に適当な言葉を入れ、

｛ ｝からはそれぞれア、イから正しいものを選び、記号で答えよ。また、文章中の

下線部に関して①～③の問いに答えよ。 

    顕微鏡で観察するときは、最初に①（ A ）レンズ、次に（ B ）レンズの順に取り

付ける。そして、②直射日光の当たらない明るい場所に置き、（ C ）の角度を調節し

て明るくし、プレパラートをステージにのせる。その後、横から見ながら対物レンズ

とプレパラートの距離をできるだけ D｛ア.近づけ イ.遠ざけ｝、接眼レンズをのぞ

きながら③プレパラートと対物レンズとの距離を E｛ア.近づけ イ.遠ざけ｝ながら

ピントを合わせる。 

  

 (2)接眼レンズには 5 倍と 10 倍の 2 種類があり、対物レンズに

は 20 倍と 40 倍の 2 種類があった場合、この顕微鏡の最高

倍率は何倍になるか。また、そのときの接眼レンズと対物

レンズの組み合わせを右の図の記号を用いて表せ。 

  

(3)倍率を高くすると、視野の広さと明るさはそれぞれどのようになるか。 

 

(4)右の図は、ある生物を顕微鏡で観察したときの視野

のようすである。この生物を視野の中央に持ってくる

には、プレパラートをア～エのどの向きに動かせばよ

いか。記号で答えよ。 

 

(5)ルーペの使い方で正しいものを、下の図のア～ウの中から一つ選び、記号で答えよ。 

 

 

 



~ 60 ~ 

問３．１．植物細胞だけに見られる細胞のつくりをすべて答えよ。 

   ２．動物細胞と植物細胞の両方に見られるつくりをすべて答えよ。 

   ３．細胞壁の働きを答えよ。 

   ４．核や染色体を赤色に染める染色液は何か。 

   ５．１個の細胞でできている生物を何というか。 

   ６．多細胞生物で、同じ働きをもつ細胞が集まって何ができるか。 

   ７．６が集まり、特定の働きをもった何ができるか。 

   ８．全身の細胞で生活活動のエネルギーを得る働きを何というか。 

   ９．細胞でエネルギーを得るために養分と何という物質が必要か。 

10．細胞でエネルギーを取り出した後にできる物質は水と何か。 

11．細胞に色々な物質を渡している、細胞の間を満たしている液体を何というか。 

12．細胞の呼吸とは何か。簡単に説明しなさい。 

 

２．植物のからだのつくりとはたらき 

問１．植物の光合成と呼吸の働きを調べるために、次の実験を以下の操作内容で行った。こ

れについて、後の各問いに答えよ。 

 ＜ 実 験 ＞ 

【操作１】試験管 A～D の４本を準備し、それぞれに水を入れ、青色の BTB 溶液を入れた。 

【操作２】それぞれの試験管の水に息を吹き込んで液の色 

を緑色にした。 

【操作３】右の図のように、試験管 A と B にはオオカナ

ダモを入れ、試験管 B と D はアルミニウムはく

で全体をおおった。 

【操作４】試験管 A～D を、温度が同じになるようにして 

光が十分に当たる場所に置いた。 

【操作５】十分に光を当てた後、それぞれの試験管の液の色を調べた。 

 

(1)実験の【操作２】で息を吹き込み BTB 溶液が緑色に変化したのは、水にある気体が溶

けたからである。溶けた気体の名称を答えよ。 

(2)実験の【操作５】で、試験管 A の液の色は何色に変化したか。また、そのように色が

変化した理由を「光合成」「呼吸」という語を使って説明しなさい。 

(3)実験の【操作５】で、試験管 B の液の色は何色に変化したか。また、そのように色が

変化した理由を説明しなさい。 

(4)試験管 C と D に、オオカナダモを入れずに実験を行った理由を、簡潔に答えよ。また、

このような実験を何というか。実験の名称も答えよ。 

(5)次の文は、この実験についてのまとめである。文中の（ ）に適する記号を答えよ。 
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試験管 A の BTB 溶液の色の変化にオオカナダモがかかわっていることは、試験管 A と

試験管（ ① ）の実験結果を比べるとわかる。試験管 A の BTB 溶液の色の変化に光がか

かわっていることは、試験管 A と試験管（ ② ）の実験結果を比べるとわかる。また、光

を当てただけでは BTB 溶液の色が変化しないことは、試験管（ ③ ）と試験管（ ④ ）の

実験結果からわかる。 

 

