
平成 30年度

皇學館高等学校入学試験問題

理 科

（ 注 意 ）

1 ．指示があるまで、表紙を開いてはいけません。

2 ．解答時間は、45分です。

3 ．問題用紙は、25ページあり、解答番号は 1 ～ 33 まであります。

4 ．解答は、すべて解答用紙にマークしなさい。





第 1問
問１ 私たちが口から取り入れた食物は、どのようなしくみで分解されるのかを調べ

るために次の図 1に示す実験を行いました。

試験管Ａ
デンプン溶液＋だ液

試験管Ｂ
デンプン溶液＋水

試験管Ｃ
デンプン溶液＋だ液

試験管Ｄ
デンプン溶液＋水

40℃の湯が入ったビーカー 0℃の水が入ったビーカー

図 1

実験

Ⅰ 4本の試験管 A～Dにデンプン溶液を 5cm ずつ入れ、試験管 Aと Cにはうすめ

ただ液を 2cm 、試験管 Bと Dには水を 2cm ずつ加え、よく混ぜ合わせた。

Ⅱ 試験管 Aと Bは 40℃の湯が入ったビーカーに 10分間入れ、試験管 Cと Dは

0℃の水が入ったビーカーに 10分間入れた。

Ⅲ 試験管 A～Dからそれぞれ半分だけ溶液を取り出し、ヨウ素溶液を 2～3滴ずつ

加えてよく混ぜ、それぞれの色の変化を観察した。

Ⅳ 試験管 A～Dの残りの溶液に、ベネジクト溶液を少量加え、操作X、色の変化を

観察した。

Ⅴ 実験Ⅲと実験Ⅳの結果を表 1にまとめた。
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表１
試験管 A 試験管 B 試験管 C 試験管 D

実験Ⅲ
ヨウ素溶液 変化しなかった 青紫色になった 青紫色になった 青紫色になった

実験Ⅳ
ベネジクト溶液 赤褐色になった 変化しなかった 変化しなかった 変化しなかった

（1）試験管 Bと Dのように、だ液の代わりに水を加えたのはなぜですか。その

理由として最も適当なものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 1

𥺵𥺵１ デンプン溶液が水によって変化することを確かめるため

𥺵𥺵２ だ液の有無以外の条件を同じにするため

𥺵𥺵３ 指示薬をうまく反応させるため

𥺵𥺵４ 試験管内の液体の温度を一定に保つため

（2）操作X にあてはまるものとして最も適当なものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 2

𥺵𥺵１ 冷却して 𥺵𥺵２ 暗所に置いて

𥺵𥺵３ 沸とう石を加えて加熱して 𥺵𥺵４ 光を照射して
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（3）実験結果からわかることとして正しい文章の組み合わせはどれですか。次の

𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 3

ア 試験管 Aと試験管 Bでの結果を比べると、デンプンがだ液によって分解さ

れたことがわかる

イ 試験管 Aと試験管 Cでの結果を比べると、デンプンがだ液によって分解さ

れたことがわかる

ウ 試験管 Bと試験管 Dでの結果を比べると、デンプンは低温では分解できな

いことがわかる

エ 試験管 Aと試験管 Cでの結果を比べると、デンプンは低温では分解できな

いことがわかる

オ 試験管 Cと試験管 Dでの結果を比べると、デンプンは低温では分解できな

いことがわかる

𥺵𥺵１ アとウ 𥺵𥺵２ イとウ 𥺵𥺵３ アとエ 𥺵𥺵４ イとオ

（4）だ液に含まれる消化酵素を何といいますか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1 つ選びな

さい。 解答番号は 4

𥺵𥺵１ アミラーゼ 𥺵𥺵２ リパーゼ 𥺵𥺵３ ペプシン 𥺵𥺵４ トリプシン
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問２ 次の文章は、生物のふえ方にについてまとめたものです。

