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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．次の物質で化合物はどれか。
ａ．ヨウ素
ｂ．アンモニア
ｃ．オゾン
ｄ．鉄

２．同位体に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．原子番号が同じであれば、質量数も同じである。
ｂ．陽子の数は異なるが、中性子の数は同じである。
ｃ．同位体のすべてが放射線を出す。
ｄ．自然界に存在する同位体の存在比は、ほぼ一定である。

３．イオン結合で化合物ができるものの組み合わせはどれか。
ａ．H と O
ｂ．Ca と Cl
ｃ．N と H
ｄ．C と Cl

４．グルコース水溶液 500 mL 中には、グルコース 3.6 g が含まれている。この水溶液の 
濃度は何mol/Lか。ただし、分子量は C6H12O6＝180 とする。

ａ．0.020 mol/L
ｂ．0.040 mol/L
ｃ．0.20 mol/L
ｄ．0.40 mol/L

５．塩化ナトリウム 25 g を水 100 g に溶かした時の質量パーセント濃度はどれか。
ａ．25 %
ｂ．20 %
ｃ．2.5 %
ｄ．2.0 %
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６．次の化学反応式 ㋐C2H2 ＋ ㋑O2 → ㋒CO2 ＋ ㋓H2O の㋐～㋓の正しい係数はどれか。
 （㋐、㋑、㋒、㋓の順）

ａ．１、２、１、２
ｂ．２、４、５、２
ｃ．２、１、２、１
ｄ．２、５、４、２

７．酸と塩基に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．pH＝13 の水酸化ナトリウム溶液を水で 10 倍に希釈すると、溶液の pH は

12 になる。
ｂ．0.01 mol/L の硫酸の pH は、同じ濃度の硝酸の pH より大きい。
ｃ．酢酸水溶液はその濃度が変化しても酢酸の電離度は一定である。
ｄ．pH が 4 の水溶液を 1 万倍に希釈すると、pH は 8 になる。

８．金属に酸を作用させ、水素を発生するものはどれか。
ａ．鉛に希塩酸
ｂ．亜鉛に希硫酸
ｃ．銀に濃硝酸
ｄ．銅に希硫酸

９．ミトコンドリアに関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．植物細胞のみに見られる細胞小器官である。
ｂ．酸素を消費しながら有機物を分解してエネルギーを生産する。
ｃ．光エネルギーを利用し、二酸化炭素と水から有機物を生成する。
ｄ．液胞膜で包まれ、内部は細胞液で満たされている。

10．DNA に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．DNA の遺伝情報は、塩基の並び方（塩基配列）で保存されている。
ｂ．DNA の構成単位であるヌクレオチドは、糖としてリボ―スを持つ。
ｃ．ウィルキンスとフランクリンは、DNA がらせん構造をとることを明らかに

した。
ｄ．DNA の二重らせん構造を提唱したのは、科学者のワトソンとクリックである。
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16．免疫に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．体液性免疫は、キラー細胞がマクロファージの活性化を助ける仕組みをいう。
ｂ．１つのＴ細胞は、侵入した数種類の抗原を認識する。
ｃ．細胞性免疫は、抗体の作用により抗原を無毒化して体を防御する仕組みを 

いう。
ｄ．拒絶反応は、細胞性免疫のはたらきが関わっている。

17．経済生活に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．クレジットカードは、消費者信用の一種であり、その利用は借金をすること

である。
ｂ．消費生活センターは、消費生活に関する相談窓口となる機関であり、自治体

により設置される。
ｃ．クーリング・オフ制度は、訪問販売で契約した場合、消費者側から契約の解

除ができないことを定めている。
ｄ．製造物責任法（ＰＬ法）は、欠陥のある製造物で生じた被害について、製造

者の損害賠償責任を定めた法律である。

18．食生活の課題に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．内臓脂肪型肥満は、生活習慣病のリスクを高める。
ｂ．BMI 18.5 未満は、「痩せ（低体重）」と判定する。
ｃ．成長期のカルシウム摂取不足は、高齢期の骨粗しょう症の原因になる。
ｄ．高齢者の朝食欠食率は、20 歳代に比べて高い。

19．炭水化物に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．炭水化物は、エネルギー源となる糖質と消化・吸収されにくいグルテンに 

分けられる。
ｂ．砂糖に含まれる糖質は、主に多糖類である。
ｃ．牛乳に含まれる糖質は、主に二糖類である。
ｄ．うるち米に多く含まれる生のでんぷんに水を加えて加熱すると、老化（β化）

してのり状になる。
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11．ホルモンに関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．一般に、あるホルモンが作用する細胞は決まっている。
ｂ．微量で作用を示す。
ｃ．成分は、たんぱく質や脂質のものがある。
ｄ．神経系による調節に比べて、反応が起こるまでの時間が早い。

