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以下の問いに答えなさい。ただし、各問とも解答用紙にａ〜ｄの記号のうちから１つ 
だけを選んで記入しなさい。

１．互いに同素体の関係にある物質の組み合わせである。正しいのはどれか。
ａ．亜鉛と黒鉛
ｂ．赤リンと黄リン
ｃ．メタノールとエタノール
ｄ．一酸化炭素と二酸化炭素

２．原子の構造についての説明である。正しいのはどれか。
ａ．原子は、中心の原子核と、そのまわりにあるいくつかの電子から構成される。
ｂ．原子核は、正の電荷をもつ陽子と負の電荷をもつ中性子からできている。
ｃ．原子核中の陽子の数と中性子の数の和を、原子量という。
ｄ．原子核中の陽子の数と中性子の数は、つねに等しい。

３．化学結合についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．共有結合は、原子が互いにいくつかの価電子を共有する結合である。
ｂ．配位結合は、共有結合の１つである。
ｃ．陽イオンと陰イオンの間の静電気的な引力による結合を、イオン結合という。
ｄ．水素結合は、共有結合より弱いが、イオン結合より強い。

４．水酸化ナトリウム 12.0 gを水に溶かして500 mLの水溶液を作った。この水溶液の濃度
は何mol/Lか。ただし、原子量は、H＝1.0、O＝16.0、Na＝23.0とする。

ａ．0.30 mol/L
ｂ．0.60 mol/L
ｃ．1.20 mol/L
ｄ．2.40 mol/L

５．マグネシウム 4.86 gが酸素中で完全に燃焼して酸化マグネシウム（MgO）が生じる
とき、何gの酸素と反応するか。ただし、原子量は、O＝16.0、Mg＝24.3とする。

ａ．1.60 g
ｂ．2.43 g
ｃ．3.20 g
ｄ．4.86 g
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６．0.15 mol/Lの硫酸20 mLを中和するのに、0.20 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を使用
した。過不足なく中和するためには、この水酸化ナトリウム水溶液が何mL必要か。

ａ．15 mL
ｂ．20 mL
ｃ．25 mL
ｄ．30 mL

７．酸化と還元についての説明である。正しいのはどれか。
ａ．物質が電子を受け取る反応を還元という。
ｂ．酸化と還元は同時には起きない。
ｃ．酸化還元反応において、酸化剤はそれ自身が酸化される。
ｄ．二酸化硫黄（SO2）の硫黄原子Sの酸化数は、＋2である。

８．次の金属のうち、希硫酸とは反応しないが、熱濃硫酸と反応して溶解するのはどれか。
ａ．亜鉛
ｂ．鉄
ｃ．銅
ｄ．マグネシウム

９．細胞の構造に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．植物細胞は、核を持たない。
ｂ．動物細胞は、細胞質に葉緑体がある。
ｃ．動物細胞は、細胞壁を持たない。
ｄ．植物細胞は、ミトコンドリアを持たない。

10．エネルギーと代謝に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．呼吸は、同化の代表的な過程である。
ｂ．アデノシン三リン酸は、アデニンとデオキシリボースが結合した化合物で 

ある。
ｃ．アデノシン三リン酸のリン酸どうしの結合が切れるときに、エネルギーを 

放出する。
ｄ．生物の呼吸の反応は、最終的に水と一酸化炭素を排出する。
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11．遺伝情報とDNAに関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．DNAは、多数のヌクレオチドが鎖状につながった分子である。
ｂ．DNAは、２本のヌクレオチド鎖で構成される。
ｃ．二重らせん構造は、塩基どうしの弱い結合でつくられる。
ｄ．塩基の１つであるアデニンは、グアニンと相補的に結合する。

12．体液の循環に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．体循環は、血液が全身から右心室を経て肺へ送られ、心臓に戻る循環のこと

である。
ｂ．ヘモグロビンは、肺循環で取り入れられた酸素と結合し、運搬される。
ｃ．大動脈は、酸素を多く含む血液が流れる血管である。
ｄ．組織液は、血しょうの一部が毛細血管からしみ出したものであり、組織間を

流れる。

13．腎臓の構造と働きに関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．腎小体は、細尿管が多数集まった器官である。
ｂ．原尿は、血液が糸球体でろ過され、ボーマンのうに押し出された液体である。
ｃ．グルコースは、原尿に含まれない。
ｄ．尿素は、その多くが細尿管で再吸収される。

14．免疫に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．樹状細胞は、抗原情報をＢ細胞に伝える。
ｂ．リンパ球は、Ｔ細胞とＢ細胞に分化する。
ｃ．好中球は、血管壁を通過する。
ｄ．マクロファージは、ウィルスを食作用によって取り込む。

15．自律神経系の作用に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．自律神経の刺激は、血液によって器官に送られる。
ｂ．副交感神経系は、視床下部による調節を受けない。
ｃ．身体活動をしているとき、胃や腸の活動は抑制される。
ｄ．安静にしているとき、心臓の拍動は促進される。
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16．ヒトの内分泌腺、ホルモンの名称、主な働きの組み合わせである。誤っているのは 
どれか。