問２．１．植物内の水分を水蒸気として空気中に放出する現象を何というか。 

   ２．植物内の水分が空気中に放出される穴を何というか。 

   ３．２は葉の表・裏・茎のどこに多く分布するか。 

 

３．動物のからだのつくりとはたらき 

問１．１．三大栄養素のうち体の材料となる養分は何か。 

   ２．炭水化物が消化されると最終的に何という養分になるか。 

   ３．タンパク質が消化されると最終的に何という養分になるか。 

   ４．脂肪が消化されると最終的に何という養分になるか。 

   ５．小腸の柔毛の毛細血管に吸収される養分は何か。 

   ６．脂肪は何という管に吸収されるか。 

   ７．柔毛のつくりの利点を答えよ。 

   ８．だ液のように植物を分解する働きがある液を何というか。 

   ９．２の中に含まれる、実際に食物を分解する成分を何というか。 

   10．消化液の中で消化酵素を含まない消化液を答えよ。 

   11．だ液の中に含まれる実際に食物を分解する成分を答えよ。 

   12．胃液の中のペプシンが働く養分は何か。 

   13．脂肪を消化する消化液を答えよ。 

   14．脂肪を消化する消化酵素を答えよ。 

 

問２．下の図は、ヒトの消化器官を表したものである。 

これについて、次の問いに答えなさい。 

   (1)A～H の消化器官の名称をそれぞれ答えなさい。 

   (2)A～H の消化器官のうち、消化管に該当するものを４つ選び、 

記号で答えなさい。 

   (3)A で分泌される消化液の名称と、その中に含まれる消化酵素 

の名称を答えなさい。 

   (4)F では、炭水化物、タンパク質、脂肪のうち、どの養分を消 

化しているか。 

   (5)A～H のうち、脂肪の消化を助ける胆汁をつくっている消化 

器官を一つ選び、記号で答えなさい。 
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問３．下の図１は、血液を全身に送り出す働きがある心臓について、図２は血液中の成分を

表したものである。これについて各問いに答えよ。 

 

 (1)図１のようにヒトの心臓は、A～D の４つの部屋に分かれており、心臓の筋肉が収縮を

繰り返すことで全身に血液を送り出している。A の部屋が収縮しているとき、同時に収

縮している部屋を図１の B～D の中から一つ選び、記号とその部屋の名称を答えよ。 

(2)全身をめぐり心臓に戻ってきた血液は、全身の細胞でできた二酸化炭素を多く含んで

いる静脈血になっている。図１の A～D の４つの部屋で、静脈血が流れている部屋はど

こか。すべて選び記号で答えよ。 

(3)全身から戻ってきた血液が、肺に送られ二酸化炭素と酸素を交換し、再び全身に送ら

れるまでの経路を、A～D の部屋の記号と肺という語、矢印を用いて表せ。 

  ［ 全身 →                → 全身 ］ 

(4)心臓のつくりで見られる弁の働きを簡潔に書け。 

(5)ヒトの心臓の４つの部屋からなる心臓を持つ動物を、下のア～オの中から２つ選び記

号で答えよ。 

  ア イワシ  イ ニワトリ  ウ ヘビ  エ カエル  オ ウサギ 

(6)図２は、心臓や血管の中を流れる血液の成分を表したものである。ア～エの中で、酸

素を運ぶ働きがある血液の成分を１つ選び、記号で答えよ。また、その中に含まれる赤

い色素の名称も答えよ。 

 

 

４．刺激と反応 

問１．外界から刺激を受けとる器官を感覚器官という。次の図は、ヒトの２つの感覚器官を

模式的に表したものである。これについて、次の各問いに答えなさい。 
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 (1)図は目と耳のつくりを表したものであるが、目と耳は何を刺激として受け取っている

