
令和２年度　入学試験問題「前期一般」

　　理　　科 〈50分〉

試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かず、
下記の注意事項をよく読んでください。

注　意 １．この問題冊子は ９ ページです。

２．解答は、別紙解答用紙の枠内に記入してください。

３．受験番号・中学校名・氏名を記入してください。

４．問題冊子・解答用紙はどちらも回収します。





１　下図のように摩擦のない斜面上Ａに物体を静かに置き、すべらせた。水平面Ｂに達した後も摩擦のない水平面

上をすべり続け、Ｃを通過した。ただし、物体がＢを通過するとき、なめらかに運動方向が変わるものとする。

なお、下のグラフはすべてＡからＢを通過しＣに達するまでのものとし、斜面上では等加速度直線運動、水平面

上では等速直線運動を行うものとする。また、位置エネルギーの基準はＣを含む水平面とする。各問いに適する

グラフを1つずつ選び、記号で答えなさい。

　　　　　

問１　物体の速さ（縦軸）と時間（横軸）の関係を表すグラフはどれか。

問２　位置エネルギー（縦軸）と時間（横軸）の関係を表すグラフはどれか。

問３　力学的エネルギー（縦軸）と時間（横軸）の関係を表すグラフはどれか。

問４　運動エネルギー（縦軸）と時間（横軸）の関係を表すグラフはどれか。

　

ア　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　　　　　　　ウ

エ　　　　　　　　　　　　　　　オ　　　　　　　　　　　　　　　カ
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２　下図のようにコイルに検流計をつなぎ、コイルの左側には方位磁針を水平に固定した。

コイルの右側を磁石が回転しないように静かに鉛直に落下させた。なお、紙面の表側から裏側への方角を北向き

とする。次の各問いに答えなさい。

S N

問１　電流が流れる向きについて正しい文はどれか。次の中から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　ア　磁石がコイルの右側を通過するときａの方に流れる。

　　　　イ　磁石がコイルの右側を通過するときｂの方に流れる。

　　　　ウ　磁石がコイルの右側を通過する直前ａの方に流れ、直後ｂの方に流れる。

　　　　エ　磁石がコイルの右側を通過する直前ｂの方に流れ、直後ａの方に流れる。

問２　流れる電流が大きくなるのは次の文のうちどれか。正しいものをすべて選び、記号で答えなさい。

　　　　ア　コイルの巻き数を増やす。

　　　　イ　磁石を勢いよく落とす。

　　　　ウ　磁石を落とす位置をコイルから右向きに遠ざけ、同じ高さから落とす。

　　　　エ　磁石におもりをつけて、同じ高さから静かに落とす。

　　　　オ　磁石を落とす高さを高くする。

　　

問３　次に磁石を手に持ち、磁石のS極をコイルの右側に近づける。この状態から磁石をコイルから遠ざける

ように右側へ素早く動かすと方位磁針はどうなるか。正しいものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　ア　北を向いたまま動かない。

