
2018 年（平成 30）年度

２月１日　午　前

思考力入試

思考力Ⅱ

（45 分）

１	 試験開始の合図があるまで、	この冊子の中を見てはいけません。

２	 問題は	1から	3まで、	10ページにわたって印刷してあります。

３	 解答の下書きが必要なときは、この問題冊子の余白を利用しなさい。

４	問題冊子（1冊）・解答用紙（３枚）すべてに、受験番号と氏名を書きなさい。

５	 解答はすべて解答用紙に書きなさい。

６	 試験終了後、解答用紙を提出しなさい。

７	 句読点、符号等は字数に数えなさい。

８	 本文中には、問題作成のために省略や表現を変えたところがあります。

注 意

かえつ有明中学校

受験番号

氏　　名
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１ 明夫君、有子さん、先生の３人が教室で話をしています。

先　生　：	いろいろな形の紙を折って遊んでみよう。 

有　子　：	ある形の１枚の紙を３回ともきっちりと重なるように折ると、

 ( 図１)のような二等辺三角形になったわ。

 どんな形の紙を折ったか、広げなくてもわかるかな。

明　夫　：	方眼を利用して、( 図２)のように考えていくと、もとの紙の形がわかったよ。

( 図２)

有　子　：	もとの紙の形は、明夫君の考えた形じゃなかったわよ。

【問題１】	 有子さんは、どのような形の紙を折ったと考えられますか。

 ( 図２)のように、方眼を利用して３とおり書いてみましょう。

先　生　：	( 図２) の正方形の紙を、( 図２) のように折って出来た ( 図１) の三角形の一部分を切

り取り、( 図２)のように広げていろいろな形を作ってみよう。

【問題２】	 明夫君は、( 図１) の三角形で、直線アイにそって斜線の部分を切り取りました。残った部

分を広げるとどのようになりますか。書いてみましょう。

 　　( 図１)
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【問題３】	 有子さんは、( 図１) の三角形の一部分を切り取り、( 図２) のように広げて、( 図３) の形

を作りました。( 図１)の三角形の切り取った部分に斜線を入れましょう。

 　　( 図３)
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２ 大阪に住む明夫君と有子さんは、東京に住むおじいさんの家に遊びに来ました。

明夫、有子：	おじいさん、こんばんは。

おじいさん：	二人ともよく来たね。

明　夫：	  新大阪から新幹線で２時間半だったから、そんなに疲れなかったよ。

おじいさん：	新幹線が出きた頃は「ひかり」で４時間もかかったんだ。

有　子：	  新幹線って、確か 1964 年の東京オリンピックの時にできたのよね。

おじいさん：	そうさ、あれから 54 年、2020 年に東京でまたオリンピックが開かれるなんて夢のよ

うだよ。

明　夫：	  そうか、おじいさんは２つのオリンピックを見ることができるんだね。

おじいさん：	そうなんだ。２つのオリンピックを比べようと思って、当時から現在までの人々の

生活について調べてみたんだ。その資料がここにあるんだよ。

有　子：	 これらを見れば、当時と現在のモノ・サービスの値段の変化が分かるわね。

【問題１】	 資料１を見て、モノ・サービスの値段が、10 年間で一番上昇した時期は何年から何年の間

ですか。また、その時期の日本の経済はどのような状況にありましたか。

【問題２】	 資料 1 を見て、1964 年の東京オリンピック当時から現在までの勤労者世帯実収入の変化の

割合と、その変化の割合が一番近いモノ・サービスを、資料１のア〜エより１つ選び、記号

で答えなさい。

 資料 1　勤労者世帯実収入とモノ・サービスの値段の推移

1965 1975 1985 1995 2005 2015

勤労者世帯実収入（月） 6.5 23.6 44.5 57.1 52.5 52.6 単位　万円

ア	たばこ（20本入り） 30 40 70 90 130 210 単位　円

イ	たまご　１個 13 22 21 17 23 25 単位　円

ウ	そば　１杯 50 200 330 440 500 630 単位　円

エ	コーヒー　１杯 70 200 280 400 450 420 単位　円
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【問題３】	 資料１の「たまご」は、値段があまり変動しないことから物価の優等生と言われます。たま

ごの値段が他のモノ・サービスの値段より上昇の割合が低い理由を、資料２のたまごの生産

費の内訳の割合からその特徴と、資料３の「ドル」「円」の為替相場の推移のグラフから説

明した、次の文章の空らんＡ〜Ｄにあてはまる語句を入れなさい。

	