か、それぞれ答えよ。 

 (2)目のつくりで、ひとみの大きさを調節し、目に入る光の量を調節している部分は A～

D のどこか、記号で答えなさい。また、そのつくりの名称も答えなさい。 

 (3)次の文は、目の働きについてまとめたものである。文中の｛ ｝から、適するものを

選び、記号で答えなさい。 

明るいところから暗い部屋に入ると、ひとみの大きさが｛①ア：大きく イ：小さ

く｝なる。また、遠くを見ている状態から、急に近くを見るとレンズの厚さは｛②ア：

厚く イ：薄く｝なる。 

 (4)耳のつくりで、最初に空気の振動をとらえる部分は E～G のどれか、記号で答えなさ

い。また、そのつくりの名称を答えなさい。 

問２．下の図は、ヒトの腕のつくりを示したものである。これについて、次の各問いに答

えなさい。 

 

 (1)A は、白い丈夫なすじで、骨と筋肉をつないでいる。この部分の名前を答えなさい。 

 (2)B の部分は、骨と骨がつながっている部分で、この部分から腕を曲げることができ

る。この部分の名前を答えなさい。 

 (3)B の部分で、筋肉と骨が繋がっているが、筋肉と骨の繋がり方で正しいものは、次の

ア～エの中から一つ選び、記号で答えなさい。 

 

  

(4)図の状態から、腕を曲げるとき、筋肉 X と筋肉 Y の状態は、それぞれどのようになる

か。次のア～エから一つ選び、記号で答えなさい。 

   ア 筋肉 X は縮み、筋肉 Y はゆるむ。 

   イ 筋肉 X は縮み、筋肉 Y も縮む。 

   ウ 筋肉 X はゆるみ、筋肉 Y は縮む。 

   エ 筋肉 X はゆるみ、筋肉 Y もゆるむ。 
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〇天気とその変化 

１．気象の観測 

問１．下の会話文は、気象観測について先生と生徒の会話の一部である。これについて、

次の各問いに答えよ。 

  先生「今日は理科の時間に気象観測を行いました。」 

  生徒「今日は雨や雪は降っていませんでした。」 

  先生「そうですね。雨や雪などをまとめて（ ① ）といいましたね。雨や雪が降って

いなかったので、天気は雲量で決まります。空全体を目視したときに、今日は

下の図１のような状況でした。」 

  生徒「あと、風向計で風向を調べました。風向計は図２のようになっていて風向がわ

かりました。」 

  先生「風力も測っておきました。この日の風力は３でした。これで、天気、風向、風

力がわかったので、天気図記号がかけますね。」 

 

 (1)会話文中の（ ① ）に入る言葉を書け。 

 (2)雨や雪が降っておらず、雲が図１のように出ているときの天気は何か。 

 (3)図２のように風向計が向いたときの風向を１６方位で答えよ。 

 (4)この日の天気を天気図記号で表せ。 

 

問２．乾湿計を使い、教室内の気温と湿度を測定した。下の図は、そのときの乾湿計のよう

すと湿度表を表したものである。これについて、次の各問いに答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 (1)乾湿計は、乾球と湿球を組み合わせたものである。上の図で、乾球は A と B のどちら

か。記号で答えよ。 

 (2)このときの教室内の温度は何℃か。 

 (3)このときの教室内の湿度は何％か。 
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 (4)下の表は、気温と飽和水蒸気量の関係を表したものである。このときの教室内の水蒸

気量は空気１ｍ3あたり何 g か。四捨五入し、小数第１位まで求めよ。 

 

 

２．雲のでき方と前線 

問１．下の表は、気温と飽和水蒸気量との関係を示したものである。現在の教室内の気温は

20℃で、空気 1m3中に 11.4g の水蒸気が含まれている。次の各問いに答えよ。 

 

 (1)この空気は、1m3あたりあと何 g の水蒸気を含むことができるか。 

 (2)教室の体積が 200m3だったとすると、あと何 g の水蒸気を含むことができるか。 

 (3)このときの教室内の湿度は何%か。小数第２位を四捨五入して求めなさい。 

 (4)この空気を冷やしていったとき、水滴が生じ始めるのは何℃になったときか。 

 (5) (4)の温度をこの空気の何というか。 

３．大気の動きと日本の天気 

問１．１．日本の天気に影響を及ぼす、温暖で湿潤な気団を何というか。 

   ２．日本の天気に影響を及ぼす、寒冷で乾燥した気団を何というか。 

   ３．春に日本上空を通過する高気圧を何というか。 

   ４．春に天気はどのように変わることが多いか。 

   ５．梅雨に日本列島に沿うようにできる前線を何というか。 

   ６．梅雨の時期は何気団と何気団が勢力を伸ばすか。 

   ７．夏に勢力を持つ気団は何か。 

   ８．夏の季節風の風向を答えよ。 

   ９．秋にできる停滞前線を何というか。 

   10．夏から秋にかけて日本にやってくる台風は、何が勢力を上げたものか。 

   11．冬型の気圧配置を何というか。 

   12．冬の太平洋側の天気の特徴を答えよ。 
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問２．下図のア～エは、日本のある季節に見られる特徴的な天気図である。これについて次

