
関 東 学 院 中 学 校 　 2 0 2 2 年 度 入 学 試 験 問 題

理　科
（一期Ａ）

・答えはすべて解答用紙に記入しなさい 時間　30分



－1－

 【１】関さんと学さんは料理で食材を加熱する方法について話をしました。下の会話文を

読み、問いに答えなさい。

関さん「まだまだ寒い日が続くね。何か温かいものが食べたいな。」

学さん「では鍋を使ってスープをつくろうか。ａ鉄などの金属でできている鍋は火か

らの（　あ　）を伝えやすいため、火を使用した調理に向いているね。」

関さん「そういえば、昨日つくったおでんが残っているから、電子レンジで温めて食

べることにするよ。電子レンジに金属の容器を入れて温めることはできない

から、プラスチック容器に移して温めるね。」

関さんはおでんをプラスチック容器に入れ、電子レンジで温めました。

関さん「おでんの具材や汁は温まっているけど、プラスチック容器はほとんど温まっ

ていないな。」

学さん「ｂ電子レンジは食べ物の中にある液体の水のみを振動させて温める装置だか

らね。」

関さん「わ！卵が爆発しているよ！」

学さん「ｃこれは卵の黄身と白身の間にある水分が（　い　）して、体積が（　う　）

なることで白身と黄身に力がかかり、爆発したんだ。だから卵は電子レンジ

で温めないほうがよかったね。」

関さん「電子レンジは便利だけど、使い方には注意しないとね。ところで、電子レン

ジや電気調理器（IH調理器）で加熱すれば、火で料理するときよりも二酸

化炭素を出さなくてすみそうだね。」

学さん「ｄ必ずしも二酸化炭素を出さないとは言い切れないよ。」

 （１）

①　会話文中の空らん（　あ　）に当てはまる語句を答えなさい。

②　下線部ａについて、下の図１は鍋の底を模式的に示したものです。この鍋底

の中心部分を火で温めたとき、鍋底の場所Ａ～Ｄを（　あ　）が速く伝わる

順に「＞」を用いて並び替えなさい。同じ場合は「＝」を用いること。

　解答例：Ａ＞Ｄ＞Ｃ＝Ｂ



－2－

 （２） 下線部ｂについて、同じ重さである次の３つの物体を電子レンジで30秒間温め

たとき、もっとも温度が上がるものを、ア～ウの中から１つ選び、記号で答えな

さい。ただし、物体の表面などに他の物質（水など）はつかないものとします。

ア　氷　　　イ　角砂糖　　　ウ　砂糖水

 （３） 下線部ｃについて、以下の問いに答えなさい。

①　空らん（い）（う）に当てはまる語句を答えなさい。

②　次の図２は物質の状態とその変化を表したものです。図中の状態（Ｘ）およ

び状態変化（Ｙ）の名称を答えなさい。

 （４） 下線部ｄについて、電子レンジや電気調理器（IH調理器）の使用が間接的に二

酸化炭素を排出することがある理由を簡単に説明しなさい。



－3－

 【２】ボールペンのノックする部分で消しゴムを弾
はじ

く遊びをしていました。ボールペンを

分解したところ、中にばねが入っていて、ばねの力によって消しゴムが弾かれている

ことが分かりました。この現象に興味をもち調べました。

 （１）１本のばねの伸びが最も長くなるものを、次のア～オから１つ選び記号で答え

なさい。ばねとおもりは全て同じものとし、ばねの重さは考えないものとします。

　ボールペンの中のばねは長さ２cmで、最も縮めると１cm（＝10mm）縮みました。

このとき縮み方でばねの性質が変わらないものとします。

実験１　１つのばねについて、図１のようにばねを縮めた長さと消しゴムの移動した

距離を調べました。その関係は表１のようになりました。なお、弾いた消しゴ

ムは全て同じものを使い、同じ場所を弾いています。

表１

縮める長さ ２mm ４mm ６mm ８mm …

消しゴムの

移動距離
１cm ４cm ９cm （あ） …



－4－

実験２　ばねの数を増やし、図２のように並列に並べます。重さの無視できる軽い板を

使って、全てのばねが同じ長さだけ縮むようにます。ばねを縮ませる長さは２mm

に統一しました。ばねの本数と消しゴムの移動した距離は表２のようになりました。

