
2020年度  入学試験問題

理　　科
第 １ 回

試験時間は社会とあわせて６０分間です。（１１：１０～１２：１０）

理科と社会両方の教科の問題を時間内に解いてください。

問題は１ページから１２ページまでです。

解答はすべて解答用紙に記入してください。

解答用紙に受験番号、氏名を記入してください。

【注　意】





Ⅰ．　音の伝わり方について、園子さんは学校で次のように教わりました。

	 　たいこをたたくと、たいこの皮が振
しん

動
どう

し、空気に振動がつぎつぎに伝わります。
空気が	 Ａ 	を振動させ、その情報が神経を通して脳に伝わると、音を認識でき
ます。

　　　1秒間に空気が振動した回数を、振動数といいます。

（１）	 	 空らん	 Ａ 		にあてはまる、耳にある部位の名
めい

称
しょう

を答えなさい。

（２）	 	 たいこには、まわりにあるネジによって皮のはり方を変えられるものがあり
ます。皮のはり方を強くすると、たいこの音の高さはどのように変化するでしょ
うか。適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．高くなる。
イ．低くなる。
ウ．変化しない。

Ⅱ．　園子さんがある日、歩道に立っていると、車道をパトカーが通りました。その
とき、パトカーが園子さんの真横を通過する前後で、パトカーのサイレンの音が
変化することに気付きました。

	 　この現象を不思議に思った園子さんは、先生に質問してみました。すると、先
生と一

いっ

緒
しょ

に実験をさせてもらえることになりました。

【実験１】		 図１のように、先生がベルトコンベアにサイコロを置き、流れてきたサイ
コロを園子さんが拾います。ベルトコンベアは秒速10cmで先生から園子さ
んの方に動き続けます。先生は３秒に１回のペースで10分間、目の前にサ
イコロを置き続け、園子さんはサイコロが目の前に来た時にサイコロを拾い
ます。

【実験２】		【実験１】と同じ作業を、先生は秒速２cmで園子さんに近づきながら行い
ます。

【実験３】		【実験１】と同じ作業を、先生は秒速２cmで園子さんから遠ざかりながら
行います。

	 	 ただし、ベルトコンベアは十分長く、先生と園子さんは十分離
はな

れた場所に
いるものとし、先生が移動しても園子さんに途

と

中
ちゅう

でぶつかることはないとし
ます。また、サイコロは十分小さく、大きさは無視できるものとします。
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図１

（３）	 	【実験１】で園子さんが初めてサイコロを拾ってから50秒間で何個のサイコロ
を拾いますか。ただし、園子さんが初めて拾ったサイコロを１個目としてサイ
コロを数えます。

（４）	 	【実験２】ではベルトコンベア上のサイコロの間
かん

隔
かく

は何cmになりますか。

（５）	 	【実験３】では園子さんは初めてサイコロを拾ってから50秒間で何個サイコロ
を拾いますか。ただし、園子さんが初めて拾ったサイコロを１個目としてサイ
コロを数えます。

（６）	 	【実験２】、【実験３】では、【実験１】と比べてどのような違
ちが

いがありますか。
適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．【実験２】では、園子さんがすべてのサイコロを拾うのにかかる時間は
長くなる。

イ．【実験３】では、園子さんがすべてのサイコロを拾うのにかかる時間は
長くなる。

ウ．【実験２】では、園子さんが１分あたりに拾うサイコロは少なくなる。
エ．【実験３】では、園子さんが１分あたりに拾うサイコロは多くなる。

―	2	―

ベルトコンベアの
進行方向

先生
園子さん



（７）	 	 先生を「パトカー」、サイコロを「空気の振動」と考えると、パトカーのサイ
レンの音の変化を説明することができます。次の文章の空らんにあてはまる語
句の組み合わせとして、もっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えな
さい。

	 	 パトカーがサイレンを鳴らしながら近づくとき、園子さんが聞く音の振動数
はパトカーが止まっているときよりも	 Ｂ 	なります。パトカーがサイレンを
鳴らしながら遠ざかるときは、園子さんが聞く音の振動数はパトカーが止まっ
ているときよりも	 Ｃ 	なります。よって、パトカーが園子さんの真横を通過
すると、音は	 Ｄ 	なって聞こえます。

Ｂ Ｃ Ｄ
ア 小さく 大きく 大きく
イ 大きく 小さく 小さく
ウ 小さく 大きく 低く
エ 大きく 小さく 低く
オ 小さく 大きく 高く
カ 大きく 小さく 高く

（８）	 	 サイレンを鳴らしたまま止まっているパトカーに向かって、園子さんは自転
車で一定の速さで近づいていきました。近づいているあいだ、サイレンの音は
どのように聞こえるでしょうか。

