
平成 23年度

愛知工業大学附属中学校入学試験問題（第１回）

¶ ³
1. 試験開始の合図があるまで，この問題の冊子の中を見てはいけません。

2. 理科の試験時間は 50分です。問題は 1 ～ 5 まであります。

3. 　
かいとう

解答　用紙は，この問題冊子の中央にはさんであります。試験開始の合図の後，

解答用紙を取り出して，受験番号と氏名を記入してください。

4. 問題の内容についての質問には応じません。

5. 試験中に問題冊子の印刷がはっきりしなかったり，ページがぬけていたりした

場合は，だまって手をあげて係の先生に知らせてください。

6. 質問や体の異常，筆記用具を落としたなどの場合は，だまって手をあげて係の

先生に知らせてください。

7. 試験が終わったら，解答用紙のみ提出し，問題の冊子は持ち帰ってください。µ ´





平成 23年度　第１回　理科

1 次の問い (問 1～14)に答えなさい。

問 1. はく息の中にもっとも多くふくまれている気体を，次のア～オから１つ選び，記号で答え

なさい。

ア. ちっ素 イ. 水素 ウ. 酸素 エ. 水じょう気 オ. 二酸化炭素

問 2. ヒトの消化器官（ 1©～ 5©）はどのような順序でつながっていますか。正しい順序を，次の
ア～カから１つ選び，記号で答えなさい。

1©. 口 2©. 小腸 3©. 大腸 4©. 食道 5©. 胃

ア. 1©→ 4©→ 2©→ 5©→ 3© イ. 1©→ 4©→ 5©→ 2©→ 3©
ウ. 1©→ 4©→ 3©→ 2©→ 5© エ. 1©→ 4©→ 5©→ 3©→ 2©
オ. 1©→ 5©→ 4©→ 2©→ 3© カ. 1©→ 5©→ 4©→ 3©→ 2©

問 3. 右の図のように，ミジンコのかたちが視野に見えるには，けんび鏡

の倍率をおよそ何倍にするとよいですか。次のア～オから１つ選

び，記号で答えなさい。

ア. 40倍 イ. 100倍 ウ. 150倍

エ. 400倍 オ. 600倍

問 4. カブトムシの飼い方を説明した文として正しいものを，次のア～エから１つ選び，記号で

答えなさい。

ア. 主に木の上で生活しているので，土は入れない。

イ. 日当たりの良い窓ぎわで育てる。

ウ. カブトムシを育てている入れ物の中がかわいてきたら，なるべくカブトムシに当たる

ようにきりふきで水をまく。

エ. 夕方，リンゴやバナナ，こん虫ゼリーなどをあたえる。

問 5. 次の植物（ 1©～ 6©）のうち，花がさかないものの組みあわせとして正しいものを，次のア
～カから１つ選び，記号で答えなさい。

1©. オオカナダモ 2©. イネ 3©. ゼンマイ
4©. スギ 5©. イチョウ 6©. コンブ

ア. 1©と 2© イ. 1©と 3© ウ. 1©と 6©
エ. 2©と 5© オ. 3©と 6© カ. 4©と 5©

問 6. 花びらがくっついている植物を，次のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。

ア. アサガオ イ. サクラ ウ. チューリップ

エ. ウメ オ. アブラナ
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問 7. 種から芽が出るために必要な条件を，次のア～カから３つ選び，記号で答えなさい。

ア. 温度 イ. 水 ウ. 二酸化炭素

エ. 土 オ. 肥料 カ. 酸素

問 8. 寒い晴れた冬の朝，ストーブをつけたところ窓ガラスの内側がくもりました。この理由と

して正しいものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア. 部屋の中の水じょう気が窓で冷やされて水てきになった。

イ. 部屋の中の酸素が窓で冷やされて液体となった。

ウ. 部屋の中の水素が窓で冷やされて液体となった。

エ. 部屋の外の水てきがしみこんできた。

問 9. ろ過を行うとき，ろ紙をろうとにぴったりとつけるために，もっとも適した方法を，次の

ア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア. ろ紙をしっかりおさえつける。

イ. ろ紙をしっかりかわかす。

ウ. ろ紙にあなをあける。

エ. ろ紙を水でぬらす。

問 10. 次の水よう液 1©～ 5©の中で，加熱すると固体が残る組みあわせを，次のア～オから１つ選
び，記号で答えなさい。

1©. 炭酸水 2©. 石灰水 3©. アンモニア水
4©. 塩酸 5©. 食塩水

ア. 1©と 2© イ. 1©と 3© ウ. 2©と 5© エ. 3©と 4© オ. 3©と 5©
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問 11. 電池を 2つ用意し，豆電球とつなぎました。もっとも長い時間ひかり続けることができる

つなぎ方を，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。ただし，電池と豆電球の性能

には差がないものとします。

ア. イ. ウ. エ.