生物のふえ方には、両親を必要とせず、分裂したり栄養生殖したりして、親の

体の一部が分かれて子になる（ア）と、雌と雄がかかわって子孫をつくる（イ）

がある。この 2つのふえ方は、親から子への形質の伝えられ方も異なる。

（1）文章中の空欄（ア）と（イ）に当てはまる語句とそれぞれのふえ方でできる

子の遺伝子の組合せについて述べたものとして、正しい組み合わせはどれです

か。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 5

ア イ アの子の遺伝子 イの子の遺伝子

𥺵𥺵１ 無性生殖 有性生殖 親と全く同じ 親と異なる

𥺵𥺵２ 無性生殖 有性生殖 親と異なる 親と全く同じ

𥺵𥺵３ 有性生殖 無性生殖 親と全く同じ 親と異なる

𥺵𥺵４ 有性生殖 無性生殖 親と異なる 親と全く同じ

（2）文章中の下線部の栄養生殖の例として誤っているものはどれですか。次の

𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 6

𥺵𥺵１ ジャガイモをふやすために、ジャガイモのいもを植える

𥺵𥺵２ アジサイの枝を切り取って、根を出させたあとで植える

𥺵𥺵３ サツマイモをふやすために、芋づるを植える

𥺵𥺵４ エンドウの種子をまいて育て、咲いた花をかけ合わせてエンドウをふやす
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（3）文章中の空欄（イ）について、次の図 2は、ある動物の雄と雌の体細胞の染

色体のようすを模式的に表したものです。この動物の精子の染色体、卵の染色

体、また受精卵の染色体はどのように表されますか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 7
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図 2

𥺵𥺵１ 𥺵𥺵２

𥺵𥺵３ 𥺵𥺵４

雄の体細胞 雌の体細胞

染色体

精子 卵

受精卵

精子 卵

受精卵

精子 卵

受精卵

精子 卵

受精卵



（4）（3）の動物の雄と雌の体細胞の染色体を下の図 3のように Aから Hとする

と、この動物がつくる受精卵の染色体の組み合わせは何通り考えられますか。

次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 8

図 3

雄の体細胞 雌の体細胞

染色体

A B C D E F G H

𥺵𥺵１ 4通り 𥺵𥺵２ 8通り 𥺵𥺵３ 12通り 𥺵𥺵４ 16通り
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第 2問
問１

（1）火成岩の 1つである玄武岩を顕微鏡で観察すると、図 4のようなつくりがみ

られました。

図 4

細かい粒など

比較的大きな
鉱物

玄武岩がどのようにできるのかを、60℃の濃いミョウバンの水溶液を用いて再現し

たいと思います。玄武岩のつくりを再現する実験方法として正しく説明したものを、

次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 9

𥺵𥺵１ ミョウバンの水溶液を氷水に移して急に冷やすと、斑状組織が再現できる

𥺵𥺵２ ミョウバンの水溶液を湯につけたままゆっくり冷やすと、斑状組織が再現

できる

𥺵𥺵３ ミョウバンの水溶液を氷水に移して急に冷やすと、等粒状組織が再現で

きる

𥺵𥺵４ ミョウバンの水溶液を湯につけたままゆっくり冷やすと、等粒状組織が再

現できる
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（2）玄武岩の特徴について正しく説明したものはどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から
1つ選びなさい。 解答番号は 10

𥺵𥺵１ マグマが地下深くで、ゆっくり冷え固まった深成岩の 1つである

𥺵𥺵２ 比較的大きな鉱物である石基のまわりに、細かな粒などでできた斑晶が存

在する

𥺵𥺵３ セキエイやチョウ石のような無色や白色の鉱物が多く、白っぽく見える

𥺵𥺵４ キ石やカンラン石のような有色の鉱物が多いため、黒っぽく見える

問２ 化石は過去に地球上に生存した生物や、生物が生活していた様子を推定する手

がかりとなります。身近なところでは平成 8年に鳥羽市で発見されたトバリュ

ウ（愛称）があり、トバリュウは海岸に現れた中生代の地層から発見された大型

草食恐竜の化石と考えられています。

下線部中生代の説明として正しいものを、次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 11

𥺵𥺵１ この地層ができた時代を推定することができる示相化石としてはビカリ

アがある

𥺵𥺵２ この地層ができた時代を推定することができる示準化石としてはビカリ

アがある

𥺵𥺵３ この地層ができた時代を推定することができる示相化石としてはアンモ

ナイトがある

𥺵𥺵４ この地層ができた時代を推定することができる示準化石としてはアンモ

ナイトがある
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問３ 雲のでき方について調べるために、図 5のような装置を用いて実験を行いま

