
令和３年度一般選抜学力検査問題

理　　　　科

注　　　　　意

（ ４時間目　50分 ）

１　問題用紙と解答用紙の両方の決められた欄に，受検番号と氏名を記入しなさい。

２　問題用紙は開始の合図があるまで開いてはいけません。

３　問題は１ページから６ページまであり，これとは別に解答用紙が１枚あります。

４　答えは，すべて解答用紙に記入しなさい。

氏　名受検番号
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１	 植物のからだのつくりの特徴について，学校周辺にある植物を観察したり資料で調べたりし
た。次の（1），（2）の問いに答えなさい。

（1）図１は，アブラナの花とマツの花についてまとめたものである。

①　アブラナの花は，花の外側から中心に向かってどのような順に構成されているか。図１

のア～エを順に並べて記号を書きなさい。

②　双子葉類のうち，下線部ａのような花弁をもつ植物を何類というか，書きなさい。

③　図１の特徴にもとづいた分類について説明した次の文が正しくなるように，Ｐ～Ｒにあ

てはまる語句を下のア～ウから１つずつ選んで記号を書きなさい。

ア　胚珠　　　イ　子房　　　ウ　種子

（2）図２は，イヌワラビとコスギゴケについてまとめたものである。

①　Ｗを何というか，書きなさい。

②　下線部ｂがどこにあるかを確認するため，染めることにした。染める方法について説明

した次の文が正しくなるように，Ｘにあてはまる内容を書きなさい。

③　下線部ｃについて説明した次の文が正しくなるように，Ｙ，Ｚにあてはまる語句や内容

を下のア～エから１つずつ選んで記号を書きなさい。

ア　地下茎　　イ　仮根　　ウ　からだを土や岩に固定させる　　エ　効率的に吸水する

・アブラナの花はａ花弁が１枚ずつ分かれている。マツの雄花，雌花には花弁がない。
・アブラナの花の胚珠は子房の中にある。マツの花の胚珠はむき出しである。

下線部ｂを染めるため，イヌワラビを葉の柄の部分で切って 　　　　　 。Ｘ

下線部ｃは（ Ｙ ）とよばれ， 　　　　　ように変形したものである。Ｚ

　（ Ｐ ）の有無に着目すると，アブラナとマツは異なるグループに分類される。し
かし，（ Ｑ ）に着目すると，どちらも受粉後に（ Ｑ ）が成長して（ Ｒ ）になる
ため同じグループに分類される。

・	Ｗの中を顕微鏡で観察すると，
小さな粒がたくさん見られた。

・イヌワラビにはｂ維管束がある。
・コスギゴケには維管束がない。
　	また，ｃ根のように見える部分
がある。

分解したアブラナの花 マツの花
雄花のりん片 雌花のりん片

おしべ がく 花弁 めしべ

子房

　花粉のう 　胚珠

胚珠
ア イ ウ エ

イヌワラビ

葉の柄
雌株

50㎝

3㎝

0.01㎜

コスギゴケ Ｗの中を顕微鏡で
観察したようす

Ｗ

図１

図２
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２	 酸の水溶液とアルカリの水溶液について，それぞれの性質と，混ぜ合わせたときの水溶液の
変化のようすを調べるため，実験Ⅰ～Ⅲを行った。下の（1）～（5）の問いに答えなさい。