の各問いに答えよ。 

 (1)上図のアの天気図は、いつの季節に特徴的な天気図か。季節を答えなさい。 

 (2)上図のアの天気図に見られる特徴的な気圧配置を何というか。 

 (3)上図のアの天気図が見られる時期に勢力が大きくなる気団を何というか。 

 (4)上図のアの天気図のときによく見られる日本の天気を、日本海側と太平洋側について

それぞれ簡潔に答えよ。 

 (5)上図のイの天気図は、梅雨時期に見られる特徴的な天気図である。日本列島上空にあ

る前線を何前線というか。 

 (6)上図のイの天気図は、梅雨時期に見られる特徴的な天気図である。このとき日本列島

上空では２つの気団が勢力争いをしている。何気団と何気団か。 

 (7)上図のウの天気図は、いつの季節に特徴的な天気図か。季節を答えなさい。 

 (8)上図のウの天気図が見られる時期に、高温で湿った風である季節風がふく。この時期

の季節風の風向を答えよ。 

 (9)上図のウの天気図が見られる時期は、日射が強いので、昼から夕方にかけてある雲が

発達し、お昼過ぎぐらいに雷雨になることが多い。このときできる雲を、下のア～オか

ら１つ選び、記号で答えよ。 

   ア 乱層雲  イ 積乱雲  ウ 高積雲  エ 高層雲  オ 巻雲 

 (10)日本の天気は西から東に移り変わる。これは、日本上空に吹く風の影響による。この

風を何というか。 

 

 

〇電気の世界 

１．静電気と電流 

問１．１．摩擦によって生じる電気を何というか。 

   ２．電流が流れにくい物質を摩擦した場合、摩擦したものどうしは同じ種類の電気を

帯びるか。それとも、異なる種類の電気を帯びるか。 

   ３．２の場合、物質どうししりぞけ合うか、引き合うか。 

   ４．摩擦することに移動するマイナスの電気を帯びた粒子を何というか。 

   ５．摩擦によってたまった粒子が一気に流れる現象を何というか。 
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問２．発砲スチロールでできた球 a、b を、それぞれ異なる材質の布でこすって右図のよう

に棒にひもで吊るしたところ、球 a と球 b が引き合った。次に、別の布でこすった発

砲スチロールでできた球ｃを球 b に近づけたところ、図のようにしりぞけ合った。こ

れについて、次の各問いに答えよ。 

 (1)この実験で使った、発砲スチロールも布も電流が流れにくい物質

である。電流が流れにくい物質を何というか。 

  (2)球 a と球 b が引き合ったことから、球 a と球 b は同じ種類の電気

を帯びているか、異なる種類の電気を帯びているか。 

  (3)球 c が＋の電気を帯びていたとすると、球 a は＋と－のどちらの

電気を帯びているか。 

  (4)球 a をこすった布と、球 c をこすった布を近づけるとどうなるか。

簡潔に答えよ。 

  (5)次の文章は、この実験についてまとめたものである。文中の（ ）に適する語句や記

号を書き入れよ。 

電流が流れにくい物質どうしをこすり合わせると、一方の物質から他方の物質に（ ① ）

の電気を帯びた粒子である（ ② ）が移動する。したがって、こすり合わせたものどうし

は（ ③ ）種類の電気を帯びる。このように、電流が流れにくい物質どうしの摩擦によっ

て生じる電気を（ ④ ）という。 

 

問３．気圧を低くした空間に電流が流れる現象について調べるために、次の実験を行った。

後の問いに答えよ。 

 ＜ 実 験 ＞ 

 ①クルックス管に蛍光板を入れ、真空ポンプで空気を抜き気圧を低くした状態で、電極 A、

B に（ X ）の+極、－極からのいずれかの導線をつなぎ大きな電圧をかけると、図１

のように蛍光板上に明るい線が現れた。 

 ②①の状態からさらに、電極 C、D に電源装置の＋極、－極からのいずれかの導線をつな

ぎ、電極 C、D 間に電圧をかけると、明るい線が図２のように、上向きに曲がった。 

 ③次に①の状態から、図３のように、U 字型磁石の N 極を手前にしてクルックス管の上

から近づけ、明るい線のようすを調べた。 
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(1)空間に電流が流れる現象のうち、実験の①でクルックス管内の蛍光板に明るい線が現