　　　　イ　東に振れる。

　　　　ウ　西に振れる。

　　　　エ　西に振れた後、東に大きく振れる。
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〜〜〜〜〜〜〜〜



３　次の各問いに答えなさい。

問１　下の表は、物質A，B，C，Dが−20℃，50℃，120℃のとき、どの状態にあるかを表したものである。

それぞれの物質の沸点や融点の関係などについて述べた文のうち、誤りを含むものを、下のア〜オか

ら２つ選び、記号で答えなさい。ただし、すべて１気圧の条件下での状態とする。

　　　　ア　A〜Dの中に、0℃で気体の物質がある。

　　　　イ　Aの融点は−20℃より高い。

　　　　ウ　A〜Dの中で、最も融点が低いのはDである。

　　　　エ　A〜Dの中で、最も沸点が低いのはAである。

　　　　オ　AとCでは、Aの方が沸点が高い。

問２　下の表は、硝酸カリウムの溶解度を表したものである。次の問いに答えなさい。

（１）80℃の硝酸カリウムの飽和水溶液をつくろうとするとき、水50gに対して何gの硝酸カリウムが必要か、

小数第１位まで答えなさい。

（２）硝酸カリウムを60℃の水50gに溶かして、飽和水溶液をつくった。この飽和水溶液を20℃まで冷やす

と、何gの結晶が出てくるか、小数第１位まで答えなさい。

（３）20℃の硝酸カリウムの飽和水溶液をつくった。この水溶液の質量パーセント濃度を、整数で答えなさ

い。
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−20℃ 50℃ 120℃

A 固体 液体 気体

B 固体 固体 固体

C 固体 液体 液体

D 液体 液体 液体

水の温度〔℃〕 硝酸カリウム〔g/100g水〕

20 31.6

40 63.9

60 109.2

80 168.8

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜



４　次の各問いに答えなさい。

問１　平均表面温度が最も高い惑星を次から1つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　水星　　　Ｂ　金星　　　Ｃ　地球　　　Ｄ　火星　　　Ｅ　木星

問２　ある地層からアンモナイトの化石が出土した。この地層の地質年代を次から1つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　原生代　　Ｂ　先カンブリア時代　　Ｃ　古生代　　Ｄ　中生代　　Ｅ　新生代

　

問３　気温20℃、湿度70％の空気を、体積を一定のまま気温30℃に変化させると、湿度は何％になるか。　

次から１つ選び、記号で答えなさい。ただし、20℃の飽和水蒸気量は17.3g/m3、30℃の飽和水蒸気量

は30.3g/m3とする。

　　　　Ａ　35％　　　Ｂ　40％　　　Ｃ　45％　　　Ｄ　50％　　　Ｅ　55％

問４　表は、各星座と主星の組合せを表している。正しい組合せを1つ選び、記号で答えなさい。

問５　2019年４月10日、世界６ヶ所で同時発表された天体について、各問いに答えなさい。

　　　この発表において、理論的に証明されていたが、従来直接観測できなかった天体の撮影解析画像が　

示され、その存在が決定的に証明された。

（１）この天体の名称は何か。次から1つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　クエーサー　　　　　　　Ｂ　中性子星　　　　　Ｃ　ヒッグス粒子　　

　　　　Ｄ　ニュートリノ　　　　　　Ｅ　ブラックホール

　

（２）上記天体を計算上導き出した理論は「一般相対性理論」である。この理論を1915年に発表した人物を

次から1つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　アルキメデス　　　　　　Ｂ　ラボアジェ　　　　Ｃ　ニュートン　　

　　　　Ｄ　アインシュタイン　　　　Ｅ　アボガドロ
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おおいぬ座 オリオン座 さそり座 おとめ座 はくちょう座

A シリウス スピカ アンタレス シリウス ベガ

B デネブ ベテルギウス ベガ スピカ アンタレス

C プロキオン シリウス ベテルギウス ベガ デネブ

D ベガ リゲル アルタイル デネブ アンタレス

Ｅ シリウス リゲル アンタレス スピカ デネブ



５　次の文を読み、各問いに答えなさい。

セキツイ動物は、外部の刺激（情報）を、主に五つの器官で受容する。それらは
①
眼の視覚、

②
耳の聴覚、

③
鼻の

嗅覚、
④
舌の味覚、皮膚の触覚の五感（五官）である。受容した刺激は電気信号に変換されて（　⑤　）細胞を

伝導する。電気信号は
⑥
脳へ伝わり、脳はどのような反応をするか決定する。脳の決定は命令となり、再び電気

信号となって（　⑤　）細胞を伝導し、筋肉などの（　⑦　）器官に送られ、反応が起こる。

問１　下線部①〜④の各器官が受容する刺激を、次からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

　　ア　水中の化学物質　　　　イ　光　　　　ウ　温度　　　　エ　空気中の化学物質　　　　オ　音

問２　二重下線部（嗅覚）の読みを、ひらがなで答えなさい。

問３　⑤に適する語を漢字２字で答えなさい。

問４　⑦に適する語を漢字２字で答えなさい。

問５　下線部⑥のような伝わり方ではなく、脊髄（せきずい）で信号が命令へ変わり、筋肉などに伝わるこ

とがある。これを何というか、漢字２字で答えなさい。
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６　次の各問いに答えなさい。

