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１ ⑴ 例えばエンドウであれば，それぞれの個体には「種子の形」

「子葉の色」「背の高さ」などの特徴がある。これらの特徴を形

質といい，形質の情報を子に伝えるものを遺伝子という。遺伝

子の本体は，情報を伝える物質が多数つながってひも状になっ

ているＤＮＡ(デオキシリボ核酸)という物質であり，２本１組

の二重らせん構造になっている。細胞が自分をコピーする体細

胞分裂の際には，二重らせんがほどけて１本ずつになり，それ

ぞれが新たに対を生成することでＤＮＡが２組になる(資料１)。 

子孫を作り出すことを生殖という。生殖には無性生殖と有性生

殖があり，無性生殖の仕組みは体細胞分裂と同じである。無性

生殖は簡単に子孫を増やせるが，子の形質が一律であるため，

環境の変化などに一斉に対応できなくなり種が全滅する危険性

がある。一方，子孫を作って個体を増やす有性生殖の場合，両

親が対立形質を伝える遺伝子を２つに分け，生殖細胞にその１

つずつを割りふる減数分裂を行ったあと，生殖細胞どうしが合

体することで数が元通りになる。遺伝子の多様な組み合わせに

より，いろいろな形質をもつ子が生まれ，環境の変化に対応で

きた形質の子孫が生き残ることで，種の全滅を防いでいる。 

⑵ ２つの形質の片方が現れるともう片方が現れないような形

質を対立形質といい，現れる方の形質を顕性の形質，現れな

い方の形質を潜性の形質という。種子の形については，子の

種子の形がすべて丸形だったことから，丸形が顕性，しわ形

が潜性の形質であり，親の組み合わせは純系(ＡＡ)×純系

(ａａ)であることがわかる(資料２)。 

⑶ 子の子葉の色がすべて黄色だったことから，黄色が顕性，

緑色が潜性の形質であり，⑵と同様に，親の組み合わせは純

系×純系であることがわかる(資料２)。 

⑷ 子は純系ではない顕性(Ａａ)だから，これを自家受粉させ

た孫の遺伝子の比はＡＡ：Ａａ：ａａ＝１：２：１である

(資料３)。よって，丸形の孫のうち，丸形の純系は３分の１

である。

⑸ 純系でない顕性(Ｂｂ)×潜性(ｂｂ)の場合，孫の形質は，

顕性：潜性＝１：１になる(資料４)。

資料１ 

資料２ 

資料３ 

資料４ 
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１回の振動 

 

ウ

振
幅 

２ ⑴ ヒトや動物の耳は，空気などを通して伝わってくる振動を音

と認識するが，その際，振幅が大きければ大きな音，振幅が小

さければ小さい音と判断し，振動数が多ければ高い音，振動数

が少なければ低い音と判断する。問題文の図２の，音の波を表

すグラフにおいて，アの矢印は振幅を，エの矢印の間(つまり１

回分の波の往復)が１回の振動を表している(資料５)。したがっ

て，アの矢印の幅が大きいほど振幅が大きい，つまり音が大き

いことになり，グラフ内でのエの回数，つまり一定時間におけ

る波の繰り返しの回数である振動数が多いほど音が高いという

ことになる。なお，振動数が多くなる(音が高くなる)というこ

とは，物体の動く速さが速くなるような状態になるということ

である。つまり，物体が軽い・物体が小さい・物体にはたらく

力が大きい，などが該当する。例えば弦であれば，弦が細い・

弦が短い・弦を張る力が強いなどの場合に音が高くなる。 

⑵ 振動数が多いほど音は高くなる。おんさＢの振動数はおんさ

Ａよりも多いので，おんさＢの方がおんさＡよりも音が高い。 

⑶ 同じおんさは音の高さが変わらない。強くたたいたので音が

大きくなる。したがって，振動数が変わらず振幅が大きくなっ

ているエが正答となる。 

⑷ 光は１秒間に約30万㎞(地球の赤道を７周半)という，たいへ

んな高速で進むので，数100ｍ先の花火が光ってからその光が目

に入るまでの時間は，現実的にはほぼ０秒と考えてよい。した

がって〔花火が光って見えた瞬間＝花火が爆発した瞬間〕とし

て計算すればよい。花火の真下に位置するＡ地点で，花火が光

って見えてから0.9秒後に爆発音が聞こえたことから，爆発音は

0.9秒で300ｍ進んだことになる。したがって，1.8秒では600ｍ

進む。三平方の定理より，花火が爆発した位置からＢ地点まで

の直線距離は500ｍであり，花火が爆発した位置からＣ地点まで

の直線距離は600ｍより長いことから，Ｃ地点とＤ地点では1.8

秒後にまだ爆発音は聞こえないことになる(資料６)。 

資料５ 

300m 

400m
600m 

資料６ 

ドップラー効果
 一定時間内に耳に届く音の波の数

が多ければ，耳は振動数が多いと判

断し高い音として受け取る。逆に一

定時間内に耳に届く音の波の数が少

なければ，耳は振動数が少ないと判

断し低い音として受け取る。 

 下図のように，移動している音源

（この場合は救急車）が近づいてく

るときは，音の波が詰まって，耳に

入る音の振動数が多くなり，音が高

く聞こえることになる。逆に音源が

遠ざかっていくときは，音の波が広

がって，耳に入る音の振動数が少な

くなり，音が低く聞こえることにな

る。 

 このように，音源の出している音

の振動数は一緒なのに，近づいてく

る音源から出る音は高く聞こえ，遠

ざかっていく音源から出る音は低く

聞こえる効果を「ドップラー効果」

という。 

 ドップラー効果は，音の高さが振

動数によって決まる，ということを

実感できる身近な例である。 
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３ ⑴ この実験では，銅と空気中の酸素が結びつくことを調べるの

で，銅が空気(酸素)とふれやすくなるように，銅の粉末を皿に

うすく広げる。なお，質量の変化がなくなるまで繰り返し加熱

するのは，銅をすべて酸化させるためである。 

⑵ 化学反応式をかくときは，反応の前後で原子の種類と数が等

しくなるように係数をつける。銅(Cu)と酸素(O2)から酸化銅

(CuO)ができる反応では，このまま式にすると反応前の酸素原

子が２個，反応後が１個になるので，酸化銅に係数２をつける。

このとき，反応前の銅原子が１個，反応後が２個になるので，

銅にも係数２をつけて，全ての原子の数をそろえる。主な化学

反応式をかけるようにしておこう(資料７)。 

⑶ 最初に反応した銅の質量を求め，全体の銅の質量から引いて，

反応せずに残った銅の質量を求める。また，銅と酸素は一定の

質量比で結びつくので，表の数値を使って質量比を求める。実

験で銅と結びついた酸素は4.7－4.0＝0.7(ｇ)である。表より，

銅が完全に酸化するときの質量比は，銅：酸素＝1.2：(1.5－

1.2)＝４：１だとわかるので，4.0ｇの銅のうち0.7ｇの酸素と

反応した銅は0.7×４＝2.8(ｇ)で，4.0－2.8＝1.2(ｇ)が反応

せずに残った。 

⑷ 水素を使って酸化銅を還元するときは，水素が酸化して水が

できる〔CuO＋H2→Cu＋H2O〕。また，一酸化炭素を使っても

酸化銅を還元することができる〔CuO＋CO→Cu＋CO2〕(資料

８)。このようなことが起こるのは，水素や一酸化炭素が，銅よ

りも酸化されやすいためである。 

⑸ 還元が起こるとき，同時に酸化も起こっている。酸化銅と炭

素の混合物を加熱すると，酸化銅が還元されて銅ができ，炭素

が酸化されて二酸化炭素ができる〔2CuO＋C→2Cu＋CO2〕。 

資料７

化学変化 化学反応式

銅の酸化 2Cu＋O2→2CuO 

酸化銅の炭素 

による還元 

2CuO＋C→ 

2Cu＋CO2 

鉄と硫黄の化合 Fe＋S→FeS 

酸化銀の分解 2Ag2O→4Ag＋O2 

炭酸水素ナトリ 

ウムの分解 

2NaHCO3→ 

Na2CO3＋CO2＋H2O 

塩酸と水酸化ナトリ

ウム水溶液の中和 

HCl＋NaOH→ 

NaCl＋H2O 

硫酸と水酸化バリ 

ウム水溶液の中和 

H2SO4＋Ba(OH)2→

BaSO4＋2H2O 

自然界では多くの金属は酸化物など

の化合物の形で存在しているので，

酸素を取り除く方法，つまり金属を

還元する方法が見つかるまでは，な

かなか利用できなかった。およそ

7500 年前に，銅の酸化物と木炭を

混ぜて加熱することで，銅の酸化物

が還元されて銅が取り出されたこと

が，還元による金属利用のはじまり

と言われている。 

資料８ 金属と還元
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４ ⑴⑵ マグマが冷えて固まった岩石を火成岩という。火成岩はさ

らに，大きな鉱物がきっちりと組み合わさってできた等粒状組

織をもつ深成岩と，石基と斑晶からなる斑状組織をもつ火山岩

に分類できる(資料９)。深成岩はマグマが地下深くでゆっくり

冷やされるとでき，火山岩はマグマが地表や地表付近で急に冷

やされるとできる。火成岩の種類やつくり，鉱物，火山の形な

どについて，資料10～12にまとめた。 

⑶ 地層が堆積した地質年代を推定できる化石を示準化石という。

また，地層が堆積した当時の環境を推測できる化石を示相化石

という。ビカリアの化石は新生代を示す示準化石である。

⑷ 河口に近い浅い海には，粒の大きな岩石が堆積し，河口から

離れた深い場所になるにしたがい，堆積する粒の大きさは小さ

くなる。したがって，下かられき岩→砂岩→泥岩の順に堆積し

ている場合，最初は浅かった海が徐々に深くなっていったこと

がわかる。 

⑸ 通常，出題文などに示される柱状図は，図４のように，相対

値である地表からの深さで表されていることが多いが，地層の

傾きを問う問題の場合，そのままでは各地層の上下関係が分か

りにくい。そのため，かぎ層となる層(この問いの場合は凝灰

岩の層)の高さを，絶対値である標高で比較するとよい。例え

ば，地点Ａの凝灰岩の下端は，標高 70ｍの地表から 10ｍ下に

あるので，70－10＝60 となり標高 60ｍである。同様に地点Ｂ

の凝灰岩の下端の標高は 60－10＝50ｍ，地点Ｃの凝灰岩の下端

の標高は 90－30＝60ｍ，地点Ｄの凝灰岩の下端の標高は 80－

30＝50ｍとなる。したがって，凝灰岩の下端は，地点Ａと地点

Ｃが同じ標高，地点Ｂと地点Ｄが同じ標高となり，図３のＡＣ

(西)からＢＤ(東)の向きに，地層全体が傾いて下がっているこ

とが分かる。なお，各柱状図を標高に合わせて並べると，資料

1３のようになる。 

資料 10

資料 11

資料 12

資料９

資料 13
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１ ⑴ 一定の質量の水に溶ける物質の質量は，物質の種類と水の温