ア．どんどん音の高さが高くなって聞こえる。
イ．どんどん音の高さが低くなって聞こえる。
ウ．音の高さは変化しない。
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次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。答えは、小
ああああああああああああああああああああああああ
数第４位以下があるとき

は
ああああああああああああああああああああああああああああ
四捨五入して小数第３位まで求めなさい。

園子さんは、ビタミンＣを含
ふく

む飲料を液体のうがい薬に混ぜると、うがい薬の褐
かっ

色
しょく

が消えるという現象を知り、レモン汁
じる

、アセロラを使って次のような実験をしまし
た。ただし、使用したうがい薬の濃

のう

度
ど

はすべて同じとし、レモン汁、アセロラに含ま
れるうがい薬の褐色を消す成分はビタミンＣのみとします。

〈準備１〉		 スポイトに水10mLをとり、メスシリンダーに水を１滴
てき

ずつ垂らしていく
と、150滴をたらした時に、ちょうどメスシリンダーの６mLの目盛りに達
しました。以下の実験ではこのスポイトを使用します。

〈準備２〉		 ビタミン C10gを水に溶
と

かし、１ＬのビタミンＣ水
すい

溶
よう

液
えき

を作りました。

【実験１】		 うがい薬500mLにスポイトを用いてビタミン C水溶液を加えていったと
ころ、120ｍLと45滴を加えたところでちょうどうがい薬の褐色が消えまし
た。

【実験２】		 うがい薬50mLにスポイトを用いてレモン汁を加えていったところ、
163mLと５滴を加えたところでちょうどうがい薬の褐色が消えました。

【実験３】		 アセロラを搾
しぼ

って、ジュースを作りました。このジュース 20mLをうがい
薬200mLに入れたところ、褐色が消えませんでした。スポイトを用いてビ
タミンＣ水溶液を加えていったところ、４mLと22滴を加えたところでちょ
うどうがい薬の褐色が消えました。

（１）	 	 同じ重さあたりビタミンＣがもっとも多く含まれている食材を、次より１つ
選び、記号で答えなさい。

ア．サバ　　　　　イ．ピーマン　　　　　　ウ．米　　　　
エ．牛乳　　　　　オ．エンドウ豆

2
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（２）	 	 ビタミンＣはアスコルビン酸ともいい、ビタミンＣの水溶液は酸性を示しま
す。

①	水溶液が酸性を示す物質を次よりすべて選び、記号で答えなさい。

ア．酢
さく

酸
さん

イ．塩化水素
ウ．水酸化ナトリウム
エ．食塩
オ．アンモニア
カ．二酸化炭素

②	酸性の水溶液の性質として正しいものを次よりすべて選び、記号で答えなさ
い。

ア．ＢＴＢ液を加えると黄色になる。
イ．赤色リトマス紙を青く変える。
ウ．フェノールフタレイン溶液を加えると赤色になる。
エ．アルカリ性の水溶液と混ぜると、互

たが

いに性質を打ち消し合う。

（３）	 	 使用したスポイトの１滴は何mLですか。

（４）	 	 うがい薬25mLの褐色が消えるまでに、ビタミンＣ水溶液を最低何mL加える
必要がありますか。

（５）	 	【実験２】で用いたレモン汁100mLに含まれるビタミンＣは何ｇですか。

（６）	 	【実験３】で使用したアセロラを搾ったジュース 20mLに含まれるビタミンＣ
は何ｇですか。

（７）	 	 ニンジンにはオレンジ色のカロテンが含まれており、体内でビタミンＡとな
ります。ブロッコリーにはビタミンＣが多く含まれています。

	 	 ニンジン、ブロッコリーをそれぞれ、水と油につけておくと、ニンジンをつ
けておいた油がオレンジ色になりました。それ以外は色の変化がありませんで
した。

	 	 それぞれをつけておいた水にうがい薬をたらすと、ブロッコリーをつけてお
いた水はすぐに褐色が消え、ニンジンをつけておいた水は褐色になりました。

	 	 また、それぞれをつけておいた油にうがい薬をたらすと、どちらも、うがい
薬が褐色のまま沈み、すぐには色の変化はありませんでした。

	 	 このことからわかる、カロテンとビタミンＣの性質の違いを説明しなさい。
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Ⅰ．　モンシロチョウについて、以下のような実験があります。

