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平成 29 年度
広島県瀬戸内高等学校一般入学試験問題

理　　　科
（50　分）

………………………………………　注　意　事　項　………………………………………

１．試験開始の合図があるまで，この冊子を開いて見ないこと。

２．解答は必ず解答用紙の指定された箇所に記入すること。

３．問題・解答用紙に落丁，乱丁，印刷不明な箇所があれば申し出ること。

４．問題・解答用紙の指定欄の太枠内に，受験番号を忘れずに記入すること。

５．問題・答案は試験終了後，監督員の指示によって回収するので，終了の合図まで

そのまま静かに着席していること。

６．余白は自由に使って良い。

一般コース



一般－ 1

1 　硝酸カリウムの温度による溶解度の変化を調べるために，次の［実験１］と［実験２］を行っ
た。次の文章を読み，下の⑴～⑸に答えなさい。

　［実験１］ 試験管に水を5.0ｇとり，硝酸カリウムを1.4ｇ入れてよくふり混ぜた後，図１のよ

うにガスバーナーであたため，水の温度を40℃に上げた。このとき，硝酸カリウム

はすべてとけていた。

　［実験２］ 試験管をビーカーから出して冷やすと，硝酸カリウムの一部が結晶となって出てき

た。

　図２は100ｇの水にとける硝酸カリウムの質量と水の温度の関係を示したものである。

　　　　　　　　　　　
図１　　　　　　　　　　　　　　　　　図２

　⑴ 　硝酸カリウムはカリウムイオンと硝酸イオンが１：１の割合で結びついた物質である。カ

リウムイオンのでき方として正しいものを，次のア～エから一つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア　カリウム原子が電子を１個受け取る。

　　　イ　カリウム原子が電子を２個受け取る。

　　　ウ　カリウム原子が電子を１個失う。

　　　エ　カリウム原子が電子を２個失う。
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一般－ 2

　⑵ 　次の操作は，ガスバーナーの火のつけ方について述べたものである。正しい順序になるよ

うに，次のア～オを並べかえなさい。

　　　ア　マッチに火をつけ，ガスバーナーの先端に近づける。

　　　イ　点火後，空気調節ねじを開き，炎を調節する。

　　　ウ　ガスの元せんを開く。（コックつきのガスバーナーの場合は，コックも開く。）

　　　エ　ガス調節ねじと空気調節ねじがしまっているかを確かめる。

　　　オ　ガス調節ねじを少しずつ開く。

　⑶ 　［実験１］でつくった硝酸カリウム水溶液の質量パーセント濃度は何％か。答えは小数第

１位を四捨五入して整数で答えなさい。

　⑷ 　［実験１］でつくった硝酸カリウム水溶液にはあと何ｇまで硝酸カリウムをとかすことが

できるか答えなさい。

　⑸ 　［実験２］において，ビーカーの温度を10℃に冷やしたとき，何ｇの硝酸カリウムが結晶

として出てくるか答えなさい。



一般－ 3

2 　音の性質について調べるために，次の［実験１］と［実験２］を順に行った。次の文章を読み，
下の⑴～⑷に答えなさい。

　［実験１］　 図１のようなモノコードを用意し，条件を変えながら弦をはじき，聞こえる音の変

化を観測した。

図１

　［実験２］　 図２のように，おんさ，マイクⅠおよびマイクⅡを一直線上に配置して，二つのマ

イクをコンピュータに接続した。おんさをたたくと，図３のような波形が得られ

た。図３の横軸は測定を始めてからの時間を表しており，１目もりは0.002秒である。

また，このとき二つのマイクの間隔を測定したところ，6.9mであった。

図２

図３

　⑴ 　振動と音の関係について，次の文章中の（ ａ ），（ ｂ ）に適切な語句を答えなさい。

　　　振幅が大きいほど，音は（　ａ　）音になる

　　　振動数が多いほど，音は（　ｂ　）音になる
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一般－ 4

　⑵ 　［実験１］において，次の条件だけを変えて弦をはじいたとき，音の高さが変わらないも

のはどれか。次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア　はじく部分の弦の長さ

　　　イ　弦をはじく強さ

　　　ウ　弦の太さ

　　　エ　弦を張る強さ

　⑶ 　［実験２］の結果から，おんさの音はマイクⅠからマイクⅡの間を何秒で伝わったか答え

なさい。

　⑷ 　［実験２］の結果から求められる音の速さは何m/秒か答えなさい。



一般－ 5

3 　光合成のはたらきに関する次の［実験１］と［実験２］を行った。ただし，この実験で水
を冷ましたあとの温度の変化はないものとする。次の文章を読み，下の⑴～⑸に答えなさい。