度によって決まる。例えば 100ｇの水に溶ける硝酸カリウム・

ミョウバン・塩化ナトリウムの質量の，温度による変化は右の

グラフのようになり，物質によって全く異なる。このように，

ある温度において一定の質量の水に溶ける物質の質量を，その

温度における溶解度という(資料１)。 

⑵ 資料１のグラフ内の○は 60℃の水における溶解度，●は 20℃

の水における溶解度である。したがって，右のグラフの右側に

示してある各物質の下にかいている線の長さが，水の温度を

60℃から 20℃に下げたときに溶けきれずに結晶として出てくる

固体の質量であり，問題の３種類の物質では，結晶として出て

くる固体の質量は，硝酸カリウム＞ミョウバン＞塩化ナトリウ

ムであることがわかる。

⑶ グラフより 80℃の水 100ｇには，硝酸カリウムが 168ｇ溶け

ると読み取れるので，80℃の水 50ｇに溶ける硝酸カリウムの質

量は 168×
50

100
＝84(ｇ)である。したがって，60ｇの硝酸カリウ

ムはすべて溶ける。つまり，硝酸カリウムの結晶ができ始める

のは，硝酸カリウムの溶解度が 60×
100

50
＝120(ｇ)となる温度な

ので，最も近いのは 65℃である。 

⑷ 正しいろ過の方法は資料２のとおりである。あつかう薬品の

中には，はねたり飛び散ったりあるいはこぼれたりすると危険

なものもある。そのため，①ビーカーからろうとに液体を直接

注がずにガラス棒を伝わせる，②ガラス棒の先端はろうとの内

側のろ紙の重なっている部分に触れるようにする，③ろうとの

口の長い方(とがった方)をビーカーの壁の内側につける，など

の手順を必ず守るようにしよう。 

資料１

資料２
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２ ⑴ 空気のかたまりが上昇すると温度が下がり雲ができる仕組み

は資料３のとおりである。 

⑵ 地点Ａの気温は 16℃なので飽和水蒸気量は 13.6ｇ/㎥であり，

湿度が 50％であることから，この空気のかたまり１㎥あたりに

含まれる水蒸気量は 13.6×
50

100
＝6.8(ｇ/㎥)となる。空気に含ま

れる水蒸気量が飽和水蒸気量と等しくなる温度が露点なので，表

より５℃が露点となり，空気のかたまりの温度が５℃になる高さ

で雲ができ始めることになる。16℃の空気が５℃になるためには，

16－５＝11(℃)下がる必要があるが，露点に達していない空気の

かたまりは 100ｍ上昇するごとに温度が１℃下がるのだから，

11℃下がるためには 100×
11

１
＝1100(ｍ)上昇すればよい。1100ｍ

からさらに上昇する場合，すでに露点に達しているため，100ｍ上

昇するごとに温度が 0.5℃下がる。したがって，山頂の 1700ｍま

で上昇すると，0.5×
1700－1100

100
＝３(℃)下がることになり，空気

のかたまりの温度は５－３＝２(℃)になる(資料４)。 

⑶ 空気のかたまりが 100ｍ下降するごとに温度が１℃上昇する

ので，２℃の山頂から 1700ｍを下降してきた地点Ｂでの空気の

かたまりの温度は，２＋(１×
1700

100
)＝19(℃)である(資料４)。

また，２℃の山頂を通過したことで，この空気のかたまり１㎥

中に含まれる水蒸気量は，２℃における飽和水蒸気量と等しい

5.6ｇ/㎥になっている。したがって，19℃の地点Ｂにおける空

気のかたまりの湿度は， 

〔湿度(％)＝
空気中に含まれる水蒸気量(ｇ/㎥)

その気温での飽和水蒸気量(ｇ/㎥)
×100〕より， 

5.6

16.3
×100＝34.35…→34.4％である。 

⑷ アは日本付近に停滞前線(資料５)が見られることから梅雨の

時期か秋雨の時期である。イは日本列島の北側に低気圧，南側

に高気圧(太平洋高気圧…小笠原気団)が見られることから夏で

ある。ウは日本の南の海上に台風が見られることから夏～秋の

台風シーズンである。エは日本の西側に高気圧(シベリア高気圧

…シベリア気団)，東側に低気圧が見られる(西高東低＝冬の気

圧配置)ことと，等圧線が縦にのびて間隔がせまいことなどから

冬である(資料６)。以上から，梅雨の時期の天気図はアと考え

られる。 

資料４

停滞前線 

資料５

寒冷前線 

閉そく前線 

温暖前線 

資料３

資料６
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３ ⑴ １秒間に１回手回し発電機を回した時に流れる電流が0.14Ａ

である。電熱線の抵抗は10Ωなので，オームの法則〔電圧(Ｖ)

＝抵抗(Ω)×電流(Ａ)〕より，10×0.14＝1.4(Ｖ)である。 

⑵ 実験１の表より，抵抗が一定の場合「１秒間あたりのハンド

ルの回転数」と「電流の大きさ」が比例しており，抵抗が10Ω

の場合にハンドルの回転数が１秒間に３回の場合の電流は0.42

Ａである。また，図２において，電熱線は直列につながれてい

るので，抵抗は２倍になる。電流は抵抗に反比例するので，

0.42×
１

２
＝0.21(Ａ)である。 

⑶ エナメル線は，エナメルを塗ってある部分が電気を通さない

ように被膜になっている導線である。エナメルをはがした部分

には電流が流れるようになり，エナメルをはがしていない部分

は電気を通さないままになっている。つまり円柱形のエナメル

線の側面の半周分が電流を流し，残りの半周分が電流を流さな

いという仕組みである(資料７，８)。導線Ａ・Ｂに手回し発電

機をつなげて電流を流すと，エナメルをはがした部分がアルミ

パイプにふれているため電流が流れ，図５のコイルの手前にＮ

極，向こう側にＳ極が発生する(資料９)。すると，図４のよう

に線Ｘから線Ｙの方向に見たときに右側がＮ極，左側がＳ極と

なるため，コイルは線Ｘから線Ｙの方向に見た場合の時計回り

に回転を始める。そのまま回転していくと，エナメルをはがし

ていない部分がアルミパイプにふれ，電流が流れなくなること

で，磁界から力は受けなくなる。その後，慣性によってコイル

が回転を続ける。 

⑷ すべてのエナメルをはがした場合，コイルに発生した磁界の

Ｎ極側が磁石のＳ極に引かれて下に向いた時点でも電流が流れ

るため，コイルのＮ極と磁石のＳ極が引き合い続けることにな

り，その位置で止まってしまうことになる。したがって，最初

の位置から４分の１回転したところで回転が止まるので，イが

正答である。 

資料９

資料７

資料８
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４ ⑴ この実験は，葉の表，葉の裏，茎それぞれからの蒸散量を調

べるものである。蒸散は主に気孔で行われるため，ワセリンを

ぬることで気孔がふさがれて蒸散が防がれる。また，水面から

水が蒸発しないように，水面に油をうかべる。なお，蒸散によ

って植物の体から出ていった水と，メスシリンダーから植物の

体に吸い上げられた水は，同量と考えてよい。

⑵ Ａ～Ｃの蒸散部分と蒸散量は資料10のとおりである。〇は蒸

散が行われる部分，×は蒸散が行われない部分となる。表より，

葉の表側からの蒸散量はＣ－Ａで求められるので2.8－2.4＝

0.4(㎤)，葉の裏側からの蒸散量はＣ－Ｂで求められるので2.8

－0.7＝2.1(㎤)，茎からの蒸散量はＣ－(葉の裏側からの蒸散量

＋葉の表側からの蒸散量)で求められるので2.8－(2.1＋0.4)＝

0.3(㎤)となることがわかる。この結果，アジサイでは葉の表側

よりも葉の裏側ではるかに多くの蒸散が行われることがわかり，

葉の表側よりも葉の裏側に気孔が多く存在するとわかる。なお，

多くの植物で，葉の表側より葉の裏側に気孔が多く存在するが，

葉の裏側が水面につくため，葉の表側に大部分の気孔が集中し

ているスイレンのような例外もある。 

資料 10

Ａ Ｂ Ｃ 

蒸
散
部
分

葉の表側 × 〇 〇 

葉の裏側 〇 × 〇 

茎 〇 〇 〇 

蒸散量(㎤) 2.4 0.7 2.8 
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１ ⑴⑵ だ液には，アミラーゼというデンプンを分解する消化酵素