（1）次のうち，アルカリ性を示すものはどれか，すべて選んで記号を書きなさい。

ア　アンモニア水　　　イ　酢酸　　　ウ　石灰水　　　エ　炭酸水

（2）図２で，陽極は電極Ｐ，Ｑのどちらか。また，赤色のリトマス紙はリトマス紙Ｓ，Ｔのど

ちらか。それぞれ１つ選んで，記号を書きなさい。

（3）図５は，実験Ⅱで用いたこまごめピペットである。こまごめピペッ

トの安全球の役割を「ゴム球」という語句を用いて書きなさい。

（4）実験Ⅱの試験管Ｇについて，水溶液中に最も多く存在するイオンは

何か，イオン式を書きなさい。

（5）実験Ⅲについて考察した次の文が正しくなるように，Ｘにはあてはまるイオンの名称を，

Ｙにはあてはまる語句を，Ｚにはあてはまる内容を「中和」という語句を用いて，それぞれ

書きなさい。

【	実験Ⅰ】図１のような装置を２つつくり，一方にはうすい塩酸をしみこませた糸を，もう

一方にはうすい水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた糸を置き，それぞれ電圧を加えた。

図２は，このときの結果を表している。ただし，リトマス紙Ｓ，Ｔは，それぞれ赤色のリ

トマス紙，青色のリトマス紙のいずれかである。

【	実験Ⅱ】緑色のＢＴＢ溶液数滴とうすい塩酸	５		㎝３	を入れた試験管Ａ～Ｇを用意した。次

に，こまごめピペットを用いて，図３のように，試験管Ｂ～Ｇに表に示した量のうすい水

酸化ナトリウム水溶液を加えて混ぜ合わせ，それぞれの水溶液の色を調べてまとめた。

【	実験Ⅲ】実験Ⅱで，混ぜ合わせても水溶液の色が黄色であった試験

管Ｂ～Ｅで中和が起こったかを確かめるため，図４のように，試験

管Ａ～Ｅにマグネシウムリボンをそれぞれ入れ，気体の発生のよう

すを比べた。このとき，気体の発生は，試験管Ａが最もさかんで，

Ｂから順に弱くなり，Ｅが最も弱かった。

　気体の発生のようすから，うすい水酸化ナトリウム水溶液の量が多くなるにつれ，
（ Ｘ ）が減少していくことで酸の性質が（ Ｙ ）なっていったと考えられる。
　よって，試験管Ｂ～Ｅでは 　　　　　　　 といえる。Ｚ

表 試験管 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
加えたうすい水酸化
ナトリウム水溶液［㎝３］０ １ ２ ３ ４ ５ ６

水溶液の色 黄 黄 黄 黄 黄 緑 青

図２ 糸から電極Ｐに向かって
リトマス紙Ｓの色が変わ
った。

　　うすい塩酸を
　　しみこませた糸

電極Ｐ 電極Ｑ

糸から電極Ｑに向かって
リトマス紙Ｔの色が変わ
った。

うすい水酸化ナトリウム
水溶液をしみこませた糸

電極Ｐ 電極Ｑ

図１
電源装置

リトマス紙Ｔ
　水道水を
　しみこませたろ紙

　糸　　ガラス

　鉄の
　クリップ

　　リトマス紙Ｓ

図３ ＡＢＣＤＥＦＧ

ＡＢＣＤＥ図４

マグネシウムリボン

図５
ゴム球

安全球
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３	 愛さんは，火山灰と火山灰をふくむ地層について調べた。次の（1），（2）の問いに答えなさい。
（1）愛さんは，次のような疑問をもち，火山灰の観察を行った。

①　火山灰にふくまれる鉱物は，何が冷えてできたものか，書きなさい。

②　次のうち，無色鉱物に分類される鉱物はどれか，２つ選んで記号を書きなさい。

ア　黒
くろ

雲
うん

母
も

　　　イ　長
ちょうせき

石　　　ウ　輝
き

石
せき

　　　エ　石
せきえい

英　　　オ　角
かくせんせき

閃石

③　愛さんが下線部ａについてまとめた次の文が正しくなるように，Ｘにあてはまる内容を

書きなさい。

（2）図１は，Ａ～Ｃ地点の標高と位置関係を表して

おり，図２は，真南を向いたときに見えたＡ地点

の露頭を表している。愛さんは，図３のように，

Ａ地点の露頭のスケッチと，Ｂ，Ｃ地点のボーリ

ング試料から作った柱状図をもとにわかったこと

をまとめた。ただし，図１の地域の地層は，平行

に重なり，つながっている。また，しゅう曲や断

層はないものとする。

①　下線部ｂのような岩石を何というか，書きな

さい。

②　砂岩にふくまれる粒の形が，下線部ｃのよう

になるのはなぜか，書きなさい。

③　図３のわかったことが正しくなるように，Ｙ

にあてはまる方位を，東，西，南，北から１つ

選んで書きなさい。

　表から，鹿沼土にふくまれる火山灰の方が，赤玉土にふくまれる火山灰よりも

 　　　　　 が大きいため，白っぽく見えると考えられる。Ｘ

【観察】鹿沼土と赤玉土を蒸発皿に同量ずつ入れた。水を
加えて指先でおし洗いし，にごった水を流す作業を水が
きれいになるまでくり返し，火山灰をとり出した。どち
らの火山灰の粒もほぼ同じ大きさだったが，	ａ鹿沼土に
ふくまれる火山灰の方が，赤玉土にふくまれる火山灰よ
り白っぽく見えた。次に，乾燥させた火山灰の無色鉱物
と有色鉱物の数を双眼実体顕微鏡で調べ，表にまとめた。