　［実験１］　①　水を沸騰させて水中にとけている気体を追いだし，ふたをして冷ました。

　　　　　　② 　①の水を満たした水そうにメダカを入れた。この水をＢＴＢ溶液で調べると，

緑色を示した。その後，水そうにふたをして空気とふれ合わないようにした。

　　　　　　③ 　15分後，メダカが１分間に呼吸する回数を調べたところ，300回だった。ただし，

メダカのえらぶたが１回開いて閉じたときを１回の呼吸とした。呼吸する回数を

調べたあと，ふたをあけ，ＢＴＢ溶液で調べると黄色を示した。

　　　　　　④　この水そうにオオカナダモを入れ，再びふたをして光を十分に当てた。

　　　　　　⑤　１時間後，メダカが１分間に呼吸する回数を調べたところ，200回だった。

　［実験２］　① 　水を沸騰させて水中にとけてい

る気体を追いだし，ふたをして冷

ました。

　　　　　　② 　図１のように，装置Ａ，Ｂをつ

くった。装置Ａは，①の水と一日

暗いところに置いたオオカナダモ

を，試験管に入れてふたをしたも

のである。装置Ｂは，①の水に二

酸化炭素を十分にとけこませた水

と，一日暗いところに置いたオオ

カナダモを，試験管に入れてふた

をしたものである。

　　　　　　③ 　装置Ａ，Ｂに光を十分に当てたところ，装置Ｂのオオカナダモからは，さかん

に気泡が出てきたが，装置Ａのオオカナダモからは，気泡が出てこなかった。

　　　　　　④ 　装置Ｂのオオカナダモから出てきた気泡を試験管に集めた。試験管に集めた気

体に，火のついた線香を入れるとはげしく燃えた。

　　　　　　⑤ 　装置Ａ，Ｂのオオカナダモの葉をそれぞれ１枚とり，熱湯にひたしたあと，あ

たためたエタノールの中に入れた。次に水洗いをし，ヨウ素液にひたしたあと，

細胞を顕微鏡で観察した。装置Ｂの葉の細胞の中には，青紫色に染まった小さな

粒が見られたが，装置Ａの葉の細胞の中には青紫色に染まった小さな粒は見られ

なかった。

装置A
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とけこませない
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にとけこませる

装置Ｂ

図１
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　⑴ 　呼吸によってメダカの体内に取りこまれた酸素は，血液中の何という成分によって全身に

運ばれるか。その名称を答えなさい。

　⑵ 　［実験１］の②と③において，ＢＴＢ溶液で調べた結果が変わった理由を次のア～エから

１つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア　水にとけている二酸化炭素がふえたから

　　　イ　水にとけている二酸化炭素がへったから

　　　ウ　水にとけている酸素がふえたから

　　　エ　水にとけている酸素がへったから

　⑶ 　オオカナダモが気泡を出すためには光が必要であることを確かめる実験をしたい。装置Ｂ

に光を十分に当てた状態と比較する実験として，どのような装置をつくり，どのような状態

におけばよいか。装置を次のア～エから，状態を次のＸ，Ｙから，最も適切なものをそれぞ

れ１つずつ選び，記号で答えなさい。

　　　ア　装置Ａと同じ装置　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ　光を十分に当てた状態

　　　イ　装置Ａからオオカナダモを取りだした装置　　　　　　Ｙ　光が全く当たらない状態

　　　ウ　装置Ｂと同じ装置

　　　エ　装置Ｂからオオカナダモを取りだした装置

　⑷ 　［実験２］の⑤において，青紫色に染まった粒は，葉の細胞のどの部分か。その名称を答

えなさい。

　⑸ 　［実験１］，［実験２］の〈考察〉に関する次の文の（　　）に当てはまるものを下のア～

エから１つ選び，記号で答えなさい。

〈考察〉
 
［実験２］より，光を十分に当てたオオカナダモは，二酸化炭素が水に十分にと

けているときに光合成を行うことがわかる。このことから，［実験１］でメダカ

の呼吸する回数がへったのは，水そうにオオカナダモを入れたことで，水にと

けている（　　）からと考えられる。

ア　二酸化炭素がふえて酸素がへった

イ　二酸化炭素がへって酸素がふえた

ウ　二酸化炭素と酸素がともにへった

エ　二酸化炭素と酸素がともにふえた
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4 　大気圧と水の循環に関する下の⑴～⑸に答えなさい。
　　太郎さんは，登山したときに体験した現象について調べた。下の⑴，⑵に答えなさい。