した。

図 5

デジタル温度計

丸底フラスコ

大型注射器

フラスコの内側をぬるま湯でぬらし、線香のけむりを少し入れた後、大型注射器を

つなぎピストンを引くと、フラスコ内に雲が発生しました。

この実験から考えられることをまとめた次の文章の空欄に入る語句の組み合わせと

して、正しいものはどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 12

ピストンを引くことで、フラスコ内の気圧が（ア）なると空気が（イ）する。その

ため、温度が（ウ）し、やがて露点よりも（エ）なると、空気中の水蒸気の一部が小

さな水滴や氷の結晶となり、雲ができる。
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ア イ ウ エ

𥺵𥺵１ 高く 膨張 上昇 高く

𥺵𥺵２ 高く 収縮 低下 低く

𥺵𥺵３ 低く 膨張 低下 低く

𥺵𥺵４ 低く 収縮 上昇 高く

問４ 密閉容器内で 28℃、湿度 50％の空気を何℃まで冷却すると露点に達しますか。

表 2を参考に最も適当なものを、次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 13

表 2

温度
〔℃〕

飽和水蒸気量
〔g/m 〕

温度
〔℃〕

飽和水蒸気量
〔g/m 〕

0 4.8 16 13.6

2 5.6 18 15.4

4 6.4 20 17.3

6 7.3 22 19.4

8 8.3 24 21.8

10 9.4 26 24.4

12 10.7 28 27.2

14 12.1 30 30.4

𥺵𥺵１ 14℃ 𥺵𥺵２ 16℃ 𥺵𥺵３ 20℃ 𥺵𥺵４ 24℃
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問５ 図 6はある日の天気図で、日本のある場所を西から東の方向に進んでいる低気

圧を表しています。

図 6

（1）図 6の X─ Y間において、前線付近の断面を模式的に表しているのはどれで

すか。最も適当なものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 14

𥺵𥺵１ 𥺵𥺵２

𥺵𥺵３ 𥺵𥺵４
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（2）図 6中の地点 Zにおいて前線アが通過したとき、風向きや気温の変化はどの

ようになると考えられますか。正しいものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 15

𥺵𥺵１ 風は北寄りに変わり、気温が急に下がる

𥺵𥺵２ 風は北寄りに変わり、気温が上昇する

𥺵𥺵３ 風は南寄りに変わり、気温が急に下がる

𥺵𥺵４ 風は南寄りに変わり、気温が上昇する

問６ 金星は真夜中には見えることがなく、夕方の西の空か明け方の東の空で見られ

ます。次の図 7は太陽および地球、金星、火星の軌道を表した模式図です。夕方

に観察される金星の位置は図中ア～エのどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 16

太陽

ア

イ

ウ

エ
地球の自転の向き

図 7

𥺵𥺵１ ア 𥺵𥺵２ イ 𥺵𥺵３ ウ 𥺵𥺵４ エ
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第 3問
問１ 図 8は水 100gに溶ける硝酸カリウムの質量と温度との関係を表したグラフ

です。

温度〔℃〕

硝
酸
カ
リ
ウ
ム
の
質
量
〔g〕

図 8

（1）硝酸カリウムは 27℃で水 100gに 40gまで溶けます。この飽和水溶液の質

量パーセント濃度はいくらですか。最も適当なものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選

びなさい。 解答番号は 17

𥺵𥺵１ 20％ 𥺵𥺵２ 29％ 𥺵𥺵３ 40％ 𥺵𥺵４ 64％

（2）56℃の硝酸カリウムの飽和水溶液 100gを 8℃まで冷却すると硝酸カリウム

は何 g析出するでしょうか。グラフから読み取り、次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びな

さい。 解答番号は 18

𥺵𥺵１ 10g 𥺵𥺵２ 20g 𥺵𥺵３ 40g 𥺵𥺵４ 80g
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問２ 4種類の物質「酸素、水、二酸化炭素、空気」の分類について誤っているもの