【説明文】

たまごの生産費の内訳の割合のグラフを見ると、生産費の多くは（　Ａ　）であること

が分かります。（　Ａ　）の多くはトウモロコシなどで、トウモロコシの多くはアメリカ

などからの（　Ｂ　）によります。また、アメリカ「ドル」と日本「円」の為替相場の

推移のグラフを見ると、1970 年代以降は（　Ｃ　）ので、トウモロコシなどは（　Ｄ　）

なりました。そのため値段の変動が少ないのだと考えられます。

 資料２　たまごの生産費の内訳の割合

内訳 割合
生産費

鶏卵1kg当り 1個（60gとして）当り

飼料代 67.1％ 120.6円 7.24円

ひな代 8.1％ 14.6円 0.88円

雇用労賃 6.1％ 11.0円 0.66円

建物・機具 6.1％ 11.0円 0.66円

光熱・水道 2.9％ 5.3円 0.31円

薬剤・医薬品 1.7％ 3.1円 0.19円

その他 8.0％ 14.2円 0.85円

合計 100.0％ 179.8円 10.79円

農林水産省公表平成 23年の採卵養鶏経営の概要より

資料３　アメリカ「ドル」と日本「円」の為替相場の推移

 （１ドルあたりの円の相場）

 （円）

アメリカ「ドル」と日本「円」の為替相場は、アメリカの１ドルが日本の円といくらで交換

できるかということです。グラフの 1950 年代・1960 代年を見ると、アメリカの 1ドルは日本

円の 360 円と交換できることが分かります。1971 年以降はアメリカのドルと日本の円の交換

の相場が変化していて、それまでと比べると、１ドルあたりの円の価値は高くなっています。
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明　夫：	 モノの値段の他に、おじいさんが感じる変化ってあるのかなあ。

おじいさん：	川の汚れや排気ガスなどの環境問題は、今の方がよっぽど改善されているよ。

有　子：	 環境は改善されているかも知れないけれど、マナーはどうかしら？

おじいさん：	そうなんだよ、たばこのポイ捨てなど、マナーについては気になっているよ。

明　夫：	 さっき、歩きながらたばこを吸っている人がいて、もう少しでぶつかりそうになっ

たんだ。

有　子：	 確か国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は「たばこのない五輪」を目指していて、

2012 年のロンドン大会も 2016 年のリオデジャネイロ大会でも、国全体が法律でレス

トランやバーなども含む公共の屋内は、全面禁煙とされていたよね。

おじいさん：	東京都では、10 月 5 日の議会で、東京オリンピックに向けて、次の資料にあるよう

に「東京都子どもを受
じゅ

動
どう

喫
きつ

煙
えん

から守る条例」が可決し、成立したんだよ。

 資料　受動喫煙防止条例で定められた努力義務

家庭で子供と同じ部屋で喫煙しない

受動喫煙の対策を講じていない施設、喫煙専用室に子供を立ち入らせない

子供が同乗する自動車内で喫煙しない

公園や学校周辺の路上などで子供の受動喫煙防止に努める

受動喫煙：たばこを吸わない人が、他人のたばこの煙を吸わされること。火のついたたばこ

から立ち上る煙や喫煙者が吐
は

き出す煙にも有害物質が含まれており、たばこを吸う人だけで

なく、近くにいてたばこの煙にさらされる人にも健康被害が及ぶことが指摘されている。厚

生労働省の研究班によれば、受動喫煙が原因で死亡する人は国内で年間約 1 万 5 千人と推計

されている。喫煙と受動喫煙に伴うたばこの害は国際的に問題視されている。

明　夫：	 そうなんだ。今度の総合学習の授業で、受動喫煙のことを発表することになったんだ。

だから次ページの資料４にあるように『飲食店などの公共の屋内では、ふつうのタ

バコは全面禁煙にすべきだと思う』人の割合の資料を見つけ出したんだ。

有　子：	 資料を読むと、年齢によっても考え方に違いがあるんだとわかったわ。でも、外国

の方をお迎えするんだから、たばこの吸い方をどうするかは、みんなでちゃんと話

し合っていくことが大切よね。

【問題４】	 資料４で、『飲食店などの公共の屋内では、ふつうのタバコは全面禁煙にすべきだと思う』

と答えた人は、調査対象者全員（1817 人）の何％ですか。小数第１位を四捨五入しなさい。

【問題５】	 資料４で、20 代の『全面禁煙にすべき』という意識は他の年代と比べると、どのような傾

向がありますか。また、なぜそのような傾向があると思いますか、自分の考えを述べなさい。
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 資料４ 

※喫煙者：だいたい毎日吸う＋ときどき吸う
　非喫煙者：今は吸わないが以前に吸っていた＋以前からまったく吸わない

※ ( 株 )R&D CORE2017 春オムニバス調査（2017 年 2 月実施）より
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３資料を読んで問題に答えなさい。