れたように、気圧を低くした空間に電流が流れる現象を何というか。 

 (2)実験①で、電極 A、B に大きな電圧をかけるために使った装置の名称（ X ）を答えよ。 

 (3)実験②で、クルックス管の電極のうち、－極からの導線をつないでいるものはどれか。

図２の電極 A～D の中から２つ選び、記号で答えよ。 

 (4)次の文は、実験①でクルックス管内の蛍光板に見られる明るい線について話している

会話である。文中の（ ア ）～（ ウ ）にあてはまる語句や記号を記入せよ。 

  生徒「明るい線をつくっているものは、電極から飛び出した（ ア ）とよばれる小さな

粒ですよね。」 

  先生「そうですね。この粒は（ イ ）の電気を持っている粒になります。」 

  生徒「この明るい線の名前は何というのですか。」 

  先生「明るい線は（ ウ ）という名前がついています。」 

 (5)実験③で、U 字型磁石をクルックス管に近づけたときの、明るい線のようすとして適

するものを、次のア～カの中から１つ選び、記号を書きなさい。 

   ア 明るい線が消えた         エ 明るい線が S 極側に曲がった 

   イ 明るい線が下向きに曲がった    オ 明るい線がさらに明るくなった 

   ウ 明るい線が N 極側に曲がった    カ 明るい線の色が変わった 

 

２．電流の性質 

問１．１．電気の流れを何というか。 

   ２．250mA は何 A か。 

   ３．電流の大きさを測るときに電流計を使うが、電流計は回路にどのようにつなぐか。 

   ４．流れる電流の大きさがわからない場合、最初は－端子のどれを使うか。 

   ５．電流を流そうとする圧力を何というか。 

   ６．５の単位は何か。単位の記号をかけ。 

   ７．電圧計は回路にどのように接続するか。 

   ８．電圧を２倍にすると、電流の大きさはどうなるか。 

   ９．電流と電圧はどのような関係になるか。 

   10．電流と電圧が８のような関係になることを何の法則というか。 

問２．図１で、豆電球に流れる電流と、豆電球にかかる電圧を測定するには、電流計と電圧

計のそれぞれの端子をどのようにつなげばよいか。図１中に記入せよ。 
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問３．下図のような回路を組んで、電熱線 a と電熱線 b に電圧をかけ、流れる電流の大き

さを測定した。その結果が下のグラフである。これについて、次の各問いに答えよ。 

 (1)電熱線 a と b はどちらの方が電流が流れやすいか。 

 (2)電熱線 a に 12V の電圧をかけると、何 A の電流が流れるか。 

 (3)電熱線 a の抵抗の大きさは、電熱線 b の抵抗の大きさは何倍か。 

 (4)電熱線に流れる電流は、電熱線にかかる電圧に比例することがグラフよりわかる。こ

れを何というか。 

 

 

 

 

 

 

 

３．電流と磁界 

問１．１．磁力がはたらく空間を何というか。 

   ２．１を表す線を何というか。 

   ３．２の線の間隔がせまいところほど、磁力はどうなるか。 

   ４．１の向きは N 極と S 極のどちらからどちら向きか。 

   ５．１の向きは方位磁針の何極のさす向きと同じになるか。 

   ６．導線に電流を流すと、導線のまわりにどんな形の磁界ができるか。 

   ７．コイルに電流を流すと、コイルの周りに磁界ができるが、磁界を強くする方法を

３つ答えよ。 

問２．下の図１のように、電源装置と電熱線、スイッチ、コイル、電流計、電圧計を接続し

た装置をつくった。この装置に電圧をかけると、電圧計が 6.0V、電流計が 0.5A を示し

た。コイルの抵抗は無視できるものとして、次の各問いに答えなさい。 
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 (1)この装置に接続されている電熱線の抵抗は何Ωか。 