 （２）正しい関係になるように、表の（あ）、（い）に数値を入れなさい。

実験１、実験２の結果をもとに次の問いに答えなさい。

 （３）ばね２本を図２のように並べて８mm縮めます。消しゴムは何cm移動しますか。

 （４）ばね３本を図２のように並べて、消しゴムを弾いたところ27cm移動しました。

縮めたばねの長さは何mmですか。

 （５）ばねを10本用意します。使うばねの本数と縮ませる長さを工夫して、消しゴ

ムをちょうど32cm先まで移動させることを考えました。調べていくと、２通り

の方法が見つかりました。使ったばねの本数と、その時のばね縮みを（〇本、 

△mm）として２通り答えなさい。

表２

ばねの数 １本 ２本 ３本 ４本 …

消しゴムの

移動距離
１cm ２cm （い） ４cm …



－5－

問題は次のページに続きます。



－6－

 【３】森林のつくりについて、下の会話文を読み、問いに答えなさい。

三春「関東学院には色々な樹木が植えられていて緑が豊かですね。」

先生「そうだね。ａ樹木は葉の形で針葉樹と広葉樹に分類できるんだよ。関東学院に

は落葉広葉樹が多いから、気温が下がると落ち葉が増えるよね。」

三春「森林の落ち葉って気づくとなくなっていますけど、なぜですか？」

先生「ｂ落ち葉は、その下の小さな生物や土の中の微生物によって土にかえるんだよ。」

三春「そうでした！それを養分に新しい植物が根付いていくんでしたね。」

先生「ふん火で流れ出た溶岩が固まっただけの、岩のような場所に土がつくられてい

くのも微生物のはたらきだよ。ｃそこに草原がつくられて、やがて森林がつく

られていくんだよ。」

三春「森林がつくられるには長い時間がかかりそうですね。そういえば、SDGsの目

標15では、豊かな森林を守ることが目標になっていましたね。」

先生「ｄそうだね。日本では1954年ごろから1970年にかけて植林が進み、多くの人工

林がつくられたんだ。森林は光合成によって二酸化炭素を吸収するから、森林

を守ることで地球温暖化を防ぐことができるイメージがあるけど、ただ植林し

て見守っているだけでは、地球温暖化防止に貢
こう

献
けん

する森林にはならないんだ。」

 （１）下線部ａについて、次にあげる樹木のうち針葉樹はどれですか。ア～エから１つ

選び記号で答えなさい。

ア　ブナ　　　イ　スギ　　　ウ　カエデ　　　エ　サクラ　 

 （２）下線部ｂについて、次の問いに答えなさい。

①　これらの生物は生態系の役割上、○○者と呼ばれます。○○に当てはまる漢

字２文字を答えなさい。

②　会話文中の小さな生物として適当な生物をア～オから２つ選び、記号で答え

なさい。

ア　ダンゴムシ　　イ　アブラムシ　　ウ　ミツバチ

エ　カマキリ　　　オ　ミミズ



－7－

 （３）下線部ｃについて、下のＡ～Ｅは長い年月をかけて日本の森林がつくられてい

く様子の説明です。森林がつくられる順番になるようにＡ～Ｅを並び替え、その

順番を答えなさい。

Ａ　高木の陽樹※１中心の森林ができる。

Ｂ　高木の陰樹※２中心の森林がつくられる。

Ｃ　低木の陽樹中心の森林がつくられる。

Ｄ　陰樹の幼木が成長し、陽樹と陰樹が混じった森林がつくられる。

Ｅ　草原がつくられる。

※１　陽樹…日光がよくあたる明るい場所でないと育たない木。

※２　陰樹…日光があまり当たらない日陰でもよく育つ木。

　　

 （４）下線部ｄについて、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」では、持続可能な

森林を経営していくことが目指されています。図１と２を参考に、問いに答えな

さい。



－8－

①　図２から読み取れる、スギとヒノキの特ちょうとして適当な説明をア～オか

ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア　スギもヒノキも植林して20年以降は、二酸化炭素吸収量は減り続ける。