資料１

私たち人間をふくむ生物は生きていくためのエネルギーを取り入れる必要があります。一般的に動

物はエネルギーを確保するため食料が必要です。そして、その食料となる動物や植物を見つけるため

に動き回る必要があります。しかし、植物は動物と異なり容易に移動することができません。根を張り、

同じ場所に居続けます。

では、植物はどのようにしてエネルギーを確保するのでしょうか。そうです、光合成を行っている

のです。葉の葉緑体で水、二酸化炭素を原料に、光を利用してデンプンを合成し、根や茎
くき

、葉を成長

させるためのエネルギーにしています。

【葉の断面のイメージ】
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資料２

光合成に必要な光について考えてみます。私たちが光エネルギーを直接、電気エネルギーに変換
かん

す

るのに利用しているのが太陽電池です。人間の体の表面積は約１㎡です。たとえばこれを一般的な太

陽電池でおおっても人が生きていくのに必要なエネルギーにはとうていたりません。したがって太陽

のエネルギーを利用するためには図のような工夫が必要です。同じように太陽の光を利用して光合成

を行う葉も太陽電池と同様の工夫がされているのです。植物に葉がたくさんついているのはできるだ

け多くのエネルギーを利用するためと考えられます。植物は周囲の環
かん

境
きょう

、光の当たる方向やまわりの

他の植物との関係から、自身にとって一番良い形を作り上げていきます。光合成によって作り出した

エネルギーは有限であるため、植物はより光の当たる方向に新たな枝葉をつくっていきます。逆に光

を受けることができない葉にはエネルギーが送り込まれず枯
か

れていきます。

資料３

サボテンには分厚い葉のようなものにトゲのようなものが見えます。あのトゲのようなものがサボ

テンの葉（枝）です。ではあの分厚い葉のようなものは一体何でしょうか。実はあれは茎なのです。

サボテンの葉が一般の植物とは異なるトゲのような形をとったことや、茎が厚みを持つようになった

のには理由があるはずです。光合成を効率よく行うためには水、二酸化炭素、光の３つのバランスが

必要で、どれかひとつだけが多くても、ある一定以上は光合成を行えません。エネルギーを利用する

ことを一番の目的としてサボテンがこのような形状になったとしたら、サボテンがどのような環境に

あって、どのような工夫をしたためなのでしょうか。地球上の二酸化炭素の濃
のう

度
ど

は場所によってそれ

ほど変わりません。そう考えると光と水がヒントになりそうです。ちなみにサボテンの茎は 80 〜 90%

が水分です。



– 9 –

資料４

同じ植物でも異なる環境ではまったく違
ちが

った成長を見せます。「もやし」は大豆などの豆類を特殊
しゅ

な

環境で育てて食用にしている植物です。もやしは豆類を真っ暗な状態で発芽、成長させています。真っ

暗な状態では植物は光合成を行うことができず長くは生きることができません。植物の気持ちになっ

てみると、芽生えたときに真っ暗な状態が続いたらそこは土の中に埋
う

まっていると考えるはずです。

種子の中にある栄養がなくなる前に、光を受けられる地上に早く頭を出さなくてはなりません。その

ために茎はできるだけ急いで背を伸ばす必要があります。このことから光を受けて育った植物とは異

なった成長を見せます。例えばもやしは茎の先端
たん

が下を向いています。これは暗闇
やみ

を土の中だと勘
かん

違
ちが

いしているとすると、土を押し上げながら茎が伸びるのに、茎の先端の成長する部分が傷つかないよ

うにするためだと考えることができます。

 （暗闇で成長した豆類） （光を受けて成長した豆類）

　植物は容易に移動できないため、より良い環境に身を置くことができません。しかし、周囲の環境

に合わせ、競い、自分の形を変えることで生き延びていると考えることができます。

【問題１】	 光合成は動物にはなく、植物特有のはたらきです。植物が光合成を行う目的と植物だけが光

合成を行う理由を資料１〜４から読み取り答えなさい。

【問題２】	 植物はより多くの光合成を行うために、そのつくりにはいくつかの特ちょうがあります。そ

の特ちょうを１つあげ、そのつくりが光合成を行うためにどのような点が有効か答えなさい。

【問題３】	 葉の厚みは一般的に薄いものばかりです。そのような形状でなかった場合、どのような問題

があると考えますか。それは何番の資料からそのように考えたか、資料番号と起こり得る問

題を答えなさい。
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【問題４】	 サボテンの葉がトゲのような形になり、茎が厚みを持つようになったのには理由があるはず

です。光合成をして効率よくエネルギーを利用することを一番の目的としてこのような形状

になったとしたら、サボテンがどのような環境にあって、どのような工夫をしたためだと考

えられますか。以下の中から適切だと思うものを選び、記号で答えなさい。

Ａ　光があまり当たらず気温が非常に低い環境で、葉や茎から水分が蒸発しないようにするため

Ｂ　光があまり当たらず気温が非常に低い環境で、葉や茎が凍
こお

って折れたりしないようにするた

め

Ｃ　光が強く気温が非常に高い環境で、光を集めるよりも葉や茎から水分が蒸発しないようにす

るため

Ｄ　光が強く気温が非常に高い環境で、光を集めるよりも葉や茎から二酸化炭素を集めやすくす

るため

【問題５】	 同じサボテンでもウチワサボテン（図３）は平たく厚みのある形で、タマサボテン（図４）

は丸い球の形をしています。この２つの形状を比べたとき、タマサボテンはウチワサボテン

に比べてどのような環境にあったと想像することができますか。その理由とともに答えなさ

い。

【問題６】	 大豆を暗闇で発芽させ、成長させた「もやし」は大豆が光を受けて育った場合と異なる特ちょ

うがあります。「葉が開かない」という特ちょうはどのようにして作られたと考えられますか。

各資料の情報を参考にして答えなさい。



１
Ａ
思