問 12. 右の図のように，立てたぼうにひもをつけ，そ

の先におもりをつけて，円をえがくようにぐ

るぐる回しました。回していると Aのところ

でひもがきれました。おもりがはじめに落ち

た場所を，図のア～カから１つ選び，記号で

答えなさい。

問 13. 永久磁石にはない電磁石の性質を２つ答えなさい。

問 14. 右の図のような地層があります。地表面は植物にお ������ ������������������������������������������yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy�����������������������������������yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyおわれていて，上面の地層のようすが分かりません。

見える横の２面から予想して，地表の植物をはぎ取っ

た後に現れる，上面の地層のようすを図で書き表しな

さい。ただし，図の点線は補助線で，この地層のそれ

ぞれの層は，平行に積み重なっているものとします。
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2 太陽の動き方について，次の問いに答えなさい。 ア
イ

ウ

エ
オ

カ

キ

ク(1) 日本において，東の空と西の空で太陽が動く向きを，それぞれ

右図のア～クから１つずつ選び，記号で答えなさい。

(2) 日本において，太陽の高度が最も高くなる高度を何といいます

か。漢字４字で答えなさい。

(3) 日の出の時刻が午前 5時 31分，日の入りが午後 6時 9分であ

るとき，昼の長さを求めなさい。

(4) (3)のとき，太陽が (2)の高度になる時刻を求めなさい。ただ

し，時刻には午前，午後をつけて答えなさい。

(5) 下図は世界地図の一部です。世界地図には，赤道をはさむようにして，北回帰線と南回帰

線という　
い

緯　線が引かれています。この線上の地点で太陽を観測し，太陽が最も高くなる高

度を，日本の春分，夏至，秋分，冬至の日に調べた結果を，下表にまとめました。 ア ～

エ に当てはまる数値を答えなさい。ただし，太陽の高度は 90◦ 以下の値で表し，　
ちじく

地軸　は

地球の公転面に対して，23.4◦ かたむいているものとします。

観測地点 春分 夏至 秋分 冬至

北回帰線 ア ◦ イ ◦ 66.6◦ 43.2◦

赤 道 90.0◦ 66.6◦ 90.0◦ 66.6◦

南回帰線 66.6◦ 43.2◦ ウ ◦ エ ◦
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3 次の文を読んで，あとの問いに答えなさい。¶ ³
炭素が燃えると，炭素と空気中の酸素が結びついて気体アが生じます。また水素が燃える

と，水素と空気中の酸素が結びついて液体イが生じます。逆にいうと，気体アが生じるには

炭素，液体イが生じるには水素が必要です。

メタン (メタンガス)はにおいのない気体で，天然ガスの主な成分であり，都市ガスとして

使っています。メタンは炭素と水素が結びついた物質で可燃性です。他に同じような気体に

はプロパン (プロパンガス)やブタンなどがあります。µ ´
(1) 気体アと液体イはそれぞれ何ですか。漢字で答えなさい。

(2) 下線部のように，メタンは本来，においがない気体ですが，都市ガスにはわざとにおいをつ

けてあります。その理由を答えなさい。

(3) 都市ガスのガス警報器は，天じょうにつけます。その理由を答えなさい。

(4) メタン 1リットルと酸素 2リットルがちょうど反応して気体アは 1リットルできます。メタ

ン 3 リットルと空気 20 リットルを反応すると 1©何リットルのメタンが残り， 2©全部で何リ

ットルの気体になりますか。ただし，空気 10リットルには，酸素が 2リットルふくまれて

いるものとし，液体イの体積は無視できるものとします。
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4 全く同じ豆電球，全く同じかん電池とスイッチを用いて，図 1

L3

S3

S2

S1

L2

L1

図１

ならびに図 2のような回路をつくりました。以下の操作にと

もなう各問いに答えなさい。

(1) 図 1 について，スイッチ S2 だけを入れました。豆電球

L1 と豆電球 L2 の明るさについて正しく述べられている

ものを，次のア～ウから最も適当なものを１つ選び，記

号で答えなさい。

ア. L1より L2の方が明るい

イ. L1と L2の明るさは同じ

ウ. L2より L1の方が明るい

(2) (1)に続いて，スイッチ S2に続いてスイッチ S1を入れました。豆電球 L1と豆電球 L3はそ

れぞれどうなりますか。下の表のア～カの組みあわせから最も適するものを１つ選び，記号

で答えなさい。

豆電球 L1 豆電球 L3

ア 明るくなる 点灯する

イ 明るくなる 点灯しない

ウ 暗くなる 点灯する

エ 暗くなる 点灯しない

オ 明るさは変わらない 点灯する

カ 明るさは変わらない 点灯しない

(3) (2)に続いて，スイッチ S2はそのままにして，スイッチ S1を切った後，スイッチ S3を入れ

ました。豆電球 L1と豆電球 L2の明るさは，(1)のときと比べてそれぞれどうなりますか。

次のア～ウから最も適するものを１つずつ選び，それぞれ記号で答えなさい。

ア. 明るくなる イ. 変わらない ウ. 暗くなる
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L1