　園芸用の土に使われる鹿
か

沼
ぬま

土や赤
あかだま

玉土には，火山灰がふくまれていると祖父
に聞いたけれど，それぞれの土にふくまれる火山灰にはちがいがあるのかな。

表
無色鉱物
　［個］

有色鉱物
　［個］

鹿沼土にふく
まれる火山灰 84 36

赤玉土にふく
まれる火山灰 90 110

図３

図１

10m 20m 30m

Ｂ

ＣＡ

図２

愛さんの位置

［Ａの露頭のスケッチ］ ［柱状図］

泥岩の層 砂岩の層 Ｐの層

5m

5m

0m

0m

地
表
か
ら
の
高
さ

地
表
か
ら
の
深
さ

Ｂ C

【わかったこと】
・	Ｐは，ｂ火山灰がおし固まってでき
ている。

・	砂岩にふくまれる粒の形はｃ丸みを
帯びている。

・	この地域の地層は（ Ｙ ）に向かっ
て下がっている。
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４	 明さんは，買い物での支払いに使った図１のようなＩＣカードに
興味をもった。そこで，資料で調べ，疑問に思ったことについて，

実験を行った。下の（1）～（5）の問いに答えなさい。

（1）磁石どうしが，引き合ったり，反発し合ったりする力を何というか，書きなさい。

（2）表のＡ～Ｆのうち，電流が検流計に＋端子から流れこんだものはどれか，すべて選んで記号

を書きなさい。

（3）図４で，コイルＰに矢印（　　）の向きに電流が流れたとき，

コイルＰのまわりにできた磁界の向きを表した矢印（　　）は

次のどれか，最も適切なものを１つ選んで記号を書きなさい。

（4）明さんは，表をもとに次のように考えた。

①　下線部ａの現象を何というか，書きなさい。

②　下線部ｂのことがいえるのは，表のＡ～Ｆのどの結果とどの結果を比べたときか，２つの

組み合わせをそれぞれ書きなさい。

（5）実験後，明さんは別のＩＣカードリーダーについて調べたところ，ＩＣカードと情報をやり

とりするとき，ＩＣカードリーダーに	5	.	0	Ｖの電圧で200mAの電流が流れることがわかった。

このＩＣカードリーダーに，電流が	2	.	0	秒間流れたときの電力量は何Ｊか，求めなさい。

【疑問】電源がないのに，どのようにＩＣカードに電流を流しているのだろうか。
【予想】ＩＣカードのコイル内部の磁界を変化させることで，電流が流れるのではないか。
【実験】図３のように，コイルＰ
をＩＣカードに見立てた。磁界
の変化のようすを，コイルＰの
下から棒磁石を動かすことで再
現し，棒磁石の動かし方を変え
て検流計の針の振れを調べ，結
果を表にまとめた。

【資料からわかったこと】
・ＩＣカードには電源はないが，図２のようにＩＣチップ
とコイルが組みこまれ，ＩＣカードに電流が流れたとき
にＩＣカードリーダーと情報のやりとりができる。
・ＩＣカードリーダーには，ＩＣカードのコイル内部の磁
界を変化させる装置が組みこまれている。

　ａコイルの内部の磁界が変化したとき，コイルに電流が流れるといえます。

ｂこの電流の向きは，棒磁石の極だけを変えると逆になり，棒磁石を動かす向
きだけを反対にしたときも逆になるといえます。電源がないＩＣカードに電流
が流れるのは，この現象を利用しているのだと考えます。

棒磁石の動かし方 針の振れ
Ａ Ｓ極を近づける 左
Ｂ Ｓ極を近づけたまま動かさない 振れない
Ｃ Ｓ極を遠ざける 右
Ｄ Ｎ極を近づける 右
Ｅ Ｎ極を近づけたまま動かさない 振れない
Ｆ Ｎ極を遠ざける 左

表

図１ ＩＣカード

ＩＣカードリーダー

図２ 　　　ＩＣチップ

　　　　コイル

図３ コイルＰ

検流計 棒磁石

－端子

＋端子

図４ コイルＰ

ア イ ウ エ
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５	 次は，守さんの学校で秋に行われた交通安全教室で配布された資料の一部である。守さんは
資料の内容の下線部について興味をもった。下の（1），（2）の問いに答えなさい。

