
注 意 事 項
１．「始め」の合図があるまで，この問題冊子を開いてはいけません。

２．この問題冊子は全部で８ページです。印刷不鮮明などの箇所があった場合は
申し出てください。

３．数学Ⅰ （１～４ページ）， 生物基礎 （５～６ページ）， 化学基礎 （７～８ページ）
の中から，自分が出願時に志願票・受験票へマークした１科目を選択のうえ，
答えは各科目の解答用紙の所定の欄に記入してください。出願時に選択した
以外の科目を解答しても無効です。

４．使用する問題用紙と解答用紙の指定欄に受験番号（数字）を必ず記入してください。

５．解答作業には必ず黒の鉛筆（ＨＢ以上）またはシャープペンシルを使用し，
ボールペンや色鉛筆などを使ってはいけません。

６．試験終了後に，解答用紙，次に問題冊子（選択しない科目の解答用紙を含む）
を回収します。問題冊子の余白や裏面は，下書きに使用してもかまいません。
解答用紙は破ったり，汚したりしないでください。

７．「やめ」の合図で，すぐに筆記用具を置き，静かに待っていてください。

（数学を選択した受験生へ）
（１）  分数で解答する場合は，既約分数で答えなさい。

    　例えば，
1
—
2
と答えるところを 

2
—
4
と答えてはいけません。

（２）  根号を含む形で解答する場合は，根号の中の自然数が最小となる形で答え
なさい。

    　例えば，2   3  と答えるところを    12  と答えてはいけません。

（３）  根号を含む形の分数で解答する場合は，分母を有理化して答えなさい。

    　例えば，
  2
——

2
と答えるところを，

1
——
  2
と答えてはいけません。
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次の問いに答えなさい。

（１） （ x ＋ 3） 2 （ x－3） 2 を展開しなさい。

（２） x2－7x－18 を因数分解しなさい。

（３） －1 < x < 1 のとき（x ＋1）2－4 x＋（x－1）2＋4 x を簡単にしなさい。

（４） 31人のクラスで野球が好きな人が20人，野球もバスケットボールも好きな人が12人，野球

もバスケットボールも好きでない人が7人だという。バスケットボールが好きな人は何人か

求めなさい。

（５） a > 0 かつ b > 0 は a＋b > 0 であるための何条件か。必要条件，十分条件，必要十分条件，

必要でも十分でもない条件の中で最も適するものを答えなさい。

（６） ２次方程式 x2＝2kx－4 が異なる２つの負の解をもつような kの値の範囲を求めなさい。

（７） ２次不等式 x2－3  x－10 < 0 を解きなさい。

（８） cos 77° を45° 以下の三角比を用いて表しなさい。

（９） 0°<θ< 180° とする。cosθ＝－
1
―
4
のとき tanθの値を求めなさい。

（ 10 ） 5 人が受験した数学のテストの成績は次のようになっている。

 　　78,  97,  82,  72,  96　（単位は点）

 これらのデータの平均値，中央値の値をそれぞれ求めなさい。
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vを正の実数とする。初速度 v [m/s] で投げ上げた物体の高さ y [m] は投げ上げてからの時間 x [s] 

を用いて

y＝－5 x2＋vx …… ①

と２次関数であらわされる。この２次関数について以下の問いに答えなさい。

（１） 関数①のグラフの頂点の座標を求めなさい。

（２） 関数①のグラフの頂点が直線 y = x上にあるという。このときの vの値を求めなさい。

（３） y が45より大きな値をとるための vの値の範囲を求めなさい。

△ABCにおいて a＝7，b＝8，c＝5 である。次の値を求めなさい。

なお，a＝BC，b＝CA，c＝ABである。

（１） cos A

（２） sin A

（３） 外接円の半径R

（４） △ABCの面積S

（５）  内接円の半径 r

２

３

―― 数学Ⅰ問題終了 ――
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以下の問いに適する用語を答えなさい。