イ　スギもヒノキも植林して20年以降は、二酸化炭素吸収量は増え続ける。

ウ　ヒノキは植林して20年以降は、二酸化炭素吸収量は増えつづけるが、ス

ギは減り続ける。

エ　スギは植林して20年以降は、二酸化炭素吸収量は増え続けるが、ヒノキ

は減り続ける。

オ　スギもヒノキも植林して20年以降は、二酸化炭素吸収量は変化しない。

②　森林の二酸化炭素吸収量を増やすために、1985年から放置されている人工林

をどうするべきですか。図１と２を参考に説明しなさい。



－9－

 【４】私たちは太陽や星の動きから、その場所からの方位や緯度、経度、時刻、季節など

様々な情報を得ることができます。これらの情報は昔から暦
こよみ

や地図をつくることに利

用されてきました。以下の問いに答えなさい。

 （１）図１は、横浜における春分・夏至・秋分・

冬至の日の天球上の太陽の一日の通り

道を表しています。このような太陽の

動きは、地球の運動が原因です。この

地球の運動を何といいますか。

 （２）図１で、北と東の方位をそれぞれア～エ

より１つずつ選びなさい。

 （３）図２のように地面に垂直に立てた棒で日中

の影のでき方を調べました。冬至の日の影の

先端の動きを表しているものを下のア～エか

ら１つ選び、記号で答えなさい。



－10－

　今から220年前の江戸時代、伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

は日本全国を歩いて測量し、初めて実測によ

る日本地図を完成させました。さらに伊能忠敬は地図製作の他に、歩幅による測量と

天体観測から地球の正確な大きさを計算していました。以下の問いに答えなさい。

 （４）図３は、伊能忠敬が使用した象
しょう

 限
げん

儀
ぎ

と

よばれる星の高度を測る器具です。実際

の星の高度を正しく表しているものを図

中ア～ウより１つ選びなさい。

 （５）日本国内の経度が同じ二地点Ａ、Ｂで、図３の器具を用いて北極星の高度を測っ

たところ、それぞれ35度、36度でした。Ａ、Ｂ二地点間の緯度の差は何度になり

ますか。

 （６）Ａ、Ｂ二地点間の距離を歩幅で測ったところ110.75kmでした。地球の円周は

何kmになりますか。ただし、地球は完全な球であるものとします。



関 東 学 院 中 学 校 　 2 0 2 2 年 度 入 学 試 験 問 題

理　科
（一期Ｃ）

・答えはすべて解答用紙に記入しなさい 時間　30分



－1－

 【１】次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。

　電池とは化学反応を起こすことで電気エネルギーを取り

出す装置のことです。その用途に応じて、電池にはａさま

ざまな種類の金属やｂ水溶液が用いられます。電池におい

て、電気エネルギーを取り出す操作を放電、逆に外からエ

ネルギーを加え、エネルギーを蓄
たくわ

える操作を（　あ　）と

いいます。この（　あ　）ができる電池を蓄
ちく

電池（二次電池）

といいます。

　蓄電池の一つに右図に示す鉛
なまり

 蓄
ちく

電池というものがあります。鉛蓄電池は自動車や

バイクなどのバッテリーとして使用されています。プラス極には酸
さん

化
か

鉛
なまり

という物質を、

マイナス極には鉛
なまり

という物質を用い、それをうすい硫
りゅう

 酸
さん

（酸性の水溶液）につけて

導線でつなぐことで電気エネルギーが発生します。放電すると、プラス極、マイナス

極のそれぞれの物質に水溶液中の物質が結合し、一定の割合で重さが増加していきま

す。また放電中の水溶液では、硫酸は徐々に消費されますが、化学反応の結果、新た

に水ができます。

　電流の大きさを一定にし、濃度38％の硫酸水溶液1.0 kgを使用した鉛蓄電池をしば

らく放電させると、次のような結果が得られました。

表

放電時間〔時間〕 １ ２ ３ ４

プラス極の増加量〔ｇ〕 Ａ 12.8 19.2 25.6

マイナス極の増加量〔ｇ〕 9.6 19.2 28.8 38.4

消費された硫酸〔ｇ〕 19.6 39.2 Ｂ 78.4

つくられた水〔ｇ〕 3.6 7.2 10.8 14.4



－2－

 （１）下線部ａに関して、塩酸にも水酸化ナトリウム水溶液にも溶けて水素が発生す

る金属はどれですか。ア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　銅　　　イ　鉄　　　ウ　アルミニウム　　　エ　金

