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生 物 基 礎

第 1問　細胞の観察に関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 5）に答えよ。

　ムラサキツユクサの葉の細胞を，①光学顕微鏡で観察した。対物レンズ 10倍のとき，

接眼ミクロメーターの10目盛り分が対物ミクロメーターの10目盛り分の長さであった。

対物レンズのみ 40倍に切り替えて，②ムラサキツユクサの葉の裏の表皮で孔
こう

辺
へん

細胞の一

つを観察したところ，長さが接眼ミクロメーターの20目盛り分に相当した。対物ミクロ

メーターの 1目盛りは 10㎛ である。

問 1　下線部①について，光学顕微鏡の使い方に関する記述として，正しいものはどれ

か。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  1

ａ　しぼりを開くと，立体感が強くなる。

ｂ　光学顕微鏡を運ぶときは，鏡台を両手でもつ。

ｃ　接眼レンズを取りつけてから，対物レンズを取りつける。

ｄ　ピントの調節は，接眼レンズをプレパラートに近づけながら行う。

ｅ　プレパラートを右から左へ動かすと，試料は視野の右から左に動く。

問 2　下線部②について，観察したムラサキツユクサの孔辺細胞の長さはいくらか。次

のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  2

ａ　 4㎛

ｂ　 5㎛

ｃ　40㎛

ｄ　45㎛

ｅ　50㎛
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問 3　下線部②について，ムラサキツユクサの葉の孔辺細胞より大きいものはどれか。

次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  3

ａ　ヒトの赤血球

ｂ　黄色ブドウ球菌

ｃ　シアノバクテリア

ｄ　タマネギの表皮細胞

ｅ　ヒト免疫不全ウイルス

問 4　下線部②について，無染色で観察すると，孔辺細胞の中に色の付いた粒状の構造

が多数観察された。この粒状構造は何か。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一

つ選べ。  4

ａ　核

ｂ　液胞

ｃ　葉緑体

ｄ　細胞壁

ｅ　ミトコンドリア

問 5　下線部②について，酢酸カーミン溶液で染色して観察すると，孔辺細胞のみなら

ず周囲のすべての表皮細胞の中に，赤く染まる構造が各細胞に一つずつ観察された。

この構造は何か。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  5

ａ　核

ｂ　液胞

ｃ　細胞壁

ｄ　葉緑体

ｅ　ミトコンドリア
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第 2問　遺伝子とそのはたらきに関する下の問い（問 1～ 5）に答えよ。

問 1　遺伝情報とそれを担う物質に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～

ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  6

ａ　ウイルスは，分裂の際に自身で DNA 複製を行う。

ｂ　原核生物は核がないため，核酸をもっていない。

ｃ　遺伝情報の本体は，タンパク質のアミノ酸配列である。

ｄ　種
しゅ

が同じであれば，異なる種よりも遺伝情報が似ている。

ｅ　親のもつ形質は全て遺伝し，何らかの形で子や孫に現れる。

問 2　DNA の塩基アデニン（Ａ）とチミン（Ｔ），グアニン（Ｇ）とシトシン（Ｃ）の

割合は，どのような生物でもほぼ等しい。この理由となる DNA の構造として，正し

いものはどれか。次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。  7

ａ　らせん構造をしている。

ｂ　相補的な塩基対を形成している。

ｃ　糖とリン酸が交互に結合している。

ｄ　ヌクレオチドが直鎖状につながっている。

ｅ　デオキシリボースと塩基がつながっている。

問 3　RNA と DNA には，その構造や性質に共通点と相違点がある。RNA に関する記

述として，正しいものは次の（ 1）～（ 5）のうちどれとどれか。下のａ～ｅのうち

から最も適当な組合せを一つ選べ。  8

（ 1）　DNA と異なり，核酸ではない。

（ 2）　DNA と異なり，染色体に含まれない。

（ 3）　DNA と同様に，転写によって合成される。

（ 4）　DNA と同様に，遺伝子発現の際に合成される。

（ 5）　DNA と同様に，鋳
い

型
がた

となる塩基配列から合成される。

ａ　（ 1）と（ 4）　　ｂ　（ 1）と（ 5）　　ｃ　（ 2）と（ 3）

ｄ　（ 2）と（ 5）　　ｅ　（ 3）と（ 4）
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問 4　細胞周期に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから最も

適当なものを一つ選べ。  9

ａ　Ｇ1 期のはじめに DNA の複製を開始する。

ｂ　Ｇ2 期の終わりに DNA の複製を終了する。

ｃ　Ｓ期の染色体は，光学顕微鏡で観察できる。

ｄ　Ｓ期 → Ｇ2 期 → Ｍ期 → Ｇ1 期の順に繰り返される。

ｅ　母細胞の DNA は，分裂期の終わりに消失する。

問 5　遺伝子発現に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから最

も適当なものを一つ選べ。 10

ａ　酵素は，遺伝子発現によってつくられる。

ｂ　翻訳されない塩基配列は，遺伝子ではない。

ｃ　遺伝子発現の第一段階は，DNA の複製である。

ｄ　DNA のうち，遺伝子以外の領域も転写される。

ｅ　遺伝子の塩基配列は，アミノ酸配列から推測できない。
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第 3 問　ヒトの腎
じんぞう