(資料１)が含まれている。デンプンはブドウ糖がたくさんつなが

ったもので，だ液中のアミラーゼによって，麦
ばく

芽
が

糖
とう

(ブドウ糖が

２つつながったもの)などに分解される。その後，すい液や小腸

の壁の消化酵素のはたらきで最終的にブドウ糖になり，小腸で

吸収される。小腸の内
ない

壁
へき

にはひだがあり，ひだの表面は柔毛と

いう多数の小さな突起におおわれている(資料２)。柔毛がある

ことで小腸の内壁の表面積が大きくなり，養分の吸収が効率よ

く行われる。小腸の柔毛に吸収された養分のうち，ブドウ糖と

アミノ酸は毛細血管に入り，肝臓に運ばれる。脂肪酸とモノグ

リセリドは再び脂肪に戻り，リンパ管に入る(資料３)。

⑶ 消化酵素は体温に近い温度でよくはたらくので，だ液のはた

らきをよくするために体温に近い40℃の湯に試験管をつけた。

だ液を氷水につけると，あまりはたらかなくなる。また，高温

の湯につけると，(消化酵素はタンパク質でできているため，変

性してしまい)はたらきを失う。 

⑷ ベネジクト液のもとの色は青色である。麦芽糖を含む溶液に

ベネジクト液を加えて加熱すると赤褐色の沈殿ができる。 

⑸ ヨウ素液はデンプンに反応して青紫色に変化する。「だ液がデ

ンプンを麦芽糖に変化させている」ことを確かめるための実験

だから，試験管Ｂは試験管Ａとだ液の有無だけを変える。これ

により，試験管Ｂの結果が，ヨウ素液が青紫色に変化し(デンプ

ンがあり)，べネジクト液が変化しない(麦芽糖がない)という結

果になれば，「だ液がデンプンを麦芽糖に変化させている」こと

を確かめられる。このように，調べたい条件以外をすべて同じ

にして行う実験を対照実験という。①では，試験管内の溶液の

体積が同じになるように「デンプン溶液10㎤」だけでなく「(だ

液と同体積の)水１㎤」を入れる必要があることに注意しよう。 

消化液 消化酵素 はたらく物質 

だ液 アミラーゼ デンプン 

胃液 ペプシン タンパク質

すい液 
リパーゼ 脂肪 

トリプシン タンパク質

資料１

・消化酵素によって，はたらく物

質が決まっている。

・消化酵素自体は変化せず，少量

でくり返しはたらく。

・タンパク質でできていて，決ま

った温度，決まった㏗で最もよ

くはたらく。

＜消化酵素の種類と性質＞ 

・ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管

に入る。

・脂肪とモノグリセリドは再び脂

肪に戻り，リンパ管に入る。

・リンパ管は，首の下あたりで静

脈に合流する。

＜小腸の内壁のつくり＞ 

柔毛 

ひだ 

資料２

＜柔毛のつくり＞ 

資料３

柔毛

毛細血管

リンパ管
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２ ⑴⑵ 図２より，力の大きさが0.1Ｎのときのばねののびが１㎝で

あり，力の大きさが２倍，３倍，…となると，ばねののびも２

倍，３倍，…となるから，ばねを引く力の大きさとばねののび

は比例の関係にあることがわかる(資料４)。これをフックの法

則という。よって，0.8Ｎのおもりをつり下げたときのばねのの

びは，１×
0.8

0.1
＝８(㎝)である。 

⑶ 図４で，水面から物体Ａの底までの距離が０㎝のとき，物体Ａ

はすべて空気中にある(重さはすべてばねにかかっている)。この

ときのばねののびが５㎝だから，物体Ａの重さは0.5Ｎである。 

⑷ 浮力がなぜ生じるのか考えてみよう。水の重さによって生じ

る圧力を水圧という。水圧は，あらゆる方向から加わり，深い

ところほど大きい。同じ深さであれば水圧の大きさは等しいた

め，物体の側面にはたらく水圧は互いに打ち消し合う。一方，

物体の上面に加わる下向きの水圧より，下面に加わる上向きの

水圧の方が大きいので，その差によって上向きの力が生じる。

これが浮力である(資料５)。物体がすべて水中にあるとき，物

体をそれ以上深く沈めても，上面と下面に加わる水圧の差は変

化しないので，浮力の大きさは変わらない。図４で，水面から

物体の底までの距離が４㎝以上になるとばねののびが小さくな

らないのは，このためである(資料６)。よって，物体Ａがすべ

て水中に入ったときのばねののびは４㎝だから，ばねを引く力

は0.4Ｎである。浮力の分だけばねを引く力が小さくなるから，

〔浮力の大きさ＝物体の重さ－ばねを引く力〕より，浮力の大

きさは0.5－0.4＝0.1(Ｎ)である。  

⑸ ⑷と同様に考えると，物体Ｂがすべて空気中にあるとき，ば

ねののびは4.2㎝だから，物体Ｂの重さは0.42Ｎである。また，

物体Ｂがすべて水中にあるとき，ばねののびは3.2㎝だから，ば

ねを引く力は0.32Ｎである。よって，物体Ｂがすべて水中に入

ったときの浮力の大きさは0.42－0.32＝0.1(Ｎ)で，物体Ａと同

じである(物体の重さと浮力の大きさとは無関係である)。また，

図４で，どちらのグラフも一定の割合でばねののびが小さくな

っているから，水中にある物体の体積が大きいほど，浮力の大

きさは大きくなることがわかる。 

すべて空気中にある 

すべて水中に入った 

物体Ａ 

物体Ｂ 

資料６

資料４

＜フックの法則＞ 

資料５

水中 水圧 

＜水中の物体にはたらく水圧＞ 

同じ深さで左右に加わる水圧は互

いに打ち消し合う。これに対し，

下面に加わる水圧は上面に加わる

水圧より大きい。その差によって

生じる上向きの力が浮力である。 
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３ ⑴ 塩化コバルト紙に水をつけると，青色から赤色(桃色)に変化

する。リトマス紙は液体が酸性，中性，アルカリ性のどれであ

るかを調べるのに用いる。いろいろな指示薬について覚えてお

こう(資料７)。 

⑵ 加熱中の試験管内は気体が膨張して圧力が高くなっているが，

加熱をやめると圧力が急に下がる。このときガラス管を水中に

入れたままにしておくと，加熱した試験管に水が逆流し，試験

管が急に冷やされて割れるおそれがある。 

⑶ 二酸化炭素にはものを燃やす性質はないので火は消える。い

ろいろな気体の性質を覚えておこう(資料８)。

⑷ ②ではかった質量と⑥ではかった質量の差が，発生した水と

二酸化炭素の質量であり，炭酸水素ナトリウムの質量と発生し

た水と二酸化炭素の質量の差ができた炭酸ナトリウムの質量で

ある。炭酸水素ナトリウムの質量をＸｇ，発生した水と二酸化

炭素の質量をＹｇ，できた炭酸ナトリウムの質量をＺｇとする

と，Ｘ－Ｙ＝Ｚが成り立つ。これをまとめると，資料９のよう

になる。グラフ上に(Ｘ，Ｚ)の点をとり，なるべく各点とのず

れが小さくなるように原点から直線を引く。となりあう点を結

んだ折れ線グラフにしないように注意しよう。 

⑸ 化学変化では，反応の前後で原子の組み合わせは変化するが，

原子の種類と数は変化しない。以下の手順で考えてみよう。 

いろいろな元素記号(資料10)や化学反応式(資料11)を覚えてお

こう。

資料８

＜指示薬と色の変化＞

性質 色の変化 

リトマス紙

酸性 青色→赤色

中性 変化しない

アルカリ性 赤色→青色

ＢＴＢ溶液 

酸性 黄色

中性 緑色

アルカリ性 青色
フェノールフ

タレイン溶液
アルカリ性 無色→赤色

気体 性質 

酸素(O2) 

ものを燃やすはたら

きがある。水に溶け

にくい。

水素(H2) 

非常に軽い。空気中

でよく燃え，燃える

と水ができる。水に

溶けにくい。

二酸化炭素 

(CO2) 

石灰水を白く濁らせ

る。水溶液は酸性。

水に少し溶ける。

塩素(Cl2) 
黄緑色。水に溶けや

すい。漂白・殺菌作

用がある。有毒。

アンモニア

(NH3)

水溶液はアルカリ性。

水によく溶ける。

Ｘ(ｇ) 1.0 2.0 3.0 4.0 

Ｙ(ｇ) 0.3 0.8 1.0 1.4 

Ｚ(ｇ) 0.7 1.2 2.0 2.6 

資料７

資料 10

水素 H ナトリウム Na 
炭素 C 銅 Cu 
酸素 O 鉄 Fe 
窒素 N 銀 Ag 
塩素 Cl マグネシウム Mg 
硫黄 S アルミニウム Al 

銅の酸化 2Cu＋O2→2CuO 

酸化銅の炭素に

よる還元 

2CuO＋C 
→2Cu＋CO2

鉄と硫黄の反応 Fe＋S→FeS 

酸化銀の分解 2Ag2O→4Ag＋O2 

塩酸と水酸化ナ

トリウム水溶液

の中和

HCl＋NaOH 
→NaCl＋H2O

硫酸と水酸化バ

リウム水溶液の

中和

H2SO4＋Ba(OH)2 
→BaSO4＋2H2O

資料 11

資料９

手順１：反応のようすを物質名で表す。 

炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム ＋ 水 ＋ 二酸化炭素 

⇓ 

手順２：それぞれの物質を化学式で表す。 

NaHCO3 → Na2CO3 ＋ H2O ＋ CO2 

⇓ 

手順３：反応の前後でナトリウム原子(Na)の数が等しくなるように，炭酸

水素ナトリウムの係数を２にする。 

2NaHCO3 → Na2CO3 ＋ H2O ＋ CO2 

⇓ 

他の原子の数も反応の前後で等しくなっているので完成！(等しくない原子

があれば，その原子について手順３と同様の操作をする。) 
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４ ⑴ 空全体を10としたときの雲の割合を雲量という。降水がな

く，雲量が０～１のときは快晴，２～８のときは晴れ，９～

10のときはくもりである。また，風向(風が吹いてくる方角)