 （２）下線部ｂに関連して、アルカリ性の水溶液の性質として誤っているものはどれ

ですか。ア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。

ア　赤色リトマス紙を青色に変える。

イ　苦みがある。

ウ　フェノールフタレイン液が赤色に変わる。

エ　BTB溶液が黄色に変わる。

 （３）文中の空らん（　あ　）にあてはまる語句を答えなさい。

 （４）表中の空らん、ＡとＢにあてはまる数値を答えなさい。

 （５）マイナス極の重さが50.4ｇ増加したとき、この鉛蓄電池は何時間何分放電した

ことになりますか。

 （６）この電池を４時間放電したときの、硫酸水溶液の濃度〔％〕を小数第一位を四

捨五入し、整数で答えなさい。



－3－

 【２】電流による磁力について、次の問いに答えなさい。

 （１）次の文章中の空らんに入る適切な語句を、下の語群から選び答えなさい。ただし、

語群の用語は一度しか使いません。

　地球には磁力がはたらいているため、方位磁針の針のＮ極側は常に（　あ　）

を向く。図１のように、電流が流れている導線の上に方位磁針を置くと、針は 

（　い　）側にふれる。このことから、電流は、そのまわりに磁力をはたらか

せていることが分かる。直線状の導線に流れている電流は、（　う　）状の磁

力線をつくるため、図２のように方位磁針を導線の下に置きなおすと、針は 

（　え　）側にふれる。

 （２）図３のような電気回路中のア～エの位置に方位磁針を置くとき、方位磁針の針

のふれの大きい順に、「＞」を用いてア～エを並びかえなさい。ふれの大きさが

同じ場合は、「＝」を用いなさい。

　解答例）

　　ア　＝　イ　＞　ウ　＝　エ

円形　　正方形　　正三角形　　東　　西　　南　　北　語群



－4－

 （３）２種類のコイルＡ、Ｂに同じ電源をつないだときに発生する、直線状の磁力線に

よる磁力の大きさを比較できる実験器具を作ります。使用する部品は、方位磁針

１個、コイルＡ、Ｂそれぞれ１個ずつとします。次のア～キの部品の中から必要

なものだけを選び、解答らんの①～⑨の位置に記号を書き入れなさい。コイル部

品イ～キ中の矢印は、電流が流れている向きを表しています。①～⑨の位置には、

部品が入らないところもあります。

 （４）（３）で作った配置では、コイルAによる磁力の方が大きかった場合、方位磁

針の針はもともとの針の向きに対して、東・西・南・北のどの向きにふれますか。

北の向きに注意して答えなさい。



－5－

問題は次のページに続きます。



－6－

 【３】ホタルについて、次の文章を読み以下の問いに答えなさい。

　ホタルは、きれいな河川にみられる甲虫のなかまです。ゲンジボタルやヘイケボタ

ルが有名ですが、それ以外にも日本には約40種が生息しており、世界には約2000種が

生息していることが知られています。ゲンジボタルとヘイケボタルは身体の大きさの

ほか、発光のパターンが異なります。ゲンジボタルはゆっくりと、ヘイケボタルは素

早く点滅します。ホタルは「交尾のために発光している」と考えられていますが、そ

れ以外の目的が考えられる場合も発見されており、ホタルの発光については様々な研

究が行われています。

 （１）ホタルの眼は、個眼と呼ばれる眼がたくさん集まって形成されています。この

ような眼のつくりを漢字二文字で答えなさい。

 （２）ホタルは完全変態をしますが、同様に完全変態をする昆虫をア～エの中から１つ 

選び、記号で答えなさい。

ア　オニヤンマ　　　イ　キリギリス

ウ　アブラゼミ　　　エ　アゲハチョウ

 （３）ホタルと同じ甲虫のなかまとしてふさわしくないものをア～エの中から１つ選

び、記号で答えなさい。

ア　カブトムシ　　　イ　カメムシ

ウ　カミキリムシ　　エ　テントウムシ

 （４）ホタルの生態について正しく述べたものをア～エの中から１つ選び、記号で答

えなさい。

ア　ホタルは、幼虫の間はタニシやカワニナなどの貝類を食べ、成虫になるとア

リやハエなど小型の昆虫を食べるようになる。

イ　ホタルの成体はどの種でも発光するが、幼虫はどの種も発光しない。

ウ　ゲンジボタルの場合、飛び回って発光しているのはたいていオスで、メスは