（１）  ATP分子中でのリン酸とリン酸との間の結合を何というか。

（２）  原核細胞が原始的な真核細胞に取り込まれてミトコンドリアや葉緑体になったという学説を

何というか。

（３）  DNAを構成する糖を何というか。

（４）  生物が持つ個体生存に必要な全ての遺伝情報の１組を何というか。

（５）  すい臓のランゲルハンス島β （ベータ） 細胞から分泌される血糖値を低下させるホルモンを

何というか。

（６）  リウマチなど，自分自身の正常細胞を抗原と認識し免疫反応がおこる疾患を何疾患というか。

（７）  肝臓で胆汁を作る際に使われるヘモグロビン分解物を何というか。

（８）  捕食者と被食者の複雑な網目状の関係を何というか。

（９）  鳥や風などで種子が運ばれ生育する，遷移の初期に現れる樹木を何というか。

（10）  特定の物質が生体内で外部環境よりも高濃度に蓄積される現象を何というか。

次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

生物は取り入れた栄養物質を生体内での多くの化学反応を通して種々の形に作り変えて利用する。

この生体内での化学反応による物質の変化を（　ア　）という。この（　ア　）の一例として細胞

がグルコースを分解してATPを生成する呼吸を考えよう。呼吸は大きく分けて３つの段階に分け

られる。

最初の段階では，グルコース１分子をピルビン酸に変える。このとき，２分子のATPを消費し，

次に４分子のATPが生成するから実質２分子のATPを生成することになる。この一連の化学反応

は（　イ　）で行われ，酸素を必要としない。

次の段階では，ピルビン酸をオキサロ酸と結合し（　ウ　）とする。そこでさらに多段階の化学

反応を経てグルコース１分子当たり２分子のATPと６分子の二酸化炭素及びNADH，FADH2を生

成する。その過程で（　ウ　）をオキサロ酸に戻す。このオキサロ酸はこの段階の最初のピルビン

酸との化学反応に利用される。この一連の化学反応は（　エ　）の内膜の内側のマトリックスで

行われ，酸素を消費しない。

最後の段階では，NADH，FADH2から電子を取り出し，水素イオンと酸素分子と反応させて水

を生成する。このとき，最大38分子のATPを生成する。

１
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（１）  文中の空欄ア～エに最も適する語を選び，記号で答えなさい。