 (2)コイルのまわりに置いた方位磁針 A～C は最初北の方角を示していた。このあと電流

がコイルに流れると、方位磁針 A～C は、それぞれ、図２のア～エのどれになるか。記

号で答えなさい。 

 (3)この実験のあと、電熱線を取り外し、実験で使った電熱線と同じ電熱線を並列に２つ

接続して、同じ大きさの電圧をかけた。このときの方位磁針の振れ方は、最初のときと

比べてどうなるか。 

 

 

 

理科の課題（解答） 
〇いろいろな生物とその共通点 

１.生物の観察と分類の仕方 

問 1.(1)①Ｃ、イ ②Ａ、ア ③Ｄ、ウ ④Ｂ，エ (2)ア、ア、イ 

２.植物の分類 

問 1.(1)イ (2)E 

問 2. (1)名称：網状脈 記号：ウ (2)オ (3)ア：道管 イ：葉緑体 ウ：師管 エ：気孔 

問 3.(1)ウ (2)記号：A 名称：師管 (3)イ 

問 4. 1・種子植物 2・胞子 3・コケ植物 4・シダ植物 5・被子植物 6・裸子植物  

7・単子葉類 8・双子葉類 9・合弁花類  

３.動物の分類 

問 1. 1・セキツイ動物 2・背骨を持たない動物 3・魚類 4・胎生 5・鳥類,ホニュウ類 

6・子のときはエラと皮ふで呼吸し、親になると肺と皮ふで呼吸する。  

7・乾燥から卵を守るため。 

問 2.(1)セキツイ動物 (2)うまれ方：胎生 グループ名：ホニュウ類  

(3)記号：ｘ 動物名：恒温動物 (4)ウ 

 

〇身のまわりの物質 

１.身のまわりの物質とその性質 

問 1. 1・ウ 2・「みがくと金属特有の光沢がでる。」「たたくとうすく広がる」「熱や電気を

よく通す」 3・非金属 4・有機物 5・炭素 6・石油 7・ポリエチレンテレフタレート 

問 2.(1)砂糖、食塩 (2)食塩 (3)砂糖、デンプン 

２.気体の性質 

問 1.(1)手であおぐようにしてかぐ (2)気体 C (3)A：アまたはウ B：ア C:イ D：ア 

  (4)A：二酸化炭素 B：酸素 C：アンモニア D：水素  

問 2.(1)A：水上置換 B:下方置換 C：上方置換 (2)水に溶けにくい気体  
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３.水溶液の性質 

問 1.(1)20％ (2)20％ (3)36g (4)120g (5)18.6％ (6)31.5％ (7)48.5g 

４.物質の姿と状態変化 

問 1. 1・状態変化 2・変化しない 3・小さくなる 4・変化しない 5・大きくなる  

6・固体のロウ 7・液体の水よりも固体の氷の方が、密度が小さいから。 

問 2. (1)状態変化 （2）エ (3)①オ ②イ ③エ ④カ ⑤ア 

問 3. 1・空気調節ねじ 2・ガス調節ねじ 3・青色 4・前 5・空気調節ねじ 

   6・空気 7・空気 

 

〇身のまわりの現象 

１.光の世界 

問 1.(1)直進する (2)光の反射 (3)等しくなる (4)光の屈折 (5)入射角  

(6)屈折角  (7)全反射 

問 2.(1)240cm (2)90cm (3)上端の位置：165cm 下端の位置：75cm (4)ア 

２.音の世界 

問 1. 1・音源 2・振動している 3・小さくなっていく 4・伝わる 5・340m/s  

6・340m 7・大きい音 

問 2. (1)振動数：変化なし 振幅：小さくなった (2)イ (3)ウ  

３.力の世界 

問 1. 1・弾性 2・弾性力 3・フックの法則 4・自然長 

問 2.(1)比例関係 (2)8cm (3)21cm (4)24cm  

問 3.(1)地球が引く力 (2)弾性 (3)A と C、B と E (4)B と C、D と E (5)垂直抗力 

 

