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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

選んで記入しなさい。 

 

1． 蒸留についての説明である。正しいのはどれか。 

  ａ. 少量の不純物を取り除き、より純粋な物質を得ること。 

  ｂ. 加熱・沸騰させ、その蒸気を冷却して、沸点の低い成分を液体として分離する 

こと。 

  ｃ. 温度による溶解度の差を利用して、少量の不純物を含む溶液から、純物質のみ結

晶として析出させること。 

  ｄ. 溶解度の差を利用して、混合物から特定の物質のみを溶かしだすこと。 

 

2． 下記の共有結合の分子の中で、非共有電子対を持たないものはどれか。 

  ａ. アンモニア 

  ｂ. 窒素 

  ｃ. 二酸化炭素 

  ｄ. メタン 

 

3． 分子結晶の説明である。誤っているのはどれか。 

  ａ. 多数の分子が分子間力によって集合し、規則正しく配列した固体である。 

  ｂ. 融点の低いものが多い。 

  ｃ. やわらかくて、もろい。 

  ｄ. 極性分子からなる分子結晶は昇華しやすい。 

 

4． 合金と主な成分の組合せである。正しいのはどれか。 

  ａ. 青銅（ブロンズ） ――― 銅、スズ 

  ｂ. 黄銅（真ちゅう） ――― 銅、ニッケル 

  ｃ. ステンレス鋼 ――――― 亜鉛、クロム、ニッケル 

  ｄ. ニクロム ――――――― クロム、鉄 

 

5． プロパン C3H8 11g を完全燃焼させるとき、標準状態（0℃、1.01ｘ105㎩）において、

反応した酸素は何リットルか。（Cの原子量を 12、H の原子量を 1、とする。） 

  ａ. 5.6 リットル 

  ｂ. 11.2 リットル 

  ｃ. 22.4 リットル 

  ｄ. 28 リットル 
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6． pH12 の水酸化ナトリウム水溶液を水で 100 倍にうすめた場合の pH はどれか。 

  ａ. pH14 

  ｂ. pH13 

  ｃ. pH11 

  ｄ. pH10 

 

7． 市販の食酢 2.5 mL を量りとり、50 mL のメスフラスコに入れ、純水で 50mL に希釈し

た。ここから 10mL を量りとり、コニカルビーカーへ入れ、指示薬フェノールフタレイ

ン溶液を 2 滴加えた後、0.15 mol/L の水酸化ナトリウム溶液で滴定したところ、中和

するのに 2.6 mL を要した。市販の食酢に含まれる酢酸のモル濃度はどれか。（食酢中

の酸はすべて酢酸とする。） 

  ａ. 0.078 mol/L 

  ｂ. 0.15 mol/L 

  ｃ. 0.39 mol/L 

  ｄ. 0.78 mol/L  

 

8． 臭化カリウム水溶液に塩素を吹きかけると水溶液の色が無色から赤褐色になり、 

ヨウ化カリウム水溶液にうすい臭素水を加えると水溶液の色が無色から褐色になる。

ハロゲンの還元剤としての強さの順序はどれか。 

  ａ. Cl > Br > I 

  ｂ. Br > Cl > I  

  ｃ. Br > I > Cl 

  ｄ. I > Br > Cl 

 

9． すべての生物に共通する特徴についての記述である。誤っているものはどれか。 

  ａ. 細胞膜によって外部と仕切られる細胞を持つ。 

  ｂ. DNA によって遺伝情報を次世代に受け継ぐ。 

  ｃ. ミトコンドリアによってエネルギーを産生する。 

  ｄ. 体内の状態を一定の範囲に保つ恒常性を有する。 
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10． 遺伝とタンパク質についての記述である。正しいものはどれか。 

  ａ. タンパク質は、DNA の塩基配列をもとに核内で合成される。 

  ｂ. 遺伝情報は原則として DNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れ、この原則を 

ゲノムという。 

  ｃ. 多細胞生物の各細胞において、形態や機能が異なっていても発現している遺伝子

は同一である。 

  ｄ. タンパク質は、酵素の主成分となり、各種の化学反応を促進する。 

 