① 核  ② 同化  ③ グルタミン酸  ④ 細胞膜

⑤ ヨウ素デンプン反応  ⑥ ミトコンドリア  ⑦ 代謝  ⑧ アミノ酸

⑨ 細胞質基質  ⑩ RNA  ⑪ クエン酸  ⑫ ゴルジ体

（２）  文中の３つの段階の名称をそれぞれ記しなさい。

次の文章を読み，あとの問いに答えなさい。

ヒトの体は損傷を負って出血することがある。しかしながら傷の程度が小さいときは自然に止血

する。これは血液が凝固して血管の損傷をふさぐからである。

出血するとその部分に（　Ａ　）が集まり互いにくっつきあう。それと同時に損傷を受けた

血管壁から（　Ｂ　）が放出される。この（　Ｂ　）と凝固因子とが作用して（　Ｃ　）状の

タンパク質である（　Ｄ　）が生成される。この（　Ｄ　）がいわば網のような構造を作り血液中

の血球を絡めとって塊状になる。この粘性の高い塊状の形成物を（　Ｅ　）といい，この（　Ｅ　）

が血管の損傷部分をふさぐことで止血する。この一連の反応を血液凝固反応という。

傷口が修復されると（　Ｅ　）は溶かされ，血管は元通りになる。

（１）  文中の空欄Ａ～Ｅに最も適する語を選び，記号で答えなさい。

① 血ぺい  ② カリウムイオン  ③ ヘモグロビン

④ 白血球  ⑤フィブリノーゲン  ⑥ 球

⑦ トロンボプラスチン  ⑧ 原尿  ⑨ 血小板

⑩ カルシウムイオン  ⑪ 赤血球  ⑫ レンガ

⑬ フィブリン  ⑭ トロンビン  ⑮ アドレナリン

⑯ ナトリウムイオン  ⑰ トリプシン  ⑱ 線維

⑲ リンパ球  ⑳ グルコース

（２）  血液凝固反応が起こりにくくなるという症状の疾患をＦという。またＥが溶けにくくなる

ことで発症する疾患をＧという。ＦとＧに最も適するものを選び，記号で答えなさい。

① 糖尿病  ② AIDS  ③ アナフィラキシーショック  ④ 血友病

⑤ 胃がん  ⑥ 心筋梗塞

３

―― 生物基礎問題終了 ――
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次の問いに適切な用語を答えなさい。

（１）  気体が液体にならずに直接固体になる現象を何というか。

（２）  原子核の中にある正の電気を帯びた粒子を何というか。

（３）  ２個の原子の間で不対電子を共有してできる化学結合を何というか。

（４）  12C原子の質量を12とした各元素の原子の平均相対質量を何というか。

（５）  ブレンステッドとローリーによると塩基が相手から受け取るものを何というか。

（６）  反応相手の物質から電子を奪う物質を何というか。

（７）  電池の正極と負極との間に生じる電位差を何というか。

次の問いに答えなさい。

（１）  次の中で純物質を全て選び，記号で答えなさい。

① 空気  ② 海水  ③ 氷  ④ 卵  ⑤ 塩酸

⑥ 白金  ⑦ ステンレス

（２）  共有結合の分子を全て選び，記号で答えなさい。

① 臭素  ② 水銀  ③ 硫化鉛  ④ 塩化水素  ⑤ 二酸化硫黄

⑥ プロパン  ⑦ アルゴン

（３）  下線の原子の酸化数が －1であるものを全て選び，記号で答えなさい。

① KCl  ② H2O  ③ Na2O  ④ F2  ⑤ H2O2

⑥ CH4  ⑦ HClO

（４）  二次電池を全て選び，記号で答えなさい。

① リチウムイオン電池  ② マンガン乾電池  ③太陽電池  ④ リチウム電池

⑤ 鉛蓄電池  ⑥ ダニエル電池  ⑦ アルカリマンガン乾電池

１
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次の問いの結果を記しなさい。数値は特に断りがない限り有効数字２桁で答えること。但し，

気体は全て理想気体とみなすこと。

また，原子量としてH＝1，C＝12，O＝16，Na＝23，S＝32，K＝39，Ca＝40，Mn＝55，

I＝127を，アボガドロ定数としてNA＝6.0×1023［ /mol］を，標準状態の理想気体が占める

体積として22.4［L/mol］を用いなさい。

（１）  ダイアモンド0.24g中に含まれる炭素原子の個数は何個か。

（２）  グルコース（C6H12O6）を9.0g溶かした200g の水溶液のモル濃度は何mol/L か。

（３）  0.50mol/L の硫酸100mL作るのに必要な10％硫酸は何gか。

（４）  十分量の塩酸に石灰石（CaCO3）2.5g を反応させたときに発生する二酸化炭素は標準状態で

何Lか。

（５）  1.0×10－1mol/L の酢酸水溶液の pHはいくらか整数値で答えなさい。但し，酢酸の電離度

を0.010とする。

（６）  標準状態で5.6L のアンモニアを中和するのに必要な0.50mol/L の硫酸の体積は何mLか。

（７）  硫酸酸性の水溶液中で過マンガン酸イオンとシュウ酸は各々次式のように反応する。

    　　MnO4－ ＋8H＋＋5e－   Mn2＋＋4H2O　　　H2C2O4   2CO2＋2H＋＋2e－

    45g のシュウ酸と反応する過マンガン酸カリウムの物質量は何mol か。

（８）  化学反応式I2＋2Na2S2O3   2NaI＋Na2S4O6において還元剤となっている物質名を答え

なさい。

※以下、計算用です

３

―― 化学基礎問題終了 ――
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