は16方位で表す(資料12)。例えば，南から北に向かって吹く

風の風向は「南」である。 

⑵ 飽和水蒸気量と空気中の水蒸気量が等しくなり，水蒸気が水

滴に変化するときの温度を露点という。午前９時の気温は

19.7℃であり，図２より，飽和水蒸気量は約17ｇ/㎥である。

また，湿度は52％だから，空気中の水蒸気量は約17×0.52＝

8.84→９ｇ/㎥である。よって，飽和水蒸気量が約９ｇ/㎥に

なる温度が露点だから，図２より約９℃である(資料13)。 

⑶ 日本上空では，１年を通して偏西風が西から東へ向かって吹

いている。この偏西風の影響により，日本付近を通過する雲

や低気圧は西から東へ移動していく。よって，前線をともな

った低気圧の動きに着目すると，日付の早いものから順に，

ウ→図１→ア→イである。

⑷ 寒気と暖気のような性質の異なる気団が接するとすぐには

混じり合わず，２つの気団の間に境界面ができる。この面を

前線面といい，前線面が地面と交わってできる線を前線とい

う(資料14)。温帯低気圧の中心から南西方向にのびている

のが寒冷前線，南東方向にのびているのが温暖前線である。

寒冷前線が温暖前線に追いつくと閉そく前線ができる。閉そ

く前線ができると，地表付近がすべて寒気でおおわれるため，

低気圧は消えることが多い。なお，停滞前線は寒気と暖気の

勢力がほぼ同じくらいになり，前線がほとんど動かなくなっ

たものである。日本付近で，６月ごろにできる停滞前線を梅

雨前線，９月ごろにできる停滞前線を秋雨前線という。 

⑸ 温度が低い寒気ａの方が密度が大きいので，寒気ａが寒気

ｂの下にもぐり込むように進む。 

資料 12

快晴 晴れ くもり 雨 雪 

＜代表的な天気の記号＞

＜前線付近のようす＞

資料 14

北 

南 

東 西 

北北東 

北東 

東北東 

西南西 

南西 

南南西 

東南東 

南東 

南南東 

北北西 

北西 

西北西 

＜風向(16 方位)＞ 

資料 13

温暖前線 

寒冷前線 

停滞前線 

閉そく前線 

＜前線の種類＞ 

７ 9 11 13 15 17 19 21 
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１ ⑴ 表１より，はっきりと鉄がさびたのを確認できたのはびんＣ

だけである。よって，びんＣとそれぞれの条件について対照実

験(資料1)となっているものを選べばよい。①では，酸素が十

分にあると鉄くぎがさびやすくなることを確かめたいから，び

んＣ(ふたがなく酸素が十分にある)と酸素の条件だけが異なる

びんＤ(ふたがあり酸素が十分にない)を比べればよい。びんＣ

の鉄くぎだけがさびたことから，酸素が十分にあると鉄くぎが

さびやすくなると判断できる。②では，食塩水を加えると鉄が

さびやすくなることを確かめたいから，びんＣとびんに加えた

液体の種類だけが異なるびんＡ，びんＥを比べればよい。びん

Ｃの鉄くぎだけがさびたことから，食塩水を加えると鉄がさび

やすくなると判断できる。 

⑵ 15％の食塩水30ｇに含まれる食塩は30×0.15＝4.5(ｇ)で

ある。水を加えて５％になった食塩水の質量をｘｇとすると，

〔質量パーセント濃度(％)＝
溶質の質量(ｇ)

溶液の質量(ｇ)
×100〕より，

4.5

ｘ
×100＝５が成り立つので，ｘ＝90となる。よって，加え

た水の質量は90－30＝60(ｇ)である。また，水を加えて質量

パーセント濃度を
５

15
＝
１

３
(倍)にするには，水を加えた後の水

溶液の質量が30ｇの３倍の90ｇになるようにすればよい。よ

って，加えた水は90－30＝60(ｇ)と求めることもできる。水

溶液に関する用語を資料２にまとめた。 

⑶ 酸化を利用した酸化防止剤の他に，袋の中の空気を窒素に

置き換えることで酸化を防ぐ方法などもある。

⑷ 食塩水の体積以外の条件がすべて同じ実験Ⅰと実験Ⅱの結

果を比べることで，「食塩水の体積が温度変化に与える影響」

を調べることができる。したがって，実験Ⅲは，実験Ⅰ，実

験Ⅱのどちらかと濃度以外の条件をすべて同じにして，「食

塩水の濃度が温度変化に与える影響」を調べる実験にすれば

よい。実験Ⅰと実験Ⅱの食塩水の濃度はどちらも５％だから，

実験Ⅲでは，食塩水の濃度(ａ)を５％以外にして，食塩水の

体積(ｂ)を実験Ⅰの５㎤か，実験Ⅱの2.5㎤のどちらかと同

じにすればよい。よって，これらの条件を満たすのはウであ

り，実験Ⅰと実験Ⅲの結果を比べることで，「食塩水の濃度

が温度変化に与える影響」を調べることができる。

溶質：溶液に溶けている物質。

溶媒：溶質を溶かす液体。

溶液：溶質と溶媒を合わせたもの。

溶媒が水の溶液を水溶液という。

溶解度：100ｇの水に溶ける物質の

最大の質量。 

飽和水溶液：物質が溶解度まで溶け

た水溶液。 

再結晶：水溶液の温度を下げたり，

水を蒸発させたりして，溶質を再

び結晶としてとり出す操作。 

対照実験とは… 

条件を１つだけ変えて結果

を比べる実験。結果に違い

があれば，その条件の違い

が結果に影響を与えたと判

断することができる。

資料２

＜溶解度と再結晶＞ 

資料１

84ｇ 

ａを 50℃の水 100ｇに 84ｇ溶か

し，その水溶液の温度を 20℃ま

で下げたとき，20℃での溶解度は

32ｇだから，84－32＝52(ｇ)が結

晶となって出てくる。温度による

溶解度の差が大きい物質では，こ

のような操作で多くの結晶を得る

ことができる。 

32ｇ 

出 
て 
く 
る 
結 
晶 

ａ 

ｂ 

ｂのように温度による溶解度の差

が小さい物質は，水溶液を加熱し

て水を蒸発させることで，多くの

結晶を得ることができる。 
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２ ⑵ 生物どうしの食べる・食べられるという関係を食物連鎖とい

う。１種類の生物が複数の食物連鎖に関係することが多く，食

物連鎖は複雑に入り組んだ網の目のようになっている。これを

食物網という。 

⑶ 生産者(緑色植物などの葉緑体をもつ生物)は，日光を利用し

て，無機物である二酸化炭素と水から，有機物であるデンプン

をつくり出し，酸素を放出する光合成(資料３)を行う。 

⑷ Ａ～Ｃのすべての生物からＤに矢印が向いているから，Ｄは

生産者や消費者の遺骸やふんなどの有機物から栄養分を得てい

る分解者である。分解者には，落ち葉の下や土の中の小動物

(シデムシ，ミミズ，ダンゴムシ，トビムシなど)，菌類(カビ

やキノコなど)，細菌類(乳酸菌や大腸菌など)が含まれる。ま

た，Ａに向いている矢印はないから，Ａは栄養分を自らつくり

出す生産者であり，Ｂは草食動物，Ｃは肉食動物である。 

⑸ ある生物ａについて，生物ａを食べる生物が増加したり，生

物ａがエサとする生物が減少したりすると，生物ａの数量は減

少する。また，生物ａを食べる生物が減少したり，生物ａがエ

サとする生物が増加したりすると，生物ａの数量は増加する。

外来種が持ち込まれた結果，バッタでは最初に増加がみられた

ことに着目すると，バッタが増加するのは，ススキが増加した

ときかカエルが減少したときだから，外来種が食べた(数量が減

少した)のはカエルだとわかる。この後，それぞれの生物の数量

は一時的に変化するが，やがて元のつり合いの状態に戻る。た

だし，場合によっては，元の状態に戻るのに長い時間がかかっ

たり，元の状態に戻らなかったりすることもある。なお，図２

の関係を，資料４のピラミッドのように表すことができる。  

資料４

＜生物の数量関係＞ 

生物の数量関係はふつう， 

食べられる生物＞食べる生物 

となる。 

ヘビ

カエル

バッタ 

ススキ

資料３

＜光合成に必要な条件を調べる＞ 

手順 

Ⅰ．デンプンをなくすため，一

晩暗室に置く。 

Ⅱ．葉の一部をアルミニウムは

くでおおい，日光を十分に

当てる。 

Ⅲ．ヨウ素液をつけ，色の変化

を確かめる。 

結果 

ヨウ素液の色が，ｂでは青紫

色に変化し，ａ，ｃ，ｄでは

変化しなかった。ａとｂの結

果から，光合成には葉緑体が

必要であること，ｂとｄの結

果から，光合成には日光が必

要であることがわかる。

ｃ ｄ 

ａ 
ｂ 

アルミニウムはくで

おおった部分

ふの部分 

ａ：葉緑体×，日光〇 

ｂ：葉緑体〇，日光〇 

ｃ：葉緑体×，日光× 

ｄ：葉緑体〇，日光×
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３ ⑴ 物体が凸レンズの焦点よりも離れた位置にあるとき，物体と

は上下左右が反対の実像がスクリーンに映る。実験□1 のように，

物体と同じ大きさの実像が映るのは，物体が焦点距離の２倍の

位置にあるときだから，このときの凸レンズとスクリーンの距

離は４×２＝８(㎝)である。物体の位置と実像の関係について，

資料５にまとめた。 

⑵ スクリーンの形(右上が欠けている)から，凸レンズ側からス

クリーンを見た像である。実像は，物体とは上下左右が反対に

映るから，エが正答である。 

⑶ ア．光ファイバーは，光の全反射を利用している。

イ，ウ．光の反射に関係する。 エ．光が水中から空気中に斜

めに進むとき，その境界面で屈折する。このとき，入射角より

も屈折角の方が大きくなるため，実際よりも浅いところに物体

があるように見える(資料６)。 

⑷ 物体が焦点よりも凸レンズに近いところにあるとき，スクリ

ーンを動かしても実像を映すことはできない。しかし，凸レン

ズを通して物体を見ると，物体と同じ向きで，物体より大きい

虚像が見える。アでは実像，ウ，エ，オでは虚像を見ることが

できる。また，焦点距離と同じイでは実像も虚像も見ることが

できない。 

⑸ 「光軸に平行に進み，凸レンズで屈折して焦点を通る光」，

「レンズの中心を通る直進する光」，「手前の焦点を通り，凸レ

ンズで屈折して光軸に平行に進む光」という３つの代表的な光

(資料７)を作図できるようにしておこう。これらの光の交点が

実像のできる位置である(実際に作図するときには，これらの

光から２つを選べばよい)。このように作図することで，実像

ができる位置が凸レンズの中心線から３マス目であることがわ

かる。この凸レンズの焦点距離は４㎝だから，１マスは２㎝で

あり，はっきりとした実像が映るときの凸レンズとスクリーン

の距離は２×３＝６(㎝)である。 

資料６

入射角 

屈折角 

Ａ 

Ａ′ 

Ｐ 

空気 

水 

Ａ点から出た光は，水と空気の境

界面で，入射角＜屈折角となるよ

うに進み，Ｐ点に届く。Ｐ点から

は，Ａ点からの光がＡ′点から直進

してきたように見える。 

資料７

物体 

凸レンズ 

光軸 焦点距離 

の２倍 

焦点距離 

の２倍 
焦点 

焦点 

物体より 

大きい 

物体より 

小さい 

凸レンズに 

近づける 

凸レンズから 

遠ざける 

＜凸レンズと実像＞ 

資料５
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４ ⑴ 太陽系には，太陽に近いところを公転しているものから順に，