ａ．脳下垂体前葉　－　成長ホルモン　－　タンパク質の合成を促進
ｂ．脳下垂体後葉　－　バソプレシン　－　腎臓での水分の再吸収を抑制
ｃ．副腎髄質　－　アドレナリン　－　血糖濃度を上昇
ｄ．すい臓ランゲルハンス島　－　グルカゴン　－　血糖濃度を上昇

17．食生活についての説明である。正しいのはどれか。
ａ．フードマイレージの大きいものの使用は、地産地消につながる。
ｂ．わが国のカロリーベースの食料自給率は、先進国の中で高いほうである。
ｃ．食品ロスを減らすために、消費期限は厳守して使用すべきである。
ｄ．食品リサイクル法において、家庭ごみは対象外である。

18．糖質についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．しょ糖とは、ぶどう糖と果糖が１分子ずつ結合した二糖類である。
ｂ．麦芽糖とは、ぶどう糖が２分子結合した二糖類である。
ｃ．グリコーゲンが分解されてぶどう糖が作られる。
ｄ．オリゴ糖は、ぶどう糖とガラクトースが１分子ずつ結合した二糖類である。

19．脂質についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．脂肪1 g当たりの発生エネルギーは、約9 kcalである。
ｂ．多価不飽和脂肪酸は、バター、ラードに多く含まれる。
ｃ．トランス脂肪酸は、植物性の液体油に水素を添加して製造した油脂に含まれる。
ｄ．中性脂肪は、グリセリンと脂肪酸が結合したものである。

20．たんぱく質を多く含む食品についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．卵は良質のたんぱく源であり、ビタミンＡ以外のほとんどすべてのビタミンを

含む。
ｂ．大豆は、動物性食品のアミノ酸組成と似ていることから、畑の肉とよばれて

いる。
ｃ．肉類は、屠殺後一定期間がたつと自己消化を起こし軟化、熟成することで、

おいしくなる。
ｄ．魚介類は鮮度が落ちやすいので、保存性を高めるためさまざまな加工がされ

ている。 適性テスト
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21．乳幼児の食生活についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．乳汁だけでは栄養が不足する１歳から、離乳食を開始する。
ｂ．幼児期は、１日３回の食事以外に間食により栄養を補う。
ｃ．幼児食は、幼児が食べやすいようにかたさや大きさに配慮が必要である。
ｄ．離乳食により乳児はかむことを覚える。

22．食品添加物に関する組み合わせである。正しいのはどれか。 
ａ．保存料　－　アスパルテーム
ｂ．甘味料　－　エリソルビン酸
ｃ．酸化防止剤　－　ソルビン酸
ｄ．漂白剤　－　亜硫酸ナトリウム

23．食生活の安全と衛生についての説明である。正しいのはどれか。
ａ．ふぐ中毒の原因物質は、アフラトキシンである。
ｂ．ポストハーベスト農薬とは、収穫後にかびなどの繁殖を防止するために使用

される農薬のことである。
ｃ．さば・いかなどに寄生する寄生虫は、カンピロバクターである。
ｄ．食中毒を予防するための衛生管理方式としてPL法がある。

24．食事バランスガイドの説明である。誤っているのはどれか。
ａ．食事の望ましい組合せとおおよその量を示したものである。
ｂ．１日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を「つ（SV）」で示している。
ｃ．主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品の４つの料理グループごとに示している。
ｄ．コマの軸を水・お茶とし、水分をとることの大切さを示している。

25．すまし汁を作るのに塩としょうゆを使って、だし汁に対して0.8 %の塩分濃度で味を 
つけたい。だし汁の分量は150 gとし、塩を0.6 g加えた。残りの味をつけるのに、
しょうゆは何 g加えればよいか（しょうゆ100 g中の食塩相当量は、15 gとする）。  
最も適当なのはどれか。

ａ．4 g
ｂ．6 g
ｃ．8 g
ｄ．10 g
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ｄ．オリゴ糖は、ぶどう糖とガラクトースが１分子ずつ結合した二糖類である。

19．脂質についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．脂肪1 g当たりの発生エネルギーは、約9 kcalである。
ｂ．多価不飽和脂肪酸は、バター、ラードに多く含まれる。
ｃ．トランス脂肪酸は、植物性の液体油に水素を添加して製造した油脂に含まれる。
ｄ．中性脂肪は、グリセリンと脂肪酸が結合したものである。

20．たんぱく質を多く含む食品についての説明である。誤っているのはどれか。
ａ．卵は良質のたんぱく源であり、ビタミンＡ以外のほとんどすべてのビタミンを

含む。
ｂ．大豆は、動物性食品のアミノ酸組成と似ていることから、畑の肉とよばれて

いる。
ｃ．肉類は、屠殺後一定期間がたつと自己消化を起こし軟化、熟成することで、

おいしくなる。
ｄ．魚介類は鮮度が落ちやすいので、保存性を高めるためさまざまな加工がされ

ている。