草や木の葉の上でじっとしながら発光することが多い。

エ　ゲンジボタルの場合、６、７月頃に卵から幼虫となり、その後さなぎを経て

９、10月頃に成虫となり発光するようすが観察される。



－7－

　ある地域には４種のホタルが生息しています。これらを種Ａ～Ｄとします。種Ａ～Ｄ

は、異なる発光パターンを持つことが知られています。これらの発光パターンを図１

に、行動を観察した結果の一部をⅠ～Ⅴにまとめました。

Ⅰ．種Ａのオスは２秒間隔
かく

で短く発光し、種Ａのメスはオスの２回目の発光の約１秒

後に短く発光した。そして、オスメスともにその発光を繰り返した。

Ⅱ．種Ｂのオスは0.3秒程度発光し、それに反応して種Ｂのメスが0.6秒程度発光した。

そして、オスメスともにその発光を繰り返した。

Ⅲ．種Ｃは、オスとメスで発光の間隔が異なっていた。

Ⅳ．種Ｄのメスは、オスの発光に応じて同じ個体がいくつかのパターンで発光した。

しかし、種Ｄのオスが反応したのは１つのパターンのみだった。

Ⅴ．種Ｄのメスは、種Ａ，Ｂ，Ｃのオスを捕食していた。
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 （５）以下は種Ｄのメスが、パターン１で発光したときに観察された行動を説明した

ものです。どのような行動が生じるかを予想して、空らんに当てはまる文の組み

合わせとして適するものを、ア～カの中から１つ選び、記号で答えなさい。

　種Ｄのメスがパターン１で発光したとき、反応したのは（　あ　）のオスであっ

た。（　あ　）のオスが近づいてくると種Ｄのメスは（　い　）した。

ア　あ：種Ａ　　い：近づいてきたオスと交尾を

イ　あ：種Ａ　　い：近づいてきたオスを捕食

ウ　あ：種Ｂ　　い：近づいてきたオスと交尾を

エ　あ：種Ｂ　　い：近づいてきたオスを捕食

オ　あ：種Ｃ　　い：近づいてきたオスと交尾を

カ　あ：種Ｃ　　い：近づいてきたオスを捕食

 （６）種Ｄのオスが反応したのは、種Ｄのメスのどのパターンのときの発光と考えら

れますか。パターン１～４の中から１つ選び、数字を答えなさい。また、そのよ

うに考えた理由を答えなさい。
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 【４】私たちの住む地表では、毎日さまざまな気象現象が起きています。その原因となる

風や雲の発生について、以下の問いに答えなさい。

 （１）日本列島の海岸線では、陸地と海の間で海陸風が吹いています。この海陸風の

しくみを説明した次の文章を読み、以下の問いに答えなさい。

　日中、太陽の熱により、海水はあたたまり  、陸地はあたたまり  。

このため、陸地では  が発生しやすく、陸地の気圧は海上の気圧より

も  なる。したがって、日中は  が吹く。

　夜間は、海水、陸地で吸収した太陽熱が大気中に放射される。このとき、海

水は冷め  、陸地は冷め  。このため、陸地では  が発

生しやすく、陸地の気圧は海上の気圧よりも  なる。したがって、夜間

は  が吹く。

①　文中Ａ～Ｅに当てはまる語句の組み合わせとして、正しいものを次のア～エ

の中から１つ選び、記号で答えなさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ア やすく にくい 上昇気流 低く 陸風

イ やすく にくい 下降気流 高く 陸風

ウ にくく やすい 下降気流 高く 海風

エ にくく やすい 上昇気流 低く 海風

②　文中Ｆ～Ｊに当てはまる語句の組み合わせとして、正しいものを次のア～エ

の中から１つ選び、記号で答えなさい。

Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

ア やすく にくい 上昇気流 低く 海風

イ やすく にくい 下降気流 高く 海風

ウ にくく やすい 上昇気流 低く 陸風

エ にくく やすい 下降気流 高く 陸風
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 （２）地表近くの空気が何らかの原因で上昇すると、上空で雲が発生して天気が悪く