11． 腎臓の機能についての記述である。誤っているものはどれか。 

  ａ. 腎小体は糸球体とボーマンのうからなり、これと細尿管を併せてネフロン（腎単

位）と呼ぶ。 

  ｂ. 血液は腎臓の糸球体でろ過されて原尿となる。 

  ｃ. 原尿の産生過程では尿素も産生される。 

  ｄ. 原尿は細尿管でグルコース、無機塩類、アミノ酸、水分などが再吸収される。 

 

12． 内分泌についての記述である。正しいものはどれか。 

  ａ. 内分泌による反応は、自律神経系による調節と比べ、反応が速やかに起こる。 

  ｂ. 副腎髄質からのアドレナリンの分泌は、副腎に分布した交感神経が直接刺激する

ことによって起こる。 

  ｃ. バソプレッシンは脳下垂体後葉の細胞が分泌する。 

  ｄ. 血液中のチロキシン濃度が高くなると、視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホ

ルモンが放出され、このような働きをフィードバックという。 

 

13． 血糖調節についての記述である。正しいものはどれか。 

  ａ. ヒトの血液中に含まれるグルコースの量は、空腹時で血液 100mL 当たりほぼ 100g

である。 

  ｂ. 血糖値が上昇すると、すい臓のランゲルハンス島にある A細胞からインスリンが

分泌されて、血糖値を低下させる。 

  ｃ. 糖尿病は、いろいろな合併症を引き起こし、動脈硬化が原因となる心筋梗塞や脳

梗塞、網膜障害などの原因となる。 

  ｄ.糖尿病の原因は、糖分の過剰摂取や肥満である。 
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14．  免疫についての記述である。間違っているものはどれか。 

  ａ. マクロファージや好中球は自然免疫に、T 細胞と B 細胞は獲得免疫にかかわって

いる。 

  ｂ. 消化管は消化吸収の器官であるだけでなく、重要な免疫反応の場でもある。 

  ｃ. B 細胞は、ヘルパーT 細胞によって活性化され、抗体産生細胞（形質細胞）に分

化して抗体を産生する。 

  ｄ. エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）が引き起こす自己免疫疾患である。 

 

15． 植生に関する記述である。間違っているものはどれか。 

  ａ. 林床などの弱い光の場所に生育する植物を陰性植物といい、陽性植物と比べて 

光補償点が高い。 

  ｂ. 遷移の初期段階で進入する種は、先駆種（パイオニア植物）と呼ばれ、ススキや 

イタドリなどが代表的である。 

  ｃ. 多様な環境における、植物や動物、菌類、細菌などが互いに関係を持ちながら作

る特徴的な集団を、バイオームという。 

  ｄ. 日本の九州・四国および関東平野までの本州西南部の低地には、照葉樹林が分布 

している。 

 

16． 生態系のバランスに関する記述である。正しいものはどれか。 

  ａ. 他の動物の食料となって、生態系を支えている種を、キーストーン種と呼ぶ。 

  ｂ. 大気中の二酸化炭素やメタンなどは、地表から放出される熱エネルギーをよく 

吸収し、再び放出することで地表や大気の温度を上昇させるため、温室効果ガス

と呼ばれる。 

  ｃ. 赤潮は、湖や海などの水中の酸素が減少することが原因で引き起こされる。 

  ｄ. マメの仲間である植物のクズは、緑化や土壌の流出防止、飼料などに利用できる

ため、積極的に海外で活用したほうが良い。 

 

17． 高齢者に関する記述である。誤っているのはどれか。 

  ａ. ロコモティブシンドローム・・・ 骨や関節の病気、筋力の低下などが原因で 

転倒や骨折しやすくなること。介護が必要となる危険性が高い状態。 

  ｂ. 健康寿命・・・日常的に介護を必要とせず、自立した生活ができる期間。 

  ｃ. 老々介護・・・一人っ子が多くなる中で、一人が高齢者を 2名以上介護すること。 

  ｄ. 認知症・・・脳の認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす病気のこと。 
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18． 脂質についての記述である。誤っているのはどれか。 