　体験した現象

　　密封された菓子のふくろを高い山の山頂で取り出したところ，ぱんぱんにふくらんでいた。

　太郎さんは理科の授業で学習した内容を思い出し，この現象が起きたのは高度によって気温

や大気圧が変化したからではないかと考え，［実験１］と［実験２］を行った。

　［実験１］　菓子のふくろを冷凍庫に入れて冷やしたのち，熱い湯であたためた。

　（結　果）　菓子のふくろは冷凍庫で冷やすとわずかにへこみ，あたためると少しふくらんだ。

　［実験２］　菓子のふくろを簡易真空容器に入れ，容器内の空気をぬいたり，もどしたりした。

　（結　果）　 菓子のふくろは容器内の空気をぬくとふくらみ，空気をもどすと元の大きさにも

どった。

　⑴ 　大気圧について述べた次の文が正しくなるように，（ ａ ）にあてはまる語句を答えなさい。

　　大気圧は，空気に（　ａ　）があることによって生じる圧力である。

　⑵ 　太郎さんが，［実験１］と［実験２］の結果をもとに説明した次の文が正しくなるように，

（ ｂ ）にあてはまる内容を次のア～エから１つ選び記号で答えなさい。

　　菓子のふくろがぱんぱんにふくらんでいたのは，（　ｂ　）からだと考えられる。

　　　ア　大気圧が大きくなった

　　　イ　気温が低くなった

　　　ウ　大気圧が小さくなった

　　　エ　気温が高くなった
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　水の循環に関する次の文章を読み，下の⑶～⑸に答えなさい。

　図１は，水の循環を模式的に表したモデル

である。海や陸地にある水の一部は蒸発し，

　　　となる。この　　　を含んだ空気が上

昇し，上空で　　　の一部が小さな水滴や氷

の結晶となって雲になる。雲をつくる水滴や

氷の結晶が大きく成長すると，やがて雨や雪

となって地表に降る。陸地に降った雨や雪は，

地中にしみ込み地下水となったり，河川など

を通って海へ流れていく。このように，水は

状態を変化させながら循環している。

　⑶ 　このような水の循環を引き起こすもととなっているエネルギーを放出しているものは何

か，答えなさい。

⑷　上記の文が正しくなるように，　　　 にあてはまる語句を答えなさい。

　⑸ 　下線部について，雲ができるのは，上昇した空気の温度が下がり，露点以下になるからで

ある。気温が30℃で湿度が40％の空気の露点は何℃か。気温と飽和水蒸気量の関係を表した

図２をもとに，最も適切な値を，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

　　　ア　12℃　　　　　イ　14℃　　　　　ウ　16℃　　　　　エ　18℃

　　　　　　　　　　　図２
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5　去年，広島では野球が盛り上がった。次の文章を読み，下の⑴～⑷に答えなさい。
　 　野球選手Ａのバットは，昔から同じ職人が作っている。①このバットの長さは87.6㎝，重さ
923ｇである。

　　野球選手Ｂは，②平均球速約144㎞ /時の速球を投げることができる本格派右腕である。
　　野球選手Ｃは，③６月18日に④本塁打を打った。

　⑴ 　下線部①について，木製バットはアオダモという木材からできているものが多い。アオダ

モの木の密度が0.71ｇ/cm3とすると，野球選手Ａのバットの体積を求めなさい。

　⑵ 　下線部②について，ピッチャーマウンドからホームベースの距離は18.44ｍである。野球

選手Ｂが144㎞ /時の直球を投げ，その球がホームベース上にたどり着くまでの時間を小数

第３位を四捨五入して，小数第２位まで求めなさい。

　⑶ 　下線部③について，６月18日午後９時の広島は，天気は晴れ，南南西の風，風力２だった。

解答用紙の図の中に，天気，風向，風力を天気図記号で書きなさい。

　⑷ 　下線部④について，図１は，ヒトの反応が起こるときの信号の伝わり方を，模式的に示し

たものである。ヒトは目などで外からの刺激を受け取り，その信号は神経ａを通じて脳やせ

きずいへ伝わる。さらに脳やせきずいからの信号は神経ｂを通じて筋肉などに伝わる。神経

ａと神経ｂの名称をそれぞれ書きなさい。

図１
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