水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星の８個

の惑星がある。惑星は自ら光を出さず，太陽の光を受けて輝い

ている。天体の特徴から地球型惑星(水星，金星，地球，火星)

と木星型惑星(木星，土星，天王星，海王星)に分けられる(資料

８)。

⑵⑶⑷ 地球の内側を公転している惑星を内惑星，地球の外側を

公転している惑星を外惑星という。外惑星の火星は真夜中に観

察することができるが，内惑星の金星は地球から見て太陽と反

対の方向に来ることはないので真夜中に観察することができな

い(資料９)。金星を観察できるのは，明け方の東の空(明けの明

星)か，夕方の西の空(よいの明星)である。資料10で，地球か

ら見て太陽の右側にある金星が明けの明星，地球から見て太陽

の左側にある金星がよいの明星である。また，金星と地球の距

離が近いときほど見かけの大きさが大きく，欠けた部分も大き

くなる。太陽と金星を結んだ直線と，地球と金星を結んだ直線

が直角に交わるときの金星が半月状に見える。図の金星は半月

状の金星より少し遠い位置にあるので，半月状より少し満ちた

形に見える。

⑸ 地球は約１年(12か月)で１回(360度)公転するから，約１か月

で
360

12
＝30(度)公転する。金星は約0.62年→0.62×12＝7.44（か月）

で１回(360度)公転するから，約１か月で 
360

7.44
＝48.3…→48度

公転する。地球と金星の公転の向きは同じだから，地球と金星

は約１か月ごとに48－30＝18(度)ずつ近づいていく(資料11)。

観察を行った日の地球と金星は90度離れていたから，最も近づ

く(太陽，金星，地球の順に一直線に並ぶ)のは約90÷18＝５(か

月後)である。 

資料９

火星 

地球 

太陽 

金星 

真夜中の 

地平線 真夜中に 

観察できる 

資料 11

地球型惑星 

・主に岩石や金属からなる

・半径…小 質量…小 密度…大

木星型惑星 

・主に気体からなる

・半径…大 質量…大 密度…小

資料８

30° 

金星 太陽 

48° 

１か月後 

の金星 １か月後 

の地球 
地球 

資料 10

地球 

太陽 

金星 

＜金星の見え方＞ 
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１ ⑴ 床と物体にはたらく力をまとめると資料１のようになる。物体

が床を押す力の大きさは，物体にはたらく重力とばねばかりが

物体を引く力の差で求められる。物体にはたらく重力は 2.4Ｎ

だから，ばねばかりが物体を引く力の大きさが０Ｎのときは，

物体が床を押す力の大きさは 2.4－０＝2.4(Ｎ)で，これと作

用・反作用の関係にある床から物体にはたらく垂直抗力の大き

さも 2.4Ｎである。このように考えて，どの時間においても，

ばねばかりが物体を引く力の大きさと，床から物体にはたらく

垂直抗力の大きさとの和が常に 2.4Ｎになるようなグラフをか

けばよい。資料２のように，図４に垂直抗力の変化を表すグラ

フを重ねると，変化のようすがよくわかる。

⑵ 物体に力を加えたとき，その物体が加えた力の向きに動いた

場合に，その力は物体に対して仕事をしたといえる。物体が床

から離れるのは，ばねばかりが物体を引く力の大きさが 2.4Ｎ

になった 3.0 秒後であり，それまでは物体が床の上から動いて

いないので，物体に力を加えているが，この力は物体に対して

仕事をしていない。 

⑶ 物体を引き上げる力が 2.4Ｎで，その力の向きに 15 ㎝→0.15

ｍ動かしたから，〔仕事(Ｊ)＝力(Ｎ)×力の向きに動かした距離

(ｍ)〕より，2.4×0.15＝0.36(Ｊ)が正答となる。 

⑷ 図３のように，動滑車を用いると，物体にはたらく重力は動

滑車の左右の糸に等しく分かれてかかるので，ばねばかりが物

体を引く力は物体にはたらく重力の半分になるが，ばねばかり

を引き上げる距離は物体が持ち上がる距離の２倍になるから，

動滑車を用いても仕事の大きさは変化しない。これを仕事の原

理という(資料３)。 

⑸ 実験□2 では，物体を１㎝/ｓの速さで真上に 15 ㎝引き上げた

から，かかった時間は
15(㎝)

１(㎝/ｓ)
＝15(ｓ)である。仕事の原理よ

り，実験□2 と□3 の仕事の量は同じであり，仕事率も等しいと

あるので，〔仕事率(Ｗ)＝
仕事(Ｊ)

時間(ｓ)
〕より，実験□2 と□3 でかか

った時間も同じだとわかる。実験□3 では，動滑車を用いている

から，ばねばかりを引き上げる距離は物体を持ち上げる距離 15

㎝の２倍の 30 ㎝であり，この仕事に 15 秒かかっているから，

ばねばかりを引き上げる速さは
30(㎝)

15(ｓ)
＝２(㎝/ｓ)である。  

どの時間においても 

＋ ＝2.4が成り立つ 

資料３

＜30°の斜面を引き上げるとき＞ 

資料２

物体を斜面に沿って引き上げる

のに必要な力の大きさは，物体

にはたらく重力の斜面に平行な

分力と同じである。30°の斜面

では，この分力の大きさは重力

の半分になるが，斜面上を移動

させる距離は直接持ち上げると

きの２倍になる。 

物体が床を押す力 

地球が物体を引く力 

(重力) 

資料１

・大きさが同じ

・向きが反対

・一直線上にある

２力の条件 

＜力のつり合い＞ 

＜作用・反作用＞ 

２力が１つの物体に対してはたらく 

２力が２つの物体の間ではたらく 

床が物体を押す力 

(垂直抗力) 

床が物体を押す力 

(垂直抗力) 
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２ ⑴ 資料４参照。エのように，どちらの筋肉もひじの先の骨につ

いていると，上の筋肉が縮むことで腕が曲がり，下の筋肉が縮

むことで腕がのびる。なお，筋肉と骨をつないでいる丈夫なつ

くりをけんという。 

⑵ 刺激を受けとる器官(感覚器官)とその器官が受けとる刺激の

組み合わせを覚えておこう(資料５)。 

⑶ Ａがストップウォッチを押したときが，Ａが左手をにぎった

ときであり，同時にＢが右手をにぎられたときである。したが

って，Ｂ～Ｊの９人が右手をにぎられてから左手をにぎるまで

の時間と，Ｊが左手をにぎってからＡがストップウォッチを止

めるまでの時間の合計の平均が 2.17 秒だから，Ｂ～Ｊの９人が

右手をにぎられてから左手をにぎるまでの時間の平均は 

2.17－0.26＝1.91(秒)で，１人あたりの平均は
1.91

９
＝0.212…→

0.21 秒である。 

⑷⑸ 反射とは，意識とは無関係に起きる反応である。反射と意

識して起きる反応では，信号が伝わる経路が異なる(資料６)。

反射は，意識して起きる反応よりも信号が伝わる経路が短いた

め，刺激を受けとってから反応が起きるまでの時間が短く，危

険から身を守るのに役立っている。また，周囲の明るさでひと

みの大きさが変化すること(資料７)，食物を口に入れるとだ液

が出ることなども，意識とは無関係に起きる反射である。

ａ 

ｂ 

けん 

肩の骨 

感覚器官 感覚 刺激 

目 視覚 光 

耳 聴覚 音 

鼻 嗅覚 におい 

舌 味覚 味 

皮ふ 触覚 圧力など 

資料５

上図の状態からａが縮んでｂがゆる

むと腕が曲がる。腕が曲がった状態

からａがゆるんでｂが縮むと腕がの

びる。 

反射では， 

皮ふ→ａ→せきずい→ｂ→筋肉 

の順に信号が伝わる。 

せきずいから筋肉に信号が送られる

と同時に脳にも信号が送られる。信

号が筋肉まで伝わる時間より脳まで

伝わる時間の方が長いので，熱いと

いうことは遅れて意識される。 

脳 

手の皮ふ 

手を動かす 

筋肉 
せきずい 

ａ 

ｃ ｄ 

ｂ 

資料６

資料７

ひとみ 

通常時 

虹彩 

明るいところ 暗いところ 

通常時のひとみ 通常時のひとみ 

虹彩が大きくなって， 

レンズに入る光の量が少なくなる。

虹彩が小さくなって， 

レンズに入る光の量が多くなる。

覚えておこう！(目のつくり)

意識して起きる反応では， 

皮ふ→ａ→せきずい→ｃ→脳→ｄ→

せきずい→ｂ→筋肉 

の順に信号が伝わる。 

資料４

角膜 

レンズ

網膜 

視神経 

虹彩 

ひとみ 



高校入試模擬テスト 第５回  3 / 4 

超 ナ ビ 

スーパー

固体

固体と液体 

液体

液体と気体

気体

固体 

粒子が規則正し

く並んでいる。

液体 

粒子の結びつ

きがゆるくな

り，少し動い

ている。

気体 

粒子が自由に

動き回ってい

る。

３ ⑴⑵ 固体がとけて液体になるときの温度を融点，液体が沸騰し

て気体になるときの温度を沸点という。融点や沸点は物質ごと

に決まっていて，水の融点は０℃，沸点は 100℃である。融点

や沸点に達すると，状態変化に熱が使われるため，加熱を続け

ても状態変化が終わるまでは温度が上昇しない。したがって，

融点であるｂ点では氷(固体)と水(液体)が混ざった状態，沸点

であるｄ点では水(液体)と水蒸気(気体)が混ざった状態になっ

ている(資料８)。温度が上昇しない時間があることから，加熱

した物質が純粋な物質であることを読み取れるようにしておこ

う。なお，混合物を加熱したときのグラフは資料９のようにな

る。 

⑶ 資料８より，ａ点では固体，ｃ点では液体，e 点では気体の

状態である。温度が高くなるほど粒子の運動が激しくなり，粒

子間の距離が大きくなっていく。したがって，水の粒子が規則

正しく並んでいるイが固体，イより粒子の運動が激しいアが液

体，アより粒子の運動が激しく粒子間の距離が大きいウが気体

の状態を表している(資料 10)。 

⑷ 状態変化によって体積は変化するが，質量は変化しない。

４℃の水 10 ㎤の質量は１(ｇ/㎤)×10(㎤)＝10(ｇ)で，これが

すべて 100℃の水蒸気になっても質量は 10ｇのままである。し

たがって，100℃の水蒸気 10ｇの体積は
10(ｇ)