L3

L2

L4

S2

S1

図２

(4) 図 2について，スイッチ S2を入れた後，スイッチ S1を入れま

した。スイッチ S1を入れることにより豆電球 L1～L4の明るさ

はそれぞれどうなりますか。下の表のア～カの組みあわせから

最も適するものを１つ選び，記号で答えなさい。

L1 L2 L3 L4

ア 暗くなる 変わらない 暗くなる 変わらない

イ 消える 変わらない 消える 変わらない

ウ 変わらない 暗くなる 変わらない 暗くなる

エ 変わらない 消える 変わらない 消える

オ 明るくなる 暗くなる 明るくなる 暗くなる

カ 明るくなる 消える 明るくなる 消える

(5) (4)に続いて，スイッチ S1を閉じたまま，かん電池の数を増やし直列につなぎました。この

とき，豆電球 L3の明るさはどうなりますか。次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア. 明るくなる イ. 変わらない ウ. 暗くなる エ. 消える
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5 メダカの生態についての文を読んで，あとの問いに答えなさい。¶ ³
メダカは体長 A cmほどの成魚となるたん水魚です。流れのゆるやかな小川や水路など

に生息しています。ミジンコやボウフラなどのプランクトンなどを好んで食べます。産卵は

春から夏にかけておこない，一回に約 B 個の卵を産みます。メダカは急激な変化には弱

いですが，基本的にはじょうぶな魚で，35℃近い水温にたえることができます。また，塩分

がふくまれる河口付近でも生きていくことができます。今日，日本では野生のメダカはどん

どん減っています。　
かん

環　境省の発表しているレッドデータブック（日本の絶めつのおそれのあ

る野生生物が書かれた本）では，絶めつの危機が増大している種とされています。µ ´
(1) 文中の A ， B にあてはまるものを，次のア～エから１つ選び，記号で選びなさい。

A : ア. 1 イ. 4 ウ. 10 エ. 20

B : ア. 10個 イ. 100個 ウ. 500個 エ. 1000個

(2) メダカのもつからだのひれ（ 1©～ 5©）のうち，２まいずつあるひれの組みあわせとして正し
いものを，次のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。

1©. せびれ 2©. おびれ 3©. むなびれ 4©. しりびれ 5©. はらびれ

ア. 1©と 3© イ. 2©と 5© ウ. 3©と 5© エ. 4©と 5© オ. 1©と 3©と 5©

(3) メダカの飼い方としてあやまっているものを，次のア～エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア. くみおきの水を一度に全部取りかえる。

イ. 水そうの底に小石をしく。

ウ. なるべく口の広い水そうを用いる。

エ. えさは食べ残しが出ないように，１日１回あたえる。

(4) 日本で野生のメダカがどんどん減ってきている理由として適当でないものを，次のア～エか

ら１つ選び，記号で答えなさい。

ア. 外来種が増えすぎたため。

イ. 用水路の整備が進み，すめる場所が減ったため。

ウ. 人工的にふ化させたメダカを多量に放流したため。

エ. 地球温暖化により，水温が上がったため。
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(5) メダカには，水の流れに逆らって泳ぐ性質があります。この性質を調べるために，とう明な

円とうにしまもようをかいたおおいと，水そうをつかって，次のような実験 (実験 1～実験

6)を行いました。¶ ³
実験 1. 明るい部屋でおおいをかぶせた水そうにメ

ダカを入れたところ，あらゆる方向に泳いで

いた。

実験 2. 暗い部屋でおおいをかぶせた水そうにメダカ

を入れたところ，あらゆる方向に泳いでいた。

実験 3. 明るい部屋でおおいをかぶせた水そうにメダ

カを入れ，水そうに流れをつくったところ，流れに逆らって泳いだ。

実験 4. 暗い部屋でおおいをかぶせた水そうにメダカを入れ，水そうに流れをつくったと

ころ，流れに流されてしまった。

実験 5. 明るい部屋でおおいをかぶせた水そうにメダ

カを入れ，おおいを回転させたところ，おお

いが回転しているあいだは，回転と同じ方向

に泳いでいた。

実験 6. 暗い部屋でおおいをかぶせた水そうにメダカ

を入れ，おおいを回転させたところ，あらゆ

る方向に泳いでいた。µ ´
この実験の結果に関して，次の 1©～ 3©について答えなさい。
1©. メダカには水の流れに逆らって泳ぐという性質があります。このことがわかるのはどの

実験とどの実験を見比べたときですか。実験 1～実験 6 から２つ選び，数字で答えな

さい。

2©. メダカが水の流れに逆らって泳ぐためには光が必要です。このことがわかるのはどの実

験とどの実験を見比べたときですか。実験 1～実験 6から２つ選び，数字で答えなさい。

3©. メダカには水の流れがなくても，まわりの景色が動くと景色にあわせて動く性質があり

ます。このことがわかるのはどの実験とどの実験を見比べたときですか。実験 1～実験

6から２つ選び，数字で答えなさい。

＜問題はこれで終わりです＞
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