	 　モンシロチョウが野外の（　ａ　）にうみつけた200個の卵に注目し、それぞ
れの成長段階に達した個体数を調べました。その結果を表１に示します。

	 　表１
成長段階 個体数
卵 200

一令幼虫 172
二令幼虫 94
三令幼虫 80
四令幼虫 72
五令幼虫 68
さなぎ 10
成虫 ４

（１）	 	 文中の（　ａ　）に当てはまるものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．腐
ふ

葉
よう

土
ど

　　　　　　　　イ．ウシの糞
ふん

　　　　　　ウ．コケ
エ．キャベツの葉　　　　　オ．ミカンの葉　　　　　カ．昆

こん

虫
ちゅう

の死体

（２）	 	 モンシロチョウは成長していく過程で脱
だっ

皮
ぴ

を行います。この脱皮を行う理由
としてもっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．気温の変化に合わせて皮の厚さを変えるため。
イ．皮がかたく、成長のさまたげになるため。　
ウ．新しい皮にするたびに、体温を上げることができるため。	
エ．脱

ぬ

いだ皮を食べて、皮からしか取れない栄養を取るため。
オ．雨が降ると皮がふやけてしまい、そのままにしておくと病気になるた
め。

3
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（３）	 	 図１はモンシロチョウの幼虫の脚
あし

をのぞいた模式図です。モンシロチョウの
幼虫にはつめのある脚が６本、吸

きゅう

盤
ばん

の形をした脚が10本見られます。つめのあ
る脚は、その後成虫の脚へ変化していきますが、吸盤の形をした脚は成長とと
もになくなります。つめのある脚がみられる節として正しい場所をア～スより
３つ選び、記号で答えなさい。

図１

（４）	 	 表１の結果は他のモンシロチョウでも同様に成り立つと考え、あとの問いに
答えなさい。

①	モンシロチョウが成虫になるまでで、もっとも死亡率が高い時期を次より１
つ選び、記号で答えなさい。ただし、「死亡率」とはそれぞれの成長段階中
に死亡した個体の割合を示します。例えば、一令幼虫の死亡率（％）は、（一
令幼虫のあいだに死んだ個体数÷一令幼虫に育った個体数）×100で求めら
れます。

　
ア．一令幼虫　　　　　イ．二令幼虫　　　　　ウ．三令幼虫
エ．四令幼虫　　　　　オ．五令幼虫　　　　　カ．さなぎ

②	成虫に育ったモンシロチョウのうち半分が生き残り、子孫を残せるものとし
ます。また、モンシロチョウのメスは一生に300個の卵をうむものとします。
成虫に育つ個体数は、子の代では親の代の何倍になりますか。ただし、オス
とメスの比は１：１とします。答えは、小

ああああ
数第

ああああああああああああああああああああああああああああ
２位以下があるときは四捨五

入
ああああああああああああああああああああ
して小数第１位まで求めなさい。

頭部 胸部 腹部

アイウ エ オ カ キ ク ケ コ サシス
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Ⅱ．　図２はカイコガの幼虫の脚をのぞいた模式図です。カイコガは、五令幼虫の間
にまゆを作り、その中でさなぎとなって成虫となります。園子さんは、カイコガ
の幼虫を用いて以下の実験を行い、幼虫のからだの各部分がどのようになるかを
調べました。結果を表２に示します。ただし、糸でしばることでカイコガは死に
ませんが、糸でしばられた部分の前後で体内の物質は移動しにくくなります。

図２

【実験１】		 四令幼虫になってすぐ、Pを糸でしばった。
【実験２】		 四令幼虫のどこもしばらなかった。
【実験３】		 五令幼虫になってすぐ、Pを糸でしばった。
【実験４】		 五令幼虫になってすぐ、Qを糸でしばった。
【実験５】		 五令幼虫のどこもしばらなかった。

表２
様子 スケッチ図

実験１
Ｐより前方は変化せず、後方は小さいさな
ぎとなった。

実験２ 全体が脱皮し、五令幼虫となった。

実験３
Ｐより前方は変化せず、後方はさなぎと
なった。

実験４
Ｑより前方はさなぎとなり、後方は変化し
なかった。

実験５ 全体がさなぎとなった。

前 後ろ

Ｐ Ｑ
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学習メモ
＜ホルモンについて＞
・ホルモンとは、動物体内のそれぞれ決まった器官から出され、体内を移動し、
動物体内の反応や活動を調節する物質のことであり、さまざまな種類がある。
・昆虫の形態の変化の調節もホルモンによって引き起こされている。
・ホルモンが出される時期はホルモンの種類によって異なる。
＜カイコガのホルモンについて＞
・カイコガでは、形態変化に関係するホルモンがホルモンＡとホルモンＢの２種
類あり、それぞれ異