〇大地の変化 

１.火をふく大地 

問 1. 1・火山噴出物 2・火山灰 3・凝灰岩 4・マグマ 5・水蒸気 6・硫化水素 

   ７・火成岩 ８・火山岩 9・マグマが近く深くでゆっくりと冷えてできている 

問 2.(1)火山岩 (2)斑状組織 (3)⑤ (4) マグマが地表や地表付近で、急に冷えてできた。  

(5)深成岩 (6)等粒状組織 (7)②  

(8)マグマが地下深い場所で、ゆっくり冷えてできた。 (9)火成岩 (10)凝灰岩 

２.動き続ける大地 

問 1. 1・震源 2・p 波 3・初期微動 4・マグニチュード 5・震度 6・10 段階  

7・初期微動継続時間 

問 2.(1)B：震源 A：震央 (2)津波 (3)液状化 (4)X：初期微動 Y：主要動  

(5)X：p 波 Y：ｓ波 

問 3.(1)P 波：初期微動 S 波：主要動 (2) P 波：8km/s S 波：4km/s  

(3)初期微動継続時間 (4)初期微動継続時間と震源からの距離は比例する。 
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３.地層から読み取る大地の変化 

問 1. 1・風化 2・浸食 3・浸食作用、運搬作用、堆積作用 4・露頭 5・堆積岩 6・

泥 

問 2. (1)はたらき：浸食 地形：ウ (2)イ (3)堆積 (4)露頭 (5)風化 

問 3. (1)イ (2)しゅう曲 (3)ずれ：断層 発生するもの：地震 (4)A→B→f→ｆ→Ｃ 

 

〇化学変化と原子・分子 

１.物質のなり立ち 

問 1.(1)上方置換 (2)水に溶けにくい性質 (3)白くにごる (4)二酸化炭素 (5)C,O  

(6)青から赤 

問 2. 1・電気分解 2・小さな電圧で電気分解を進めるため 3・酸素  

4・マッチに火を近づけると、気体が音をたてて燃える。 5・陽極：陰極＝2：1  

6・開けておく 7・２H2O → ２H2 + O2 

問 3.(1)イ、ウ (2)発生した気体でゴム栓が外れるのを防ぐため。 

問 4.(1)水素：H2 水：H2O マグネシウム：Mg 酸化銅：CuO (2)H2、H2O  

(3)H2O、CuO (4)水素原子：酸素原子＝2：1 

２.物質どうしの化学変化 

問 1.(1)発生した液体が加熱部に流れ、試験管が割れるのを防ぐため。  

(2)石灰水の逆流を防ぐため。 

(3)試験管内の銅が、空気中の酸素と反応しないようにするため。 

３.酸素が関わる化学変化 

問 1.(1)２CuO + C → ２Cu + CO2 (2)0.3g (3)赤色、3.2g (4)1.1g (5)4：1  

(6)酸化銅 2.0g、炭素 0.15g 

４.化学変化と物質の質量 

問 1. １・質量保存の法則 2・原子の結びつき方は変化するが、原子の種類と数は変化し

ないから。 3・成り立つ 4・硫酸バリウム 5・変化しない 

問 2.(1)二酸化炭素 (2)ウ (3)4.4g (4)①変わる ②種類  

５.化学変化とその利用 

問 1. 1・発熱反応 2・吸収される 3・反応熱 4・下がる 5・アンモニア 6・上がる 

問 2.(1)上がる (2)鉄と酸素 (3)鉄の酸化で熱が発生するから。 (4)反応熱 

 

〇生物のからだのつくりとはたらき 

１.生物と細胞 

問 1. 1・目を痛める恐れがあるから。 2・接眼レンズ 3・鏡筒内にほこりが入らないよ

うにするため。 4・レボルバー 5・低倍率 6・暗くなる 7・双眼実体顕微鏡 

問 2.(1)A：接眼レンズ B:対物レンズ C:反射鏡 D：ア E：イ  

(2)最高倍率：400 倍 接眼レンズ：ウ 対物レンズ：イ  
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(3)視野の広さ：狭くなる 視野の明るさ：暗くなる (4)ア (5)ア 

問 3. 1・細胞壁、液胞、葉緑体 2・核、細胞質、細胞膜 3・体を支えるはたらき  

4・酢酸カーミン液、酢酸オルセイン 5・単細胞生物 6・組織 7・器官  

8・細胞の呼吸 9・酸素 10・二酸化炭素 11・組織液  

12・細胞内で養分を酸化させエネルギーを得ること。 

 