0.0006(ｇ/㎤)
＝

16666.6…→16667㎤である。 

⑸ 物質はふつう，液体から固体になると体積が小さくなる。こ

のとき質量は変化しないので，〔密度(ｇ/㎤)＝
質量(ｇ)

体積(㎤)
〕より，

固体の密度は液体の密度より大きくなり，固体は同じ物質の液

体に沈む。しかし，水は例外で，液体(水)から固体(氷)になる

と体積が大きくなる(約 1.1 倍)。このため，氷の密度は液体の

水の密度より小さくなり，氷は液体の水に浮く。 

資料８

資料９

資料 10

加熱した時間
０ 

100 

80 

温 
度 
(℃) 

＜水とエタノールの混合物の加熱＞

エタノールの沸点に達

して状態変化が始まる

が，水の沸点には達し

ていないので，温度が

上昇し続ける。
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超 ナ ビ 

スーパー

４ ⑴ マグマのねばりけが大きいと，雲仙普賢岳のようなドーム状

の火山になり，マグマのねばりけが小さいとマウナロアのよう

な傾斜がゆるやかな火山になる。また，溶岩や火山灰の色は，

マグマのねばりけが小さいほど黒っぽく，大きいほど白っぽく

なる。火山の形と主な火山名を覚えておこう(資料 11)。 

⑵⑶ マグマが固まってできた岩石を火成岩といい，火成岩はさ

らに火山岩と深成岩に分類される。マグマが地表や地表近くで

急に冷やされてできる火山岩にみられる比較的大きな結晶の部

分を斑晶，非常に小さな鉱物やガラス質の部分を石基といい，

斑晶と石基からできているつくりを斑状組織という(資料 12)。

火山岩には，流紋岩，安山岩，玄武岩がある。一方，マグマが

地下深くでゆっくり冷やされてできる深成岩は同じくらいの大

きさの結晶が組み合わさった等粒状組織をしていて，花こう岩，

せん緑岩，斑れい岩がある。

⑷ 砂岩やれき岩などの堆積岩にふくまれる粒は，川を流れてく

る間に川底や他の石にぶつかって角がとれるため丸みを帯びて

いるが，火成岩にふくまれる粒はそのようなはたらきを受けな

いため，角ばっている。 

⑸ 地熱のように，自然界にいつも存在し，いつまでも利用でき

るエネルギーを再生可能エネルギーという。地熱発電は地下深

くのマグマだまりの熱によって発生した水蒸気をとり出し，蒸

気でタービンを回す発電方法であり，天候の影響を受けにくく，

二酸化炭素をほとんど排出しない。火山国である日本では，今

後広く使われることが期待されるエネルギー源である。しかし，

地熱発電所を建設する場合，自然破壊や，温泉などの観光地で

の建設が困難などの問題がある。再生可能エネルギーには，地

熱の他に，太陽光や風力などもある。太陽光発電と風力発電は

どちらも，エネルギー源がほぼ無限にあり，発電時に排出する

物質はないが，発電量が天候に左右されやすい。 

火山 

の形 

火山名 
マウナロア

キラウエア

火山 

の形 

火山名 
富士山

桜島

火山 

の形 

火山名 
雲仙普賢岳

昭和新山

資料 12 

斑晶

石基

＜等粒状組織＞ 

激しい噴火 

穏やかな噴火 

＜斑状組織＞ 

資料 11 
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超 ナ ビ 

スーパー

１ ⑴⑵ ２種類の金属板と電解質の水溶液から電気エネルギーをと

り出す装置を化学電池という。図の装置で，金属板の組み合わ

せがⅠのとき，亜鉛の方が陽イオンになりやすいので，亜鉛原

子(Zn)が電子を２個放出して亜鉛イオン(Zn２＋)となって水溶

液中に溶け出す。放出された電子は導線を通って銅板に移動し，

銅板の表面で水溶液中の水素イオン(H＋)が電子を１個受けとっ

て，水素原子(H)となり，水素原子が２個結びついて水素(H２)

が発生する(資料１)。表で，溶けた金属の方が陽イオンになりや

すいと考えればよい。 

⑶ 溶けた金属が放出した電子は導線を通ってもう一方の金属板

に移動する。金属板の組み合わせがⅡのとき，金属Ｘが溶けた

から，電極Ａの金属Ｘが放出した電子は，導線を通ってアの向

きに流れ，電極Ｂに移動した。電子は－極から＋極の向きに流

れるから，溶けた金属板が電池の－極になっていると考えれば

よい。 

⑷ Ⅰより，亜鉛は銅より溶けやく，Ⅱより，金属Ｘは亜鉛より

溶けやすいことがわかる。したがって，銅と金属Ｘでは金属Ｘ

の方が溶けやすいことがわかる。Ⅰでは電極Ｂの亜鉛板が－極

になっているから，ここでは，溶けやすい金属Ｘを電極Ｂに，

溶けにくい銅板を電極Ａにすれば，Ⅰのときと同じ向きに電流

が流れる。なお，電流が流れる向きは＋極から－極で，電子が

流れる向きと逆になることに注意しよう。 

⑸ いろいろな発電方法や，身の回りにあるもののエネルギーの

移り変わりについて覚えておこう(資料２)。 

資料１

資料２

モーター 亜鉛板 

(－極) 

うすい塩酸 

銅板 

(＋極) 

電子 

電流 

亜鉛は銅より溶けやすい。これを

「亜鉛は銅よりイオン化傾向が大

きい」という。イオン化傾向は金

属ごとに異なる。化学電池では，

イオン化傾向が大きいものが－極

になり，イオン化傾向の差が大き

いと電圧が大きくなる。

さらに理解を深める！

大きい ← イオン化傾向 → 小さい

Na＞Mg＞Al＞Zn＞Fe＞Cu＞Ag

発電機 

タービンを回すことで，運

動エネルギーを電気エネル

ギーに変える。発電方法に

よって，タービンを回す仕

組みが異なる。

火力発電の場合… 

石油などの化石燃料がもつ

化学エネルギーを燃やして

得られた熱エネルギーで水

蒸気をつくり，この水蒸気

でタービンを回す。 

原子力発電の場合… 

ウランなどの核燃料が核分

裂するときに核エネルギー

が放出され，このとき得ら

れた熱エネルギーで水蒸気

をつくり，この水蒸気でタ

ービンを回す。

水力発電の場合… 

高いところにある水がもつ

位置エネルギーが流れ落ち

ることで運動エネルギーに

変わり，この水によってタ

ービンを回す。 

モーター

電気エネルギーを運動エネ

ルギーに変える。発電機と

は，エネルギーの変換が逆

の関係になっている。

ＬＥＤ電球 

電気エネルギーをおもに光

エネルギーに変える(一部

は熱エネルギーにも変わ

る)。ＬＥＤ電球は白熱電

球よりも，電気エネルギー

を効率よく光エネルギーに

変える。

ジェットコースター 

おもに位置エネルギーと運

動エネルギーの変換を利用

している。実際には，音エ

ネルギーや熱エネルギーへ

の変換もある。

光合成 

光エネルギーを化学エネル

ギーに変える。 
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超 ナ ビ 

スーパー

２ ⑴ 電気器具にある「□Ｖ－●Ｗ」という表記は，□Ｖの電圧を

加えると，●Ｗの電力を消費することを意味する。この電熱線

に 6.0Ｖの電圧を加えると，3.0Ｗの電力を消費するから， 

〔電力(Ｗ)＝電圧(Ｖ)×電流(Ａ)〕より， 

3.0(Ｗ)＝6.0(Ｖ)×電流(Ａ)  電流＝
3.0

6.0
＝0.5(Ａ)となる。

なお，さらにこの電熱線について考えると， 

〔抵抗(Ω)＝
電圧(Ｖ)

電流(Ａ)
〕より，この電熱線の抵抗が

6.0

0.5
＝12(Ω)

だとわかる。また，同様に考えて，６Ｖ－６Ｗの電熱線の抵抗

は６Ωだとわかる。 

⑵ 縦軸には水温ではなく，水の上昇温度をとることに注意する。

各時間における上昇温度は資料３の通りである。１分で 0.4℃

ずつ上昇する比例のグラフをかけばよいから，縦軸の１目もり

を 0.1℃にすればよい。 

⑶ 問題文にある，水１ｇの温度を１℃上げるのに必要な熱量が

4.2Ｊであることを利用する。必要な熱量は，水の質量と上昇温

度に比例するので，水 100ｇの温度を４℃上げるのに必要な熱

量は，4.2(Ｊ)×
100(ｇ)

１(ｇ)
×

４(℃)

１(℃)
＝1680(Ｊ)となる。 

⑷ 「６Ｖ－６Ｗ」の電熱線の両端に 6.0Ｖの電圧を加えたとき

の消費電力は 6.0Ｗである。〔熱量(Ｊ)＝電力(Ｗ)×時間(ｓ)〕

より，6.0Ｗの電力を５分→300 秒消費したときの熱量は 

6.0×300＝1800(Ｊ)である。なお，⑶で求めた 1680Ｊが水 100

ｇの温度を４℃上げるのに必要な熱量であったが，⑷で求めた

熱量は 1680Ｊより大きい。このことから，実験では電熱線から

発生した熱のすべてが水の温度上昇に使われたわけではないこ

とがわかる。 

⑸ 「６Ｖ－３Ｗ」と「６Ｖ－６Ｗ」の電熱線では，同じ電圧を

かけたときの電力が小さい「６Ｖ－３Ｗ」の電熱線の方が電流

が小さく，抵抗が大きいことがわかる。ここでは２つの電熱線

が直列つなぎになっているから，どちらにも同じ大きさの電流

が流れ，抵抗が大きい「６Ｖ－３Ｗ」の電熱線の方に大きな電

圧が加わり，電力が大きくなって，水の上昇温度も大きくなる。

直列回路と並列回路の特徴を覚えよう(資料４)。  

資料４

＜電熱線が直列つなぎの場合＞ 

Ｖ(Ｖ) 