こと

なる器官から出ている。
・ホルモンＡとホルモンＢの両方が届いた部分は、脱皮して次の令の幼虫となる。
・ホルモンＡのみが届いた部分は、特に変化はみられない。
・ホルモンＢのみが届いた部分は、さなぎとなる。
・ホルモンＡとホルモンＢの両方とも届かなかった部分は、特に変化はみられな
い。
・脱皮が起こり始めるとホルモンはいったん出なくなり、体内にホルモンＡ・ホ
ルモンＢは無くなるが、脱皮が完全に終

しゅう

了
りょう

し次の令の幼虫になると再び出る。
・五令幼虫になるとホルモンＡを出す器官からホルモンＡはほぼ出ない。

実験結果、学習メモより、次の問いに答えなさい。

（５）	 	 卵、幼虫、さなぎという時期を経たのち成虫となるこん虫の、形態変化を何
というか答えなさい。

（６）	 	 ホルモンＡ、ホルモンＢを出す器官は、それぞれどの位置にあると考えられ
ますか。次より１つ選び、記号で答えなさい。

ホルモンＡを出す器官 ホルモンＢを出す器官
ア Ｐより前 ＰとＱの間
イ ＰとＱの間 Ｐより前
ウ Ｐより前 Ｑより後
エ Ｑより後 Ｐより前
オ ＰとＱの間 Ｑより後
カ Ｑより後 ＰとＱの間
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（７）	 	 カイコガの四令幼虫からホルモンＡを作る器官を取り除いた場合、どのよう
になると考えられますか。もっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答え
なさい。

ア．三令幼虫に戻
もど

る。
イ．四令幼虫のまま変化しない。
ウ．五令幼虫となる。
エ．小さいさなぎとなる。

（８）	 	 六令幼虫にするにはどのような方法が考えられますか。適当なものを次より
１つ選び、記号で答えなさい。なお、移植によって器官に影

えい

響
きょう

はないものとし
ます。

ア．五令幼虫に、他の四令幼虫からホルモンＡを出す器官を移植する。
イ．五令幼虫に、他の五令幼虫からホルモンＡを出す器官を移植する。
ウ．五令幼虫に、他の四令幼虫からホルモンＢを出す器官を移植する。
エ．五令幼虫に、他の五令幼虫からホルモンＢを出す器官を移植する。
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月についてあとの問いに答えなさい。

（１）	 	 月は衛星と呼ばれる天体に分類されますが、太陽のように自ら光を発する天
体のことを何といいますか。名

めい

称
しょう

を答えなさい。

（２）	 	 ある日川
かわ

崎
さき

市で、午前０時０分に満月が南中しました。それから７日後に南
中する月の形としてもっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

（３）	 	（２）の月の南中時刻としてもっとも近いものを次より１つ選び、記号で答え
なさい。

ア．午前０時　　　　　イ．午前３時　　　　　ウ．午前６時
エ．午前９時　　　　　オ．午後０時　　　　　カ．午後３時
キ．午後６時　　　　　ク．午後９時

（４）	 	 地球から月を見たときに見える模様は変わることがありません。月が常に地
球に同じ面を向けている理由を説明しなさい。

（５）	 	 月の引力は、地球の引力の約６分の１であることがわかっています。地球上
ではかると120ｇの石を、月面上で上皿天びんを使ってはかると何ｇの分銅とつ
りあいますか。

4

ア． イ． ウ． エ． オ．
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（６）	 	 ある探査機が火星の近くから地球と月を撮
さつ

影
えい

したとき、地球は図のような形
に見え、月は点線の位置にありました。このときの探査機からの月の見え方と
してもっとも適当なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

オ．１つに決められない。

（７）	 	 月面上の同じ場所から地球を見ると、どのように見えますか。もっとも適当
なものを次より１つ選び、記号で答えなさい。

ア．いつも同じ形のまま、動き続ける。
イ．満ち欠けしながら、動き続ける。
ウ．いつも同じ形のまま、ほぼ動かない。
エ．満ち欠けしながら、ほぼ動かない。

（８）	 	 地球の周りには月だけでなく、宇宙開発ででた大量のゴミもまわっています。
これは「スペースデブリ」と呼ばれ、今後の宇宙開発において色々な影

えい

響
きょう

が考
えられています。問題となっている点としてもっとも適当なものを次より１つ
選び、記号で答えなさい。

ア．宇宙空間に長くただようと磁石になるので、地球の通信に影響を与
あた

え
ている。

イ．宇宙空間でくさり、宇宙空間に悪
あく

臭
しゅう

がただよっている。
ウ．人工衛星と衝

しょう

突
とつ

して破
は

壊
かい

する危険性がある。
エ．太陽光をさえぎってしまい、地球の特定の場所に光が届かなくなって
いる。

月の位置

地球

ア． イ． ウ． エ．
（見えない）