を、次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 19

𥺵𥺵１ 単体に分類されるのは、酸素である

𥺵𥺵２ 化合物に分類されるのは、水と二酸化炭素である

𥺵𥺵３ 混合物に分類されるのは、空気だけである

𥺵𥺵４ 純物質に分類されるのは、酸素だけである

問３ 銅の粉末をステンレス皿に乗せて加熱すると、黒色の酸化銅ができました。

（1）この変化を正しく表した化学反応式を次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 20

𥺵𥺵１ Cu ＋ O → CuO 𥺵𥺵２ 2 Cu ＋ O2 → 2 CuO

𥺵𥺵３ Cu ＋ O2 → CuO＋ O 𥺵𥺵４ 2 Cu ＋ 2 O → 2 CuO

（2）下の図 9は、加熱する前の銅の粉末の質量と、できた酸化銅の質量の関係を

示したグラフです。銅の質量と化合した酸素の質量の比として正しいものを、

次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 21

酸
化
銅
の
質
量
〔g〕

銅の質量〔g〕

図 9

𥺵𥺵１ 1：1 𥺵𥺵２ 2：1 𥺵𥺵３ 4：1 𥺵𥺵４ 4：5
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問４ 塩化銅水溶液を用いて、次のような実験を行いました。

塩化銅水溶液を電気分解したところ、陽極付近からは気体が発生し、陰極の表面に

は赤褐色の物質が付着しました。また、電流を通しやすくするために、硝酸カリウム

水溶液で湿らせたろ紙をスライドガラスにはりつけ、ろ紙の中央に塩化銅水溶液のし

みをつけました。ろ紙の両端に直流の高い電圧を加えると、図 10のように青色のし

みが陰極に移動するのが観察されました。

青色のしみ

陰
極
側

陽
極
側

図 10

（1）青色のしみの説明として正しいものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 22

𥺵𥺵１ ＋の電気を帯びた塩素原子

𥺵𥺵２ ＋の電気を帯びた銅原子

𥺵𥺵３ －の電気を帯びた塩素原子

𥺵𥺵４ －の電気を帯びた銅原子

（2）原子が＋または－の電気を帯びたものをイオンといいます。イオンを最初に

考えついた人物を、次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 23

𥺵𥺵１ ドルトン 𥺵𥺵２ アボガドロ 𥺵𥺵３ プルースト 𥺵𥺵４ ファラデー
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問５ 酸性雨の説明として、誤っているものはどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 24

𥺵𥺵１ 酸性雨とは、大気中の二酸化炭素が雨・雪・霧などに溶け込み通常より強

い酸性を示す現象です

𥺵𥺵２ 化石燃料の燃焼や火山活動により放出されるガスが酸性雨の原因となっ

ています

𥺵𥺵３ 川や沼、土壌を酸性化して生態系に悪影響を与えます

𥺵𥺵４ 金属にさびを発生させたり、コンクリートを溶かしたりして建物や文化財

に被害を与えます
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第 4問
問１ ろうそく、焦点距離が 15cmの凸レンズ、スクリーンを光学台に並べて、図 11

のような装置をつくりました。凸レンズを固定して、ろうそくとスクリーンの位

置を変えながら、凸レンズによるろうそくの像のでき方を調べる実験を行いま

した。

図 11

（1）ろうそくの大きさと同じ大きさの像がスクリーンにはっきりうつるとき、ろ

うそくと凸レンズとの距離は何 cmになりますか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 25

𥺵𥺵１ 15cm 𥺵𥺵２ 20cm 𥺵𥺵３ 30cm 𥺵𥺵４ 45cm

（2）ろうそくの位置を凸レンズに近づくように動かしてみると、ある地点でスク

リーンに像ができなくなりました。ある地点とは凸レンズから何 cmのところ

ですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 26

𥺵𥺵１ 15cm 𥺵𥺵２ 20cm 𥺵𥺵３ 30cm 𥺵𥺵４ 45cm
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問２ 物体やばねにはたらく力について調べるために、次の実験を行いました。

図 12のようにスタンドにばねを取りつけ、ばねの下端とものさしの目盛りの 0が

合うようにものさしを固定しました。このばねに 20gのおもりを 1個ずつつり下げ、

ばねののびを測定しました。次の表は実験の結果をまとめたものです。なお、この実

験では、ばねの重さは考えないものとし、100gのおもりにはたらく重力の大きさを

1Nとします。

図 12

表 3

おもりの数（個） 1個 2個 3個 4個 5個

ばねののび（cm） 1.2 2.2 3.4 4.4 5.5
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（1）表 3の結果をもとにして、ばねにはたらく力の大きさとばねののびの関係を