Ｖ１(Ｖ) Ｖ２(Ｖ) 

Ｉ１(Ａ) Ｉ２(Ａ) 

Ｒ１(Ω) Ｒ２(Ω) 

Ｉ(Ａ) 

Ｖ＝Ｖ１＋Ｖ２  Ｉ＝Ｉ１＝Ｉ２ 

全体の抵抗＝Ｒ１＋Ｒ２ 

２つの電熱線に同じ大きさの電流が流

れるから，抵抗が大きい方に大きな電

圧が加わり，電力が大きくなる。 

時間 
(分) 

水温 
(℃) 

上昇温度 
(℃) 

０ 16.9 ０ 

１ 17.3 0.4 

２ 17.7 0.8 

３ 18.1 1.2 

４ 18.5 1.6 

５ 18.9 2.0 

６Ｖ－６Ｗの電熱線についても同

様に考えると，１分で0.8℃ずつ

上昇することがわかる。つまり，

上昇温度は電熱線の電力に比例す

るということである。 

資料３

２つの電熱線に同じ大きさの電圧が加

わるから，抵抗が小さい方に大きな電

流が流れ，電力が大きくなる。 

Ｖ＝Ｖ１＝Ｖ２  Ｉ＝Ｉ１＋Ｉ２ 

１

全体の抵抗
＝

１

Ｒ１
＋

１

Ｒ２
より， 

全体の抵抗＝
Ｒ１×Ｒ２

Ｒ１＋Ｒ２

＜電熱線が並列つなぎの場合＞ 

Ｖ１(Ｖ) 

Ｉ１(Ａ) 

Ｒ１(Ω) 

Ｖ２(Ｖ) 

Ｉ２(Ａ) 

Ｒ２(Ω) 

Ｖ(Ｖ) 

Ｉ(Ａ) 
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スーパー

３ 実験□1 では，容器内の水の温度を下げていくことで，容器のまわ

りの空気の温度が下がって露点に達し，空気中の水蒸気が水滴にな

って出てくるときの温度を調べている。金属製のコップを用いるの

は，金属は熱を伝えやすく，容器内の水の温度と容器のまわりの空

気の温度がほぼ等しくなるからである。 

⑴ 気温を下げていくと，空気１㎥あたりにふくむことのできる水

蒸気量(飽和水蒸気量)が小さくなっていくので，空気中にふくま

れる水蒸気量が飽和水蒸気量に達し，水蒸気が水滴になって出て

くる。このときの温度を露点という。露点では，飽和水蒸気量と

空気中にふくまれる水蒸気量は等しくなる。 

⑵ 空気１㎥あたりの水蒸気量は，容器の表面に水滴がつき始めた

ときの温度(露点)での飽和水蒸気量(12.1ｇ/㎥)と等しいから，

〔湿度(％)＝
空気１㎥あたりの水蒸気量(ｇ)

飽和水蒸気量(ｇ/㎥)
×100〕より， 

12.1

19.4
×100＝62.37…→62.4％となる。このように露点がわかると

きには，気温と飽和水蒸気量の関係を示す表を使って湿度を求め

ることができる。表内の数値の中から，計算に必要な数値をすば

やく取り出せるようになろう(資料５)。 

⑶ この空気は 14℃で露点に達するので，14℃と10℃での飽和水蒸

気量の差が，１㎥あたりに出てくる水蒸気量である。したがって，

空気の体積が 150 ㎥の実験室では，(12.1－9.4)×150＝405(ｇ)

の水蒸気が水滴になる。 

⑷ 実験□2 は雲ができるときの空気のようすを調べる実験である。

ピストンをすばやく引くことで，フラスコ内の気圧を下げ，フラ

スコ内の空気が膨張して気温が下がって露点に達し，水蒸気が水

滴になって出てくることを調べている。 

⑸ 自然界では，①空気が上昇して，②まわりの気圧が低くなり，

③膨張することで，④温度が下がり，⑤水蒸気から変化した水滴

や氷の粒が空気中に浮かんで雲ができる(資料６)。ａ．冷たい空

気はあたたかい空気よりも重いので，あたたかい空気よりも下に

なるように進む。 

気温 

(℃) 

飽和水蒸気量 

(g/㎥) 

10 9.4 

12 10.7 

14 12.1 

16 13.6 

18 15.4 

20 17.3 

22 19.4 

24 21.8 

露点

気温

計算に 

必要な 

数値 

資料５

資料６

地表

①上昇

②まわりの
気圧が低い

③膨張

④温度が下がって露点に達する

⑤雲ができる

地表付近では 
気圧が等しい 

●低気圧の中心では上昇気流が生
じている。

●前線付近では寒気が下に，暖気
が上にいく。

●風が山にぶつかって山の斜面に
そって空気が上昇する。

●地面や海面近くの空気があたた
められて上昇する。

以下のような，空気が上昇している
ところで雲ができやすい。 
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４ ⑴ スルメイカのように背骨がない動物を無セキツイ動物という。

スルメイカはさらに軟体動物に分類される。軟体動物のからだ

やあしには節がなく，内臓とそれを包む外とう膜がある。主な

無セキツイ動物を分類できるようにしておこう(資料７)。また，

背骨があるセキツイ動物について，グループごとの特徴を資料

８にまとめた。 

⑵ ヒトの体内では，タンパク質(アミノ酸)の分解によってから

だに有害なアンモニアが生じる。アンモニアは肝臓のはたらき

によって無害な尿素に変えられ，尿素はじん臓で水などととも

にこしとられて尿となり，輸尿管を通ってぼうこうに運ばれ，

一時的にたくわえられたあと，体外へ排出される。なお，肝臓

には，栄養分をたくわえる，脂肪の消化を助ける胆汁をつくる

など，非常に多くのはたらきがある。 

⑶ えらは，水中の酸素を血液中にとりこむ呼吸に関わる器官で

ある。ヒトの肺(資料９)と同様に，表面積を大きくして，効率

よく気体の交換が行えるようなつくりになっている。 

⑷ 図３のような食べる，食べられるの関係を食物連鎖という。

実際には，生物どうしの食べる，食べられるの関係は複雑に入

り組んでいて，その状態をとくに食物網という。 

⑸ ふつう，食べられる生物は食べる生物よりも個体数が多く，

その関係をピラミッドの形で表すことができる。最も個体数が

多いのは無機物から有機物をつくり出す生産者である植物プラ

ンクトン，その次に多いのが植物プランクトンを食べるカタク

チイワシ，最も個体数が少ないのはカタクチイワシを食べるス

ルメイカである。カタクチイワシやスルメイカのように，生産

者がつくり出した有機物を直接，または間接的に食べる動物を

消費者という。生物どうしのつり合いが保たれるしくみについ

て説明ができるようにしておこう(資料 10)。 

肺胞 

気管支

静脈

動脈

スルメイカ(Ｃ)

カタクチイワシ(Ｂ)

植物プランクトン(Ａ)

資料９

資料８

軟体

動 物
イカ，タコ，アサリ，

カタツムリ，シジミ

節足

動  物

昆虫類

バッタ，

セミ，

カブトムシ

甲殻類
エビ，カニ，

ミジンコ

クモ類 クモ

資料７

無セキツイ動物のうち，からだや

あしに節があり，からだが外骨格

におおわれているなかまを節足動

物という。

体表 呼吸 
体温 

調節 

子の 

うみ方 

魚類 うろこ えら 変温 卵生

両生類 
しめった

皮ふ

子はえら

親は肺と

皮ふ

変温 卵生

ハチュウ類
うろこや

甲ら
肺 変温 卵生

鳥類 羽毛 肺 恒温 卵生

ホニュウ類 毛 肺 恒温 胎生

変温…周囲の温度の変化とともに

体温が変化する

恒温…周囲の温度が変化しても，

体温がほぼ一定に保たれる

胎生…子が母親の体内である程度

の大きさまで育ってから生

まれる

肺胞のまわりを毛細血管がとり囲

んでいる。

何らかの原因で

Ｂが増加する

資料 10

Ｃはえさが豊富に

なって増加する

Ａはたくさ

ん食べられ

て減少する

Ｂはえさ不足，ま

たはたくさん食べ

られて減少する

増減を繰り返し，やがて元のつり合いの状態に戻る

高校入試模擬テスト 第４回高校入試模擬テスト 第６回
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１ ⑴⑵ オオカナダモを一晩暗室に置くとデンプンがなくなるが，