  ａ. 脂質には、中性脂肪、リン脂質、コレステロールなどがある。 

  ｂ. 中性脂肪は、グリセリンと脂肪酸が結合したものである。 

  ｃ. 飽和脂肪酸を多く含む食品には、食肉、バター、パーム油などがある。 

  ｄ. 不飽和脂肪酸の DHA※には、血中コレステロールを上昇させる働きがある。 

   ※DHA：ドコサヘキサエン酸  

 

19． 食品添加物についての記述である。正しいのはどれか。 

  ａ. 食品の酸化防止を目的に使われる食品添加物には、亜硝酸ナトリウムがある。 

  ｂ. 食品の防かびを目的に使われる食品添加物には、ジフェニルがある。 

  ｃ. 食品のし好性や外観向上を目的に使われる食品添加物には、ソルビン酸がある。 

  ｄ. 食品の保存性をよくする目的に使われる食品添加物には、ペクチンがある。 

 

20． 食中毒の種類と予防法に関する記述である。誤っているのはどれか。 

  ａ. 細菌性食中毒の感染型には、サルモネラ菌があり、予防法は食品を低温で保存す

ることである。 

  ｂ. ウイルス性食中毒にはノロウイルスがあり、予防法は、牡蠣などの二枚貝を中心

まで十分加熱することである。 

  ｃ. 自然毒であるソラニンはジャガイモの芽にあり、予防法は傷のある手では触らな

いことである。 

  ｄ. 細菌性食中毒の毒素型にはおにぎりなどからの黄色ブドウ球菌があり、予防法は

調理後できるだけ早く食べきることである。 

 

21． 和食の配膳に関する図である。正しいのはどれか。 

  ａ．  ｂ．  

  ｃ．  ｄ．  
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22． 食生活に関する記述である。誤っているのはどれか。 

  ａ. フードファディズム・・・科学的な根拠があいまいなまま、特定の食品を食べる

と健康になる、あるいは害があるなど過度に信じる考え方。 

  ｂ. トレーサビリティ・・・食品の生産、加工、流通の履歴の追跡が可能であること。 

  ｃ. 地産・地消・・・地元で得られる農産物や水産物をその地域で消費すること。 

  ｄ. 中食・・・外食に対する対語で、家で素材から調理して食べる食事のこと。 

23． 食品群に関する記述である。正しいのはどれか。 

  ａ. ３色食品群の緑群は、力や体温となるものである。 

  ｂ. ４つの食品群の３群は、体の調子をよくするものである。 

  ｃ. ６つの基礎食品の３群は、血液や筋肉をつくるものである。 

  ｄ. ６つの基礎食品の 5群は、骨や歯をつくるものである。 

 

24． 消費生活に関する記述である。正しいのはどれか。 

  ａ. Reduce リデュース・・・無駄なものを取り込まずごみの発生を抑制する。 

  ｂ. Reuse リユース・・・レジ袋を断るなど不要なものを拒否する。 

  ｃ. Recycle リサイクル・・・不用品から原料を取り出し、再生利用をする。 

  ｄ. Refuse リフューズ・・・不要なものは人に譲ったり、製品・資源の再使用をする。 

 

25． 食品表示に関する記述である。誤っているのはどれか。 

  ａ. 賞味期限・・・製造後、5日以内に消費する食品につけられ、年月日で表示 

される。 

  ｂ. 原材料・・・使用されている材料で、使用重量の多い順に表示される。 

  ｃ. JAS マーク・・・農林水産省が定めた規格・基準に合格し品質が認められた 

食品につけられるマーク。 

  ｄ. E マーク・・・都道府県から地域の特産品に認証された食品につけられるマーク。 

 