問１　卵生のホニュウ類を次から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　ウサギ	 Ｂ　カモノハシ	 Ｃ　キリン	 Ｄ　クジラ	 Ｅ　ネズミ

問２　藻類ではない生物を次から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　オオカナダモ	 Ｂ　アサクサノリ	 Ｃ　ミカヅキモ	 Ｄ　テングサ	 Ｅ　アオサ

問３　次の各植物の種子について、胚乳を持たない種子を１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　コムギ	 Ｂ　トウモロコシ	 Ｃ　エンドウ	 Ｄ　ソバ	 Ｅ　イネ

問４　すべての生物が行うはたらきのうち、「栄養分となる有機化合物を分解して、生きるための

　　　エネルギーを取り出すはたらき」を何というか。次から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　光合成	 Ｂ　外呼吸	 Ｃ　消化	 Ｄ　吸収	 Ｅ　細胞呼吸

問５　小腸の柔毛で吸収されたモノグリセリドと脂肪酸は、リンパ管内で再び脂肪に合成される。リンパ管

は首の下で太い静脈に合流することを考えると、合成された脂肪が運ばれ最初に通過する器官は何か。

次から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　心臓	 Ｂ　肝臓	 Ｃ　肺	 Ｄ　じん臓	 Ｅ　胃

問６　タマネギの体細胞１個あたりの染色体数は16である。生殖細胞１個あたりの染色体の組合せは何通り

になるか。次から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　　Ａ　16通り	 Ｂ　64通り	 Ｃ　128通り	 Ｄ　256通り	 Ｅ　512通り

問７　以下の文中の①・②に適する語の組合せを表から２つ選び、記号で答えなさい。

　　　遺伝において、両親の形質が異なる場合、子に現れる形質を（　①　）の形質、子に現れない形質を

（　②　）の形質という。

　	　　

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

① 順性 逆性 顕性 潜性 優性 劣性

② 逆性 順性 潜性 顕性 劣性 優性
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７　濃度の異なる塩酸Ａ,Ｂと水酸化ナトリウム水溶液Ｃ,Ｄがある。塩酸A、塩酸Bをそれぞれ10mLずつビーカー

に入れ、
①
指示薬としてBTB溶液を加えた。その後、それぞれのビーカーに水酸化ナトリウム水溶液Cを５mLず

つ加えた。下の表は、加えた水酸化ナトリウム水溶液Cの体積と混合水溶液の色をまとめたものである。

　　次の各問いに答えなさい。

　　　　　　
水酸化ナトリウム水溶液Cの体積〔mL〕 5 10 15 20 25 30

塩　酸　A 黄色 黄色 黄色 黄色 緑色 青色

塩　酸　B 黄色 緑色 青色 青色 青色 青色

問１　塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の反応を化学反応式で表しなさい。

問２　問１のように、酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液が、それぞれの性質を互いに打ち消しあう反応を