光の当たる場所に置いたことで，Ａでは細胞の内部にある小さ

な粒(葉緑体)がヨウ素溶液に反応して青紫色に変化したので，

光合成が行われてデンプンがつくられたと考えることができる。 

⑶ ＣとＤではオオカナダモの有無だけが異なり，ＤとＥではオ

オカナダモに光が当たったか当たらなかったかだけが異なる。

これらのように条件を１つだけ変えて結果を比べる実験を対照

実験という。なお，ＣとＥは条件が２つ異なるので，対照実験

ではない。実験２について，資料１にまとめた。 

⑷⑸ ＢＴＢ溶液は，酸性で黄色，中性で緑色，アルカリ性で青

色に変化する。実験２で，ＢＴＢ溶液の色が変化するのは水に

溶けると酸性を示す二酸化炭素の増減によるものである。した

がって，青色に変化したＤではオオカナダモの光合成によって

二酸化炭素が吸収されたこと，黄色に変化したＥではオオカナ

ダモの呼吸によって二酸化炭素が放出されたことがわかる。Ｂ

ＴＢ溶液の色の変化に酸素の増減は関係ないことに注意しよう。

２ ⑴ こまごめピペットを使うときには，液体をゴム球に入れない

ように注意しよう。 

⑵ 塩酸の溶質は塩化水素(HCl)，水酸化ナトリウム水溶液の溶

質は水酸化ナトリウム(NaOH)である。これらはどちらも電解

質で，水に溶けて電離する。塩化水素の電離は HCl→H＋＋Cl－，

水酸化ナトリウムの電離は NaOH→Na＋＋OH－と表せる。水素

イオン(H＋)と水酸化物イオン(OH－)が結びついて水(H２O)が

でき，塩化物イオン(Cl－)とナトリウムイオン(Na＋)が結びつい

て塩化ナトリウム(NaCl)ができる。これらの反応をまとめると，

HCl＋NaOH→NaCl＋H２O となる。H＋は酸性を，OH－はアルカリ

性を示すイオンであり，この実験のように，酸性の水溶液とア

ルカリ性の水溶液が，たがいの性質を打ち消し合う反応を中和

という。中和では，酸の陽イオンである H＋とアルカリの陰イ

オンである OH－が結びついて水ができる他に，酸の陰イオン

(ここでは Cl－)とアルカリの陽イオン(ここでは Na＋)が結びつ

いて塩
えん

(ここでは NaCl)ができる。資料２に，いろいろな中和の

化学反応式をまとめた。 

Ｃ Ｄ Ｅ
オオ
カナ
ダモ

× ○ ○ 

光 ○ ○ × 

ＣＯ２ ○ ○ ○ 

水 ○ ○ ○ 

はた
らき 

呼吸× 
光合成× 

呼吸○ 
光合成◎ 

呼吸○ 
光合成× 

ＣＯ２ 変化なし 減少 増加 

ＢＴＢ

溶液 
緑色 青色 黄色 

＜条件＞ 

超 ナ ビ 

スーパー

資料２

＜いろいろな中和の化学反応式＞ 

(酸，アルカリ，塩) 

○塩酸と水酸化ナトリウム水溶液

HCl＋NaOH→NaCl＋H２O

○硫酸と水酸化バリウム水溶液

H２SO４＋Ba(OH)２→BaSO４＋２H２O

○炭酸水と水酸化カルシウム水溶液

H２CO３＋Ca(OH)２→CaCO３＋２H２O

○塩酸と水酸化カルシウム水溶液

２HCl＋Ca(OH)２→CaCl２＋２H２O

塩化ナトリウム 

硫酸バリウム 

炭酸カルシウム 

塩化カルシウム 

次の２つのポイントを押さえるだけ
で，化学反応式は必ずかけるように
なる！ 

Ⅰ．化学式を正確に覚える。 

Ⅱ．反応(矢印)の前後で原子の種類
と数が変化しないように，それ
ぞれの化学式に係数をつける。 

(例)酸化銀の熱分解(酸化銀を加熱
すると，銀と酸素に分解する) 

Ⅰ．３つの物質を化学式で表す。 

Ⅱ．それぞれの化学式に，係数をつ
ける。 

Aｇ２O Aｇ O２ ２ ４ → ＋ 

内の化学式は絶対に変えない！ 

内に数字を入れて矢印の前後で
原子の種類と数を合わせる！ 
１のときは何も入れない。 

酸化銀 
Aｇ２O 

銀 
Aｇ 

酸素 
O２ → ＋

酸化銀の化学式を AgO などとして
しまうと，その時点でアウト！ 

化学反応式は難しくない！？

資料１
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⑶ 水酸化ナトリウム水溶液に含まれる○と●は Na＋か OH－のど

ちらか，塩酸に含まれる△と▲は H＋か Cl－のどちらかである。

図２で水酸化ナトリウム水溶液を１回加えたあと，●と▲が１

つずつなくなるので，●が OH－，▲が H＋だとわかる。また，

○(Na＋)と△(Cl－)は水溶液中では結びつかず，イオンのまま存

在する(このため食塩水には電流が流れる)。水酸化ナトリウム

水溶液を２回，３回加えたあとのようすは資料３の通りである。 

３ ⑴⑵ 太陽は，自転をしているが公転をしていないので，１日の

中で太陽が動いて見えるのは，地球が自転をしているためであ

る。この太陽の見かけの動きを日周運動という。地球は１日(24

時間)で約１回(360 度)自転するので，１時間で 360÷24＝

15(度)の割合で自転している。 

⑶ 透明半球のポイントを資料４にまとめた。

⑷ 地軸が公転面に垂直な方向から 23.4 度傾いているとすると，

春分・秋分の日の南中高度は〔90 度－観測地点の緯度〕，夏至

の日の南中高度は〔90 度－観測地点の緯度＋23.4 度〕，冬至の

日の南中高度は〔90 度－観測地点の緯度－23.4 度〕で求めるこ

とができる。したがって，北緯 35.0 度の地点における春分の日

の南中高度は 90－35.0＝55.0(度)である。 

⑸ 赤道上のある地点(緯度は０度)での春分の日の南中高度は

90－０＝90(度)なので，太陽の軌跡は天頂を通る。また，春分

の日の日の出・日の入りの位置は，どの地点でも真東・真西に

なるので，正答例の図のようになる。 

⑹ 資料５(春分の日)，資料６(夏至の日)参照。地軸が公転面に対

して垂直になっていると，１年を通して南中高度が変化せず，

昼と夜の長さも変化しないので，日本では季節の変化がなくな

り，現在の春分(秋分)の日が１年中続くことになる。 

春分・秋分の日 

夏至の日 冬至の日 

春分・秋分 夏至 冬至 
日の
出 

Ｅ２ Ｅ３ Ｅ１ 

日の
入り 

Ｗ２ Ｗ３ Ｗ１ 

南中
高度 

∠Ｈ２ＯＳ ∠Ｈ３ＯＳ ∠Ｈ１ＯＳ 

(Ｏは観測者の位置) 

超 ナ ビ 

スーパー

資料３

 は 90－ で 
求められるから， 
どちらも等しく
23.4° 
 は 35－ で 
求められるから，
11.6° 
南中高度は 
90－11.6＝78.4° 地軸 

は平行線の 
同位角だから， 
南中高度は 
90-35＝55°

北極 

赤道 

北緯 35°の 
地平線 

南中高度 

太陽光 

35° 公転面 

昼 夜 

資料４

１回目 

開始時 
(酸性) 

２回目 

１回加え
たあと 
(酸性) 

３回目 

２回加え
たあと 
(中性) 

３回加え
たあと 

●が１つ，〇が３つ，△が２つ
かかれていればよい。

１回目…●＋▲→水，〇は残る 
２回目…●＋▲→水，〇は残る 
３回目…〇と●は残る 

西 

東 

南 北 
Ｏ 

Ｓ Ｎ 

Ｅ１ 
Ｅ２ Ｅ３ 

Ｗ１ Ｗ２ 

Ｗ３ Ｈ１ 
Ｈ２ 

Ｈ３ 

資料５ 資料６
北極 

南中高度 
35° 

23.4° 
太陽光 

昼 

(地軸は，公転面に垂直な方向 
(に対して約 23.4°傾いている) 

公転面 

地軸 

赤道 

夜 
北緯 35°の 
地平線 
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４ ⑴ 小球Ｘが運動する向きにはたらく力は，小球Ｘにはたらく重

力の斜面に平行な分力である。この分力の大きさは，小球Ｘに

はたらく重力と斜面の角度によって決まる(資料７)。小球Ｘが

ＡからＤを運動している間はどちらも変化しないので，斜面に

平行な分力の大きさは一定である。 

⑵ 図２より，小球をはなした高さと木片の移動距離には比例の

関係があることがわかる。小球Ｘをはなした高さが５.0 ㎝のと

き，木片の移動距離が 2.0 ㎝なので，木片の移動距離を 5.0 ㎝

にするには，小球Ｘをはなす高さを５.0×
5.0

2.0
＝12.5(㎝)にすれ

ばよい。 

⑶ 図２より，Ｂ(高さ 15.0 ㎝)から小球Ｘをはなしたときの木片

の移動距離は 6.0 ㎝だとわかる。したがって，木片の移動距離

を 6.0 ㎝にするには，小球Ｙを 10.0 ㎝の高さからはなせばよい

(資料８)。 

⑷⑸ 小球ＸがＡからＥまで移動する間，小球Ｘの高さは一定の

割合で低くなっていく。また，ＥとＦは同じ高さなので，２つ

の位置で小球Ｘがもつ位置エネルギーは等しい。したがって，

位置エネルギーの大きさの変化はオのようになる。また，摩擦

や空気の抵抗を考えなければ，位置エネルギーはすべて運動エ

ネルギーに移り変わるので，運動エネルギーの大きさの変化は

オと逆の形のカのようになる。位置エネルギーと運動エネルギ

ーの和を力学的エネルギーといい，小球ＸがＡ～Ｆを運動して

いるときのように，力学的エネルギーが一定に保たれることを

力学的エネルギーの保存という。 

超 ナ ビ 

スーパー

次の①～⑤をグラフに表したものとして適するものを，下のア～オから１つずつ選びなさい。 

① 小球がなめらかな斜面を下るときの速さと時間の関係を表したグラフ(縦軸が速さ，横軸が時間)

② 小球がなめらかな水平面を等速直線運動するときの移動距離と時間の関係を表したグラフ(縦軸が移動距離，横軸が時間)

③ 小球が摩擦のある水平面を転がるときの速さと時間の関係を表したグラフ(縦軸が速さ，横軸が時間)

④ 小球がなめらかな斜面をのぼるときの移動距離と時間の関係を表したグラフ(縦軸が移動距離，横軸が時間)

⑤ 小球がなめらかな斜面を下るときの力学的エネルギーと時間の関係を表したグラフ(縦軸が力学的エネルギー，横軸が時間)

ア イ ウ エ オ 

答えはこちら 

① ア ② ア ③ イ

④ オ ⑤ ウ

下の問題から見てみよう 

重力 斜面に平行な分力 

斜面に垂直な分力 

資料７

斜面の角度を大きくするほど，斜面
に平行な分力は大きく，斜面に垂直
な分力は小さくなる。

＜斜面の角度と分力の大きさ＞ 

資料８

いろいろなグラフを見分けられるようにしよう！

小球をはなした高さ(㎝) 

12.0

０ 

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

０

14.0

5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 

木
片
の
移
動
距
離 

(㎝)

Ｘ 

Ｙ 
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