12．血糖濃度に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．インスリンは、血糖濃度を低下させる。
ｂ．アドレナリンは、血糖濃度を上昇させる。
ｃ．血糖濃度は、ヒトでは約 1.0 ％ に調整されている。
ｄ．血糖濃度の調節中枢は、間脳にある。

13．腎臓に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．ネフロンは、ボーマンのうと糸球体で構成される。
ｂ．グルコースは、腎臓から尿を経て排出される。
ｃ．腎臓は、体液の浸透圧調整にかかわっている。
ｄ．原尿の成分のうち、水分は再吸収されずに尿として排出される。

14．肝臓の働きに関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．アルコールは、水と二酸化炭素に分解される。
ｂ．アンモニアは、窒素と水に分解される。
ｃ．赤血球の主成分であるヘモグロビンが分解され、ビリルビンが生成される。
ｄ．アミノ酸からたんぱく質が合成される。

15．自律神経に関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．相反する拮抗支配によって、内臓の働きを調節する。
ｂ．交感神経の働きが活発になると、胃のぜん動運動は促進する。
ｃ．自律神経は、内臓、心筋、血管、分泌腺などに分布する。
ｄ．自律神経系は、末梢神経系である。
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20．食品とビタミンに関する説明である。誤っているのはどれか。
ａ．緑黄色野菜に多く含まれるカロテンは、体内ではビタミンＡとして作用する。
ｂ．豚肉に多く含まれるビタミンＢ１は、油脂と一緒に摂ると体内での吸収が高

まる。
ｃ．ほうれん草に多く含まれるビタミンＣは、熱に弱いため調理による損失が大

きい。
ｄ．きのこ類は、紫外線を浴びるとビタミンＤに変わる成分を多く含む。

21．食品の表示に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．消費期限は、比較的日持ちの長い加工食品のおいしく食べることのできる 

期間である。
ｂ．甘味料は、食品添加物表示に示さなくてもよい。
ｃ．アレルギー表示が義務化されているのは、卵、乳、小麦、そば、落花生、 

かに、えび、果物の８品目である。
ｄ．栄養成分表示は、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム 

（食塩相当量）を示す。

22．図は、「食品 100 g に含まれる３つの脂肪酸量」を示している。図のア、イ、ウの正し
い組み合わせはどれか。

ａ．ア 飽和脂肪酸、イ 一価不飽和脂肪酸、ウ 多価不飽和脂肪酸
ｂ．ア 飽和脂肪酸、イ 多価不飽和脂肪酸、ウ 一価不飽和脂肪酸
ｃ．ア 一価不飽和脂肪酸、イ 飽和脂肪酸、ウ 多価不飽和脂肪酸
ｄ．ア 多価不飽和脂肪酸、イ 一価不飽和脂肪酸、ウ 飽和脂肪酸

食品に含まれる脂肪酸

大豆油

0 10 20 30 40 50 60

ウイア

70 80 90 100（ｇ）

有塩バター

オリーブオイル

うし
（サーロイン/脂身つき/生）

さんま
（皮つき /生）
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23．栄養素量の計算に関する説明である。豚肉 50 g、キャベツ 50 g、にんじん 25 g、ピー
マン 25 g、もやし 50 g、しょうゆ 7 g、ごま油を使用し、野菜炒め１人分を作った。
ごま油の使用量は、材料の 5 ％として計算する。野菜炒め１人分のエネルギー量に 
ついて正しいのはどれか（各食品のエネルギーは下表を参考にする）。

食 品 100 g 当たりのエネルギー（kcal）

豚 肉 183

キャベツ 23

にんじん 36

ピーマン 22

も や し 14

しょうゆ 71

ご ま 油 921

ａ．約 125 kcal 
ｂ．約 220 kcal 
ｃ．約 425 kcal 
ｄ．約 1270 kcal 

24．日本人の食事摂取基準（2015年版）に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．健康の保持・増進や生活習慣病の治療を目的とする。
ｂ．年齢別で示されているが、性別は区分されていない。
ｃ．エネルギーおよび栄養素の１日あたりの摂取量の基準を示す。
ｄ．エネルギーの摂取量および消費量のバランスの指標は、エネルギー比率で 

ある。

25．調理に関する説明である。正しいのはどれか。
ａ．包丁で食品を切るときには、指先を伸ばして食品を押さえる。
ｂ．電子レンジは、Ｘ（エックス）線で食品中の水分子を振動させ、食品を加熱

する調理器具である。
ｃ．蒸すとは、水蒸気の熱で食品を加熱する方法である。
ｄ．日本料理では、箸の先が右側になるように配膳する。


