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■　次の⑴～⒃の文中の空欄に入る語句・数値などの組み合わせを，それぞれ後のア～エから選び記

号で答えなさい。

⑴　
とつ

凸レンズを虫眼鏡として使うときには，観察したい物体を焦点の（ ① ）に置きレンズをのぞ

く。観察される像を大きくするには物体を焦点（ ② ）。（　　）

ア．① 内側　② に近づける　　イ．① 内側　② から遠ざける

ウ．① 外側　② に近づける　　エ．① 外側　② から遠ざける

Ｂ君

170ｍ

壁

Ａ君

⑵　図のように，A君と B君が 170［m］離れて立っている。A

君が太鼓をたたいたところ，B君は太鼓の音を 0.5秒後に聞

き，さらに 1秒後に壁で反射してきた音を聞いた。このこと

から音の伝わる速さは（ ① ）［m/s］で，壁から A君までの

距離は（ ② ）［m］とわかる。（　　）

ア．① 85　② 170　　イ．① 85　② 340　　ウ．① 340　② 170　　エ．① 340　② 340

Ａ
Ｅ

Ｂ Ｃ

⑶　図の抵抗 Aは 2［Ω］，Bは 6［Ω］，Cは 2［Ω］であり，Cに

0.4［A］の電流が流れている。Bに流れる電流は（ ① ）［A］，電

池 Eの電圧は（ ② ）［V］である。（　　）

ア．① 0.1　② 1.4　　イ．① 0.1　② 4

ウ．① 0.3　② 1.4　　エ．① 0.3　② 4

Ａ

Ｎ極

Ｂ

北⑷　図のように，回路の導線の下に方位磁針A，Bを置いた。

スイッチを入れたところ，方位磁針 Aの N極は（ ① ）

向きに，方位磁針 Bの N極は（ ② ）向きにふれる。

（　　）

ア．① 東　② 東　　イ．① 東　② 西

ウ．① 西　② 東　　エ．① 西　② 西

⑸　水とエタノールの混合物から，加熱により水とエタノールを分ける操作を，（ ① ）という。こ

の操作は，純物質がそれぞれ固有の（ ② ）を示すことを利用している。（　　）

ア．① 蒸留　　② 融点　　イ．① 蒸留　　② 沸点

ウ．① 再結晶　② 融点　　エ．① 再結晶　② 沸点

⑹　うすい塩酸にBTB液を数滴加えると，（ ① ）色になり，水酸化ナトリウム水溶液にフェノー

ルフタレイン液を数滴加えると（ ② ）色になる。（　　）

ア．① 緑　② 青　　イ．① 緑　② 赤　　ウ．① 黄　② 青　　エ．① 黄　② 赤

⑺　水の密度よりも氷の密度の方が（ ① ）ので，氷は水に（ ② ）。（　　）

ア．① 小さい　② 沈む　　イ．① 小さい　② 浮く

ウ．① 大きい　② 沈む　　エ．① 大きい　② 浮く

⑻　2016年，原子番号（ ① ）の元素が新たに追加された。名称は（ ② ）で元素記号は（ ③ ）

である。（　　）

ア．① 103　② ジャポニウム　③ Jp　　イ．① 103　② ニホニウム　③ Nh

ウ．① 113　② ジャポニウム　③ Jp　　エ．① 113　② ニホニウム　③ Nh
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⑼　胃液に含まれる（ ① ）のはたらきによって，タンパク質は分解される。また，すい液に含ま

れるリパーゼのはたらきによって，脂肪は脂肪酸と（ ② ）に分解される。（　　）

ア．① アミラーゼ　② グリコーゲン　　イ．① アミラーゼ　② モノグリセリド

ウ．① ペプシン　　② グリコーゲン　　エ．① ペプシン　　② モノグリセリド

⑽　昆虫類のハチのからだは，頭部，胸部，腹部に分かれている。はねは胸部にあり，あしは（ ① ）

部にある。昆虫類は，卵生で，（ ② ）動物である。（　　）

ア．① 胸　② 恒温　　イ．① 胸　② 変温　　ウ．① 腹　② 恒温　　エ．① 腹　② 変温

⑾　ゼニゴケの雌株では（ ① ）がつくられる。また，ゼニゴケは（ ② ）をもたない。（　　）

ア．① 種子　② 維管束　　イ．① 種子　② 葉緑体

ウ．① 胞子　② 維管束　　エ．① 胞子　② 葉緑体

⑿　水中には様々な微生物がいる。（ ① ）は，からだが 1つの細胞でできている。また，ゾウリム

シは（ ② ）を動かして活発に動く。（　　）

ア．① アメーバ　② せん毛　　イ．① アメーバ　② べん毛

ウ．① ミジンコ　② せん毛　　エ．① ミジンコ　② べん毛

⒀　地中のマグマが冷え固まった岩石を（ ① ）といい，マグマが地表にふき出て冷え固まった岩

石を（ ② ）という。（　　）

ア．① 火成岩　② 火山岩　　イ．① たい積岩　② 火山岩

ウ．① 火成岩　② 深成岩　　エ．① たい積岩　② 深成岩

⒁　地震による揺れの強さは（ ① ）で表され，0から 7の（ ② ）階級に分けられている。

（　　）

ア．① マグニチュード　② 8　　 イ．① 震度　② 8

ウ．① マグニチュード　② 10　　エ．① 震度　② 10

⒂　温暖前線の特徴は，暖かい空気が冷たい空気の（ ① ），（ ② ）ができることである。（　　）

ア．① 下にもぐり込み　② 乱層雲　　イ．① 上にのぼり　② 乱層雲

ウ．① 下にもぐり込み　② 積乱雲　　エ．① 上にのぼり　② 積乱雲

⒃　日本付近が冬型の気圧配置になると（ ① ）から冷たい季節風がふき寄せ，主に（ ② ）側の

各地に雪を降らせる。（　　）

ア．① シベリア気団　② 太平洋　　イ．① オホーツク気団　② 太平洋

ウ．① シベリア気団　② 日本海　　エ．① オホーツク気団　② 日本海
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