なります。空気が上昇する原因の説明として誤っているものを次のア～エの中か

ら１つ選び、記号で答えなさい。

ア　地面によって暖めれた地表近くの空気が軽くなって上昇する。

イ　上空に冷たい空気のかたまりが入り込んだとき、あたたかい地表近くの空気

が入れかわろうとして上昇する。

ウ　地表を吹く風が、小高い地形に沿ってその斜面を空気が上昇する。

エ　地表に発達した高気圧があるとき、その中心で地表の空気が上昇する。

 （３）雲の説明として誤っているものを次のア～エの中から１つ選び、記号で答えな

さい。

ア　雲はお湯の入った茶碗の上にできる湯気と同じ水蒸気の粒でできている。

イ　地表にできた雲は霧とよばれる。

ウ　雨は、雲の粒が合体して落下したものである。

エ　雲が白く見えるのは、水滴や氷でできているためである。

 （４）図１は、ある年の夏、強い日射に照り付

けられた都市部のＸ地点に、３方向からの

風が吹き込んでいる様子を表しています。

この日、Ｘ地点では、短時間に狭い範囲で

大雨が降りました。この現象について、以

下の問いに答えなさい。

①　Ｘ地点で発生したと考えられる雲の名前

を漢字で答えなさい。

②　Ｘ地点での局地的な豪雨の発生に関係

がないと考えられるものをア～エの中から１つ選び、記号で答えなさい。

　

ア　３方向からの風は、多くの水蒸気を含んでいた。

イ　都市部のＸ地点には多くのビルや道路があり、それらが日中、多量の太

陽熱を蓄
たくわ

えていた。

ウ　内陸にあるＸ地点は、空気中の水蒸気が少なく乾燥していた。

エ　３方向からの風は、Ｘ地点で衝突して、逃げ道を求めて上昇した。
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 【１】中和について、次の文章を読み以下の問いに答えなさい。

　水溶液には酸性・中性・アルカリ性という性質があり、酸性の水溶液にアルカリ性

の水溶液を加えると、それぞれの性質を打ち消し合います。これを中和といいます。

塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を徐々に加え、ちょうど中和すると中性になり、さら

に加えるとアルカリ性になります。また、この中和により食塩が生じます。この反応

を調べるため、フェノールフタレイン溶液を用いて次の＜実験１＞を行いました。フェ

ノールフタレイン溶液は中性・酸性では無色であり、アルカリ性の水溶液に加えると

ピンク色に変化します。

＜実験１＞

操作１　ある濃度の塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を用意しました。

操作２　この塩酸にフェノールフタレイン溶液を加え、さらに表１のように水酸化

ナトリウム水溶液を加えました。

操作３　溶液の色を観察しました。

操作４　生じた食塩の重さを測定しました。

表１

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

塩酸〔ｇ〕 50 50 50 50 50 50

水酸化ナトリウム

水溶液〔ｇ〕
10 15 20 30 35 40

生じた食塩の重さ

〔ｇ〕
５ （あ） 10 15 17 17

操作３で

観察された色
無 無 無 無 ピンク ピンク

 （１）BTB溶液を加えると青色になる水溶液として適切なものをア～エの中から１つ

選び、記号で答えなさい。

ア　食酢　　　イ　食塩水　　　ウ　砂糖水　　　エ　石灰水

 （２）表１の空らん（あ）に当てはまる値を答えなさい。
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 （３）60ｇの水に５ｇの食塩を溶かした食塩水の濃度〔％〕を、小数第２位を四捨五

入して答えなさい。

 （４）この実験において塩酸50ｇとちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液の重さ

は何ｇですか。

 （５）混合した後のＥを長時間空気中に放置しておくと、水溶液の色がピンク色から

無色に変化しました。この現象の原因となる気体の名前を答え、さらにその理由

を説明しなさい。

　次に、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液がちょうど中和するときのそれぞれの濃度

と重さの関係を調べるため、＜実験２＞を行いました。

＜実験２＞

　7.3％の塩酸50ｇをちょうど中和する８％水酸化ナトリウム水溶液は50ｇでした

（組み合わせａ）。様々な濃度の塩酸と水酸化ナトリウム水溶液がちょうど中和する

重さを調べると表２のような組み合わせになりました。

表２

組み合わせ
塩酸の濃度

〔％〕

塩酸の重さ

〔ｇ〕

水酸化ナトリウム

水溶液の濃度

〔％〕

水酸化ナトリウム

水溶液の重さ

〔ｇ〕

ａ 7.3 50 8 50

ｂ 7.3 100 ８ 100 

ｃ 14.6 50 16 50 

ｄ 29.2 （い） 16 50 

ｅ 7.3 150 （う） 300 

ｆ 21.9 25 １ （え） 

 （６）表２の空らん（い）～（え）に当てはまる値を答えなさい。
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 【２】図１のように長さ60cm、重さ100ｇの太さが変わらない棒を用意して、棒の真ん中