２.植物のからだのつくりとはたらき 

問 1.(1)二酸化炭素  

(2)色：青色 理由：オオカナダモが呼吸よりも光合成を多くしたため、水に溶けている二

酸化炭素が減少したため。 

(3)色：黄色 理由：オオカナダモが呼吸のみを行ったため、水に溶けている二酸化炭素が

増加したため。 

(4)理由：BTB 溶液の色の変化が、オオカナダモのはたらきによることを明らかにする

ため。  実験の名称：対照実験    

(5)①C ②B ③C ④D 

問 2. 1・蒸散 2・気孔 3・葉の裏 

 

３.動物のからだのつくりとはたらき 

問 1. 1・タンパク質 2・ブドウ糖 3・アミノ酸 4・脂肪酸、モノグリセリド  

5・ブドウ糖、アミノ酸 6・リンパ液 7・表面積が大きくなる点 8・消化液  

9・消化酵素 10・胆汁 11・アミラーゼ 12・タンパク質 13・すい液 14・リパーゼ 

問 2.(1)A：だ液腺 B：肝臓 C：胆のう D：大腸 E：食道 F：胃 G：すい臓  

H：小腸  

(2)E,F,H,D (3)消化液：だ液 消化酵素：アミラーゼ (4)タンパク質 (5)B 

問 3.(1)C、左心房 (2)A,B (3)全身→A→B→肺→C→D→全身 (4)血液の逆流を防ぐ 

 (5)イ、オ (6)ア、ヘモグロビン 

 

４.刺激と反応 

問 1.(1)目：光 耳：音 (2)記号：B 名称：虹彩 (3)①：ア ②：ア  

(4)記号：G 名称：鼓膜 

問 2.(1)けん (2)関節 (3)エ (4)ア 

 

〇天気とその変化 

１.気象の観測 

問 1.(1)降水 (2)晴れ (3)南南東 (4) 

  

問 2.(1)A (2)19.0℃ (3)81％ (4)13.2g 
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２.雲のでき方と前線 

問 1.(1)5.9g (2)1180g (3)65.9％ (4)13℃ (5)露点 

 

３.大気の動きと日本の天気 

問 1. 1・小笠原気団 2・シベリア気団 3・移動性高気圧 4・周期的に天気が変化する。  

5・停滞前線（梅雨前線） 6・オホーツク海気団、小笠原気団 7・小笠原気団  

8・南東 9・秋雨前線 10・熱帯低気圧 11・西高東低 12・乾燥した晴れの日が続く 

問 2.(1)冬 (2)西高東低 (3)シベリア気団  

(4)日本海側：曇りや雨・雪の多く、大雪になることある。  

太平洋側：乾燥した晴れの日に続く。 

(5)停滞前線 (6)オホーツク海気団と小笠原気団 (7)夏 (8)南東 (9)イ (10)偏西風 

 

〇電気の世界 

１.静電気と電流 

問 1. 1・静電気 2・異なる種類の電気を帯びる 3・引き合う 4・電子 5・放電 

問 2.(1)絶縁体(不導体) (2)異なる種類の電気を帯びている。 (3)マイナス（-）  

(4)引き合う (5)①マイナス（-） ②電子 ③異なる ④静電気 

問 3.(1)真空放電 (2)誘導コイル (3)電極 A、電極 D  

(4)ア：電子 イ：- ウ：電子線（陰極線） (5)イ 

 

２.電流の性質 

問 1. 1・電流 2・0.25A 3・直列 4・5A（最大の－端子）5・電圧 6・V 7・並列  

8・2 倍になる 9・比例関係 10・オームの法則 

問 2.                

 

 

 

 

 

 

 

問 3.(1)電熱線 b (2)0.4A (3)1.5 倍 (4)オームの法則 

３.電流と磁界 

問 1. 1・磁界 2・磁力線 3・強くなる 4・N 極から S 極 5・N 極 6・同心円状  

7・「コイルに流れる電流を大きくする」「コイルの巻き数を増やす」 

「コイルの中に鉄心をいれる」 

問 2.(1)12Ω (2)磁針 A：イ 磁針 B：ア 磁針 C：イ (3)大きくなる 
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第一問題 身のまわりの現象、電気の世界に関する問題 

第二問題 身のまわりの物質、化学変化と原子・分子に関する問題 

第三問題 いろいろな生物とその共通点、 

生物のからだのつくりとはたらきに関する問題 

第四問題 大地の変化、天気とその変化に関する問題 

 

理科の課題入試は以下の出題範囲となります。 

 