（1）下線部ａについて，課題Ⅰを設定して実験Ⅰを行った。

①　次のうち，「手をにぎられた」という圧力の刺激を受けとる感覚器官はどれか，１つ選

んで記号を書きなさい。

ア　目　　　イ　鼻　　　ウ　耳　　　エ　舌　　　オ　皮
ひ

膚
ふ

②　下線部ｃのような反応において，判断や命令などを行う脳やせきずいを何神経というか，

書きなさい。

③　下線部ｄは何秒か，求めなさい。

（2）下線部ｂについて，課題Ⅱを設定して仮説を検証するための方法を考えた。

①　下線部ｅによって生じる天体の見かけの動きを何というか，書きなさい。

②　この方法で行う実験で，どのような結果が得られれば仮説が正しいといえるか。Ｘには

「北緯40°の緯線」か「東経140°の経線」のいずれかを，Ｙには「	Ａ	」か「	Ｂ	」のいずれ

かを，それぞれ書きなさい。

【課題Ⅰ】刺激に対して反応する時間は，どのくらいか。
【実験Ⅰ】９人の生徒が輪になり手をつないだ。次に，図１のように，
守さんは右手にストップウォッチを持ち，恵さんに右手首をにぎらせ
た。そして，守さんは左手で広子さんの右手をにぎると同時にストッ
プウォッチをスタートさせた。ｃ右手をにぎられた人はすぐに左手で
となりの人の右手をにぎっていき，最後に，守さんは自分の右手首を
にぎられたらすぐにストップウォッチを止めた。この実験を３回行っ
たところ，かかった時間はそれぞれ，2	.	52秒，2	.	61秒，2	.	16秒という
結果になった。３回の結果をもとに平均値を求めた上で，ｄ手をにぎ
られてから反応するまでにかかった１人あたりの時間を計算した。

【課題Ⅱ】夜の長さは，夏と冬で異なるのか。

【仮説】秋田県の北緯40°， 東経140°の地点で

は，冬の方が夏よりも夜の長さが長いのでは

ないか。

【方法】図２のように，太陽に見立てた光源と，

地軸の傾きが同じ方向になるように地球儀Ａ，

Ｂを置き，ｅ地球の公転のモデルをつくる。

　地球儀Ａ，Ｂをそれぞれ秋田県が真夜中になるようにして考えるとき，（ Ｘ ）に

ついて，光源の光が当たっていない部分の長さを比べ，地球儀（ Ｙ ）の方が長けれ

ば，仮説は正しいといえる。

【資料】……運転手がａ危険を感じてからブレーキを踏むまでに時間がかかるなどの理由で，

車は急に止まれない。また，暗い時間帯は歩行者が見えにくくなる。これからｂ冬に近づ

くと，日の出は遅く日の入りは早くなるので，運転手も歩行者も注意が必要である。……

図１

守さん

広子さん恵さん

図２
光源

北極

Ａ Ｂ
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６	 純さんは，花火を見物して次のことに気づいた。下の（1）～（3）の問いに答えなさい。

（1）下線部ａについて純さんが資料で調べたところ，花火

の光を明るくするために，マグネシウムの燃焼によって

出る光を利用する場合があることがわかった。図１は○

をマグネシウム原子，●を酸素原子として，マグネシウ

ムと酸素の反応をモデルで表したものである。

①　図１の化学変化を化学反応式で書きなさい。

②　図１で，反応するマグネシウムと酸素の質量の比は３：２である。	1.	5	ｇのマグネシウ

ムが完全に反応したときにできる酸化マグネシウムの質量は何ｇか，求めなさい。求める

過程も書きなさい。

（2）下線部ｂの理由を「光の速さは」に続けて書きなさい。

（3）純さんは，下線部ｃは振幅や振動数に関係があると考え，次の実験を行った。

①　図３と図４の振幅の比はいくらか，最も簡単な整数比で書きなさい。

②　考察が正しくなるように，Ｘには「図４」か「図５」のいずれかを，Ｙにはあてはまる

内容を，それぞれ書きなさい。

　ろうそくの炎と比べて，ａ花火の光の方が明るく見えました。また，ｂ花火

が見えてから少し遅れて音が聞こえました。このとき，花火によって聞こえる

ｃ音の大きさや高さがちがっていました。

【実験】図２のように，モノコードの駒
こま

をＡに置き，駒とＦ点の中間で弦を強

くはじいたり弱くはじいたりして，音

の大きさや高さをコンピュータで調べ

た。また，駒をＢに置き，同様に調べ

た。

【結果】図３～図５のようになった。ただし，左右方向は時間を，上下方向は振幅を表

しており，図３～図５の目盛りのとり方はすべて同じである。

【考察】図３と図４を比べると，図４の方が振幅が大きいため，大きい音が出たことが

わかる。また，図４と図５を比べると，　（ Ｘ ）の方が単位時間あたりの	　　　　

ため，高い音が出たことがわかる。

Y

図１

+ →

図２
駒 弦 コンピュータ

モノコード

Ａ Ｂ
Ｆ

図３ 駒をＡに置き
弱くはじいたとき

図４ 駒をＡに置き
強くはじいたとき

図５ 駒をＢに置き
強くはじいたとき