Ｏを支点としてひもをつるしました。支点Oから左に10cmはなれた位置にフックを

下げ、支点Ｏの右側に重さ200ｇの分銅をつり下げました。フックの重さは考えない

ものとし、分銅は支点Ｏから棒の右はしまで動かせるものとします。以下の問いに答え

なさい。

 （１）100ｇのおもりをフックにつるしたとき、棒が水平になる分銅の位置は支点Ｏ

から右に何㎝のところですか。

 （２）ある重さの物体をフックにつるしたとき、200ｇの分銅は棒の右はしにありま

した。フックにつるした物体は何ｇですか。

 （３）図２のように棒の左はしから20㎝の点Ｐを支点としてひもをつるしました。 

その支点Ｐから左に10㎝のところにフックをつけ、100ｇのおもりをつるしたところ、

分銅をどこにもつるしていないのに、棒は水平でした。分銅をつるさないのに水平

になったのは棒の重さを考えないといけないからです。棒のすべての重さは重心と

いう一点にかかっているものとします。棒の重心の位置は支点Ｐから右に何㎝の

ところですか。
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 （４）図３のようにフックにつるすおもりの重さを100ｇ、200ｇ、300ｇ…と増やし

ていきます。表は棒が水平になったときの分銅の支点Ｐからの位置を表したもの

です。

フックにある重さのおもりをつるしたところ、200ｇの分銅が右はしの位置にき

たとき、棒が水平になりました。フックにつるしたおもりは何ｇですか。

表

フックにつるしたおもりの重さ 支点Ｐからの分銅の位置

200ｇ ５㎝

300ｇ 10㎝

400ｇ 15㎝

500ｇ 20㎝
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 （５）（２）や（４）のように分銅１つとその分銅の位置でものの重さをはかるものを 

「さおはかり」といいます。あるさおはかりには図４のように、棒をつるすひも

の位置がＰよりも左側にもうひとつありました（Ｑとします）。Ｑの位置でひも

をつるすと、Ｐの位置でひもをつるすよりどのような利点がありますか。（２）、

（４）をもとに考え、答えなさい。
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 【３】植物について、次の文章を読み以下の問いに答えなさい。

　植物にとって水は、生命活動をするためになくてはならない物質です。植物は葉の

気孔を開いて光合成に必要な（　あ　）を吸収すると同時に、ａ開いた気孔からは水

が水蒸気として放出されます。また、気孔が閉じた状態でも、水は葉の表面のクチク

ラ層と呼ばれる層を通過して、少しずつ葉から水蒸気として放出されます。

　気孔は、葉内の水分が十分なときに開くほか、温度が（　い　）とき、光が強く当

たるときにも開き、葉内から外へ水の放出が多くなるよう調節します。葉から水が放

出されると、ｂ根で吸収された水が（　う　）を通って葉に運ばれます。しかし、根

からの水の移動には時間がかかるため、気孔が開く条件が整うと、葉の水の量は少な

い状態となります。

 （１）文中の空らん（あ）～（う）にあてはまる語句をア～カの中から選び、記号で

答えなさい。

ア　酸素　　　イ　二酸化炭素　　　ウ　高い　　　エ　低い

オ　道管　　　カ　師管

 （２）下線部ａについて、気孔から水蒸気が出ていくことを何といいますか。漢字２文字

で答えなさい。

 （３）下線部ｂについて、図１はホウセンカの根と茎の断面です。文中の空らん（う）

として適する部分をア～オの中から全て選び、記号で答えなさい。
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 （４）葉から水が放出されるときの葉の重さの変化を調べるために次の実験を行いま