適切なかき方でかいたグラフはどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 27

𥺵𥺵１ 𥺵𥺵２

𥺵𥺵３ 𥺵𥺵４

ば
ね
の
の
び

（cm）

ば
ね
の
の
び

（cm）

力の大きさ（N） 力の大きさ（N）

ば
ね
の
の
び

（cm）

ば
ね
の
の
び

（cm）

力の大きさ（N） 力の大きさ（N）
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（2）ばねとおもりにはたらく図 13中の Aと Bの力は、それぞれどのような力を

表していますか。正しい組み合わせを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 28

図 13

A B

𥺵𥺵１ おもりがばねを引く力 地球がおもりを引く力

𥺵𥺵２ ばねがおもりを引く力 地球がおもりを引く力

𥺵𥺵３ おもりがばねを引く力 おもりが地球を引く力

𥺵𥺵４ ばねがおもりを引く力 おもりが地球を引く力
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問３ 図 14は質量 240gの物体 Xと質量 160gの物体 Yを示したものです。この物

体 Xと物体 Yを水平面上に置きました。ただし、質量 100gの物体にはたらく重

力を 1Nとし、大気圧による影響は考えないものとします。

図 14

（1）物体 Xを図のように面イを下にして水平面上に置いたとき、水平面が受ける

圧力は何 Paですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。 解答番号は 29

𥺵𥺵１ 0.06Pa 𥺵𥺵２ 60Pa 𥺵𥺵３ 600Pa 𥺵𥺵４ 6000Pa

（2）物体 Xおよび物体 Yで面ア～オをそれぞれ下にしたときに、水平面が受ける

圧力の大小関係を正しく表したものはどれですか。次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選び

なさい。 解答番号は 30

面アと面イ 面ウと面エ 面ウと面オ

𥺵𥺵１ 面ア＞面イ 面ウ＝面エ 面ウ＞面オ

𥺵𥺵２ 面ア＞面イ 面ウ＞面エ 面ウ＝面オ

𥺵𥺵３ 面ア＜面イ 面ウ＜面エ 面ウ＝面オ

𥺵𥺵４ 面ア＜面イ 面ウ＝面エ 面ウ＜面オ
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問４ Bさんは、家庭にある電気器具の消費電力（100Vで使用したとき）を調べ、表

4にまとめました。

・ノートパソコン 100V－ 80W

・テレビ 100V－ 300W

・ドライヤー 100V－ 900W

・アイロン 100V－ 650W

・蛍光灯スタンド 100V－ 20W

表 4

図 15のような 100Vのコンセントに接続して、表 4の電気器具を同時に使うとき、

電流の合計が 10Aをこえない組み合わせとして正しいものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1

つ選びなさい。 解答番号は 31

図 15

𥺵𥺵１ ノートパソコン、ドライヤー、アイロン

𥺵𥺵２ テレビ、アイロン、蛍光灯スタンド

𥺵𥺵３ ノートパソコン、テレビ、アイロン

𥺵𥺵４ テレビ、ドライヤー、アイロン

23



問５ 図 16のように、力学台車に記録テープをつけ、斜面で静かに手をはなすと、台

車は摩擦のない水平面へと走りました。この運動のようすを 1秒間に 60回打点

する記録タイマーでテープに記録しました。また、斜面の傾きを大きくして同様

の実験を行いました。なお、この実験では、台車や記録テープの摩擦、空気の抵

抗は考えないものとします。

図 16

（1）次の図は、斜面上の台車の運動のようすを記録した記録テープです。この記

録テープを 0.1秒間ごとに切るとき、アの位置で切ったあと、次はどの位置で

切ればいいですか。正しいものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ選びなさい。

解答番号は 32

ア 𥺵𥺵１ 𥺵𥺵２ 𥺵𥺵３ 𥺵𥺵４
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（2）次の文章は下線部の実験結果を説明した文章です。文章中の（ア）と（イ）

に当てはまる語句の組み合わせとして最も適当なものを次の𥺵𥺵１～𥺵𥺵４から 1つ

選びなさい。 解答番号は 33

斜面の傾きを大きくすると、台車の速さの変化する割合は（ ア ）。これは、台車

にはたらく（ イ ）が、斜面が急なほど大きくなるためである。

ア イ

𥺵𥺵１ 大きくなる 斜面方向の力

𥺵𥺵２ 大きくなる 斜面に垂直な方向の力

𥺵𥺵３ 小さくなる 斜面方向の力

𥺵𥺵４ 小さくなる 斜面に垂直な方向の力
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