何というか。漢字２字で答えなさい。

問３　実験結果より、塩酸Aの濃度は塩酸Bの濃度の何倍になるか、小数で答えなさい。

問４　下線部①について、指示薬をフェノールフタレイン溶液に変更し、同様の実験を行った。

　　　塩酸Ｂのビーカーに水酸化ナトリウム水溶液Ｃを5mL加えた時の色を次から１つ選び、記号で答えな

さい。

　　　　　ア　赤色　　　イ　青色　　　ウ　黄色　　　エ　緑色　　　オ　無色

問５　水酸化ナトリウム水溶液Cの濃度は水酸化ナトリウム水溶液Dの濃度の5倍であった。10mLの塩酸Bを

中和させるのに必要な水酸化ナトリウム水溶液Dの体積は何mLか答えなさい。

問６　塩酸Ａ,Ｂと水酸化ナトリウム水溶液Ｃ,Ｄをそれぞれ10mLずつ混合し、40mLとした水溶液にBTB溶

液を加えた時、混合溶液の色は何色になるか答えなさい。
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８　下図のように水平な床に物体Ａと物体Ｂを置き、物体Ｂにはひもをつなげて上向きの力（ちから）を加えた。

このとき物体Ａ，Ｂは接しており、それぞれ静止したままであった。

　　次の各問いに答えなさい。ただし、矢印の長さは力（ちから）の大きさを正確に表したものではない。

　　　　　　　
ウ

エ
オ

キ

カ

物体Ａ

床

物体Ｂ

イ

ア

ひも

問１　作用反作用の関係にある力（ちから）の組合せはどれか。次の中から２つ選び、記号で答えなさい。

　　　　　ａ　アとイ　　　　　　　ｂ　アとウ　　　　　　　ｃ　ウとエ

　　　　　ｄ　カとオ　　　　　　　ｅ　オとキ　　　　　　　ｆ　オとカ＋エ

問２　つり合いの関係を表す式はどれか。次の中から２つ選び、記号で答えなさい。ただし、選択肢中のア

〜キは力（ちから）の大きさを表すものとする。

　　　　　ａ　ア＝イ　　　　　　　ｂ　イ＝ウ　　　　　　　ｃ　ア＋ウ＝イ

　　　　　ｄ　オ＝カ　　　　　　　ｅ　キ＝カ＋エ　　　　　ｆ　オ＝カ＋エ

問３　キの力（ちから）の大きさを正しく表しているのはどれか。次の中から１つ選び、記号で答えなさ

い。ただし、選択肢中のア〜キは力（ちから）の大きさを表すものとする。

　　　　　ａ　オ−エ　　　　　　　ｂ　イ＋カ−ア　　　　　ｃ　カ−ア

　　　　　ｄ　カ＋イ−ウ　　　　　ｅ　イ−ア　　　　　　　ｆ　カ＋イ
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９　秋分の日、日本のある地点で下の透明半球を用いて太陽の日周運動を観測した。

Ａ〜Ｄの各点は、日の出から４つの時刻にサインペンで太陽の位置を記録したものである。

その後記録した点をなめらかな線でつないだ。以下の各問いに答えなさい。

ただし、日本の標準時は兵庫県明石市を通る経線を基準とする。観測に用いた透明半球の半径を191mm、

円周率を3.14として計算し、答の数値はすべて四捨五入して整数で答えなさい。

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ｅ

W

Ｏ
Ｓ N

問１　太陽の位置を記録するとき、サインペン先端の影をどの位置に合わせればよいか。

　　　上図の記号から１つ選び、記号で答えなさい。

問２　太陽は、この透明半球上の弧を１時間あたり何mm移動するか。

問３　Ｄ点は南中した時刻の記録である。弧ＤＳの長さが190mmのとき、観測地点の緯度は北緯何度か。

問４　Ｄ点の観測時刻は１２時２０分であった。観測地点の経度は東経何度か。

問５　透明半球上の弧ＢＤの長さが180mm、弧ＣＥの長さが200mmのとき、Ｃ点の観測時刻は

　　　何時何分か。
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令和２年度　入学試験問題「前期一般」　理 科　解答用紙

受 験 番 号 中 学 校 名 氏　　　　名 得　　点

番 中学校

１
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４
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g

問2

(2)

g

問2

(3)

％

問3

倍

問2

mm

問3

北緯

度

問4

東経

度 時　　　　分

問5

mL

問6

色
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