した。以下の問い①～③に答えなさい。

 ＜実験＞

　同じ環境で育てた植物３個体を用意し、それぞれの一番上の葉を葉Ａ、葉Ｂ、

葉Ｃとします。葉Ａのついた個体は光を３時間当て、葉Ｂ、Ｃのついた個体は

暗所に３時間置きました。これらの後、葉Ａ～Ｃをそれぞれ切り取って、切り

取った直後から葉の重さを測定しました。重さを測定する間、葉Ａ、Ｂには光を

当て、葉Ｃは暗所で測定しました。その結果を図２に示します。なお、当てた

光の強さは、気孔が大きく開くのに十分なものとします。また、光合成や呼吸

による重さの変化は無いものとし、葉Ａ～Ｃは大きさも最初に含まれる水の量

も等しいものとします。

①　図２のⅠ～Ⅲは、葉Ａ～Ｃのどの結果を示していますか。適するものをア～カ

の中から１つ選び、記号で答えなさい。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

ア 葉Ａ 葉Ｂ 葉Ｃ

イ 葉Ａ 葉Ｃ 葉Ｂ

ウ 葉Ｂ 葉Ａ 葉Ｃ

エ 葉Ｃ 葉Ａ 葉Ｂ

オ 葉Ｂ 葉Ｃ 葉Ａ

カ 葉Ｃ 葉Ｂ 葉Ａ
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③　＜実験＞の葉Ａ～Ｃと同様にして、葉Ｄを用意しました。葉Ｄをもつ植物個

体に３時間光を当て、直後に葉を茎から切り取って、暗所で重さを測定しま

した。このとき図２の結果はどのようになりますか。最も適するものをア～エの

中から１つ選び、記号で答えなさい。なお、葉Ｄの結果を破線（  ）

で表すものとします。

②　図２に示した実験の結果から考えられるものをア～エの中から１つ選び、記

号で答えなさい。

ア　測定を開始直後、どの葉も気孔は大きく開いていた。

イ　測定を始めてから25分経ったとき、どの葉も気孔は大きく開いていた。

ウ　この植物は、暗所から急に光を当てると、気孔はすぐに大きく開く。

エ　この植物は、暗所から急に光を当てても、気孔が大きく開くのに10分程

度の時間がかかる。
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 【４】右の図は地層のスケッチです。ｂ層は砂岩、

ｄ層は泥岩でした。図中の地層について、以

下の問いに答えなさい。

 （１）図中のａは黒色の火山岩でした。この

火山岩の名前を次のア～エから１つ選び、

記号で答えなさい。

ア　石灰岩　　　イ　玄武岩

ウ　礫
れき

岩　　　　エ　花こう岩

 （２）図中のｅは白色の岩石で、塩酸をかけると気体を発生して溶けました。この岩

石の名前を次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　石灰岩　　　イ　玄武岩　　　ウ　礫岩　　　エ　花こう岩

 （３）図中のＸ－Ｙ面について、①、②に答えなさい。

①　このような地層のずれを何といいますか。漢字２文字で答えなさい。

②　一般的にこのような地層のずれの原因となる出来事（現象）を答えなさい。

 （４）波線Ｐ－Ｑ面の上には礫が見られた。Ｐ－Ｑ面が形成されたときに、どのよう

な現象が起こったと考えられますか。具体的に説明しなさい。

 （５）図中のａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅの中に１つだけ化石がまったくなかった部分があり

ました。その部分はどれですか。ａ～ｅの記号で答えなさい。

 （６）図中のａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，（Ｐ－Ｑ），（Ｘ－Ｙ）を作られた順に並べたもの 

として、正しいものを次のア～キから１つ選び、記号で答えなさい。

ア　ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，（Ｘ－Ｙ），（Ｐ－Ｑ）

イ　ａ，ｂ，ｃ，（Ｘ－Ｙ），ｄ，ｅ，（Ｐ－Ｑ）

ウ　ｅ，ｄ，ｃ，ｂ，ａ，（Ｘ－Ｙ），（Ｐ－Ｑ）

エ　ｅ，ｄ，（Ｘ－Ｙ），ｃ，ｂ，（Ｐ－Ｑ），ａ

オ　ｅ，ｄ，（Ｘ－Ｙ），（Ｐ－Ｑ），ｃ，ｂ，ａ

カ　ｅ，（Ｘ－Ｙ），ｄ，（Ｐ－Ｑ），ｃ，ｂ，ａ

キ　ｅ，（Ｘ－Ｙ），ｄ，ｃ，ｂ，（Ｐ－Ｑ），ａ
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