臓と肝臓による体液の成分調節に関する次の文章を読み，下の問い 

（問 1～ 5）に答えよ。

　細胞が安定した生命活動を営むためには，①体液の成分の濃度が一定の範囲内に保た

れる必要がある。体液の濃度調節にはたらく器官として，②腎臓と③肝臓は重要である。

安静時の腎臓には，心臓から出た血液の約 　ア　  ％が，肝臓には約 　イ　  ％が流れ

込んでいる。

問 1　上の文章中の空欄 　ア　  と 　イ　  にあてはまる数値として，正しいものはど

れか。次のａ～ｅのうちから最も適当な組合せを一つ選べ。 11

　　ア　　　 イ

ａ　 5　　　 10

ｂ　 5　　　 20

ｃ　 5　　　 30

ｄ　20　　　 30

ｅ　30　　　 10

問 2　下線部①の体液の成分である血しょうに関する記述として，正しいものはどれか。

次のａ～ｅのうちから最も適当なものを一つ選べ。 12

ａ　色は赤褐色を示す。

ｂ　水分が約 80％を占める。

ｃ　免疫グロブリンを含んでいる。

ｄ　タンパク質は含まれていない。

ｅ　ナトリウムの濃度は海水より高い。
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問 3　下線部②の腎臓に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。 13

ａ　胃の前方に一対存在する。

ｂ　細尿管は，膀
ぼうこう

胱に連結している。

ｃ　ネフロンは，腎小体と集合管からなる。

ｄ　腎小体は，糸球体とボーマンのうからなる。

ｅ　血しょうは，ボーマンのうの壁によりろ過される。

問 4　下線部③の肝臓に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちか

ら最も適当なものを一つ選べ。 14

ａ　脳より小さい。

ｂ　横隔膜の真上にある。

ｃ　胃の静脈は，肝門脈に合流しない。

ｄ　肝臓で生成された胆汁は，胃に放出される。

ｅ　肝門脈と肝動脈の両方の血管からの血液が流入する。

問 5　下線部③の肝臓の機能に関する記述として，誤っているものはどれか。次のａ～

ｅのうちから一つ選べ。 15

ａ　解毒作用

ｂ　尿素の合成

ｃ　血糖濃度の調節

ｄ　タンパク質の合成

ｅ　糖質コルチコイドの分
ぶん

泌
ぴ
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第 4問　自律神経系とホルモンによる人体の機能調節に関して，下の問い（問 1・問 2）
に答えよ。

問 1　自律神経系に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうちから最

も適当なものを一つ選べ。 16

ａ　副交感神経は，視床下部から出ている。

ｂ　副交感神経の活動が高まると，体温は上昇する。

ｃ　副交感神経の活動が高まると，心拍数は増加する。

ｄ　交感神経の活動が高まると，小腸のぜん動は促進される。

ｅ　交感神経の活動が高まると，アドレナリンの分泌が増加する。

問 2　ホルモンや内
ないぶんぴせん

分泌腺に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのう

ちから最も適当なものを一つ選べ。 17

ａ　副甲状腺は，腎臓のすぐ上に存在する。

ｂ　チロキシンは，脳下垂体前葉から放出される。

ｃ　バソプレシンは，脳下垂体後葉から放出される。

ｄ　成長ホルモンは，視床下部の神経分泌細胞から分泌される。

ｅ　甲状腺刺激ホルモンが，甲状腺からのホルモン分泌を促進する作用は，フィ

ードバックと呼ばれる。
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第 5問　免疫に関する次の文章を読み，下の問い（問 1～ 3）に答えよ。

　病原体などの外界の有害な異物から，体内環境を守るためのしくみを免疫といい，主

に，皮膚や粘膜での物理的・化学的防御，①食作用を中心とした自然免疫，特定の異物

に対応した適応免疫（獲得免疫）の三重の防御機構がある。また，適応免疫には，細胞

性免疫と②体液性免疫の 2通りの機構がある。

問 1　下線部①の食作用をもつ細胞の例として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのう

ちから最も適当な組合せを一つ選べ。 18

ａ　好中球，樹状細胞

ｂ　好中球，形質細胞（抗体産生細胞）

ｃ　Ｂ細胞，マクロファージ

ｄ　Ｂ細胞，キラーＴ細胞

ｅ　マクロファージ，ヘルパーＴ細胞

問 2　次の（ 1）～（ 5）の記述は，下線部②の防御機構が成立する過程の一部である。

それらを正しい順序で並べてあるものはどれか。下のａ～ｅのうちから最も適当なも

のを一つ選べ。 19

（ 1）　Ｂ細胞が活性化される。

（ 2）　Ｔ細胞が病原体などの情報を認識する。

（ 3）　樹状細胞が病原体などの情報を認識する。

（ 4）　ヘルパーＴ細胞が増殖する。

（ 5）　形質細胞が抗体を産生し，放出する。

ａ　（ 1）→（ 2）→（ 3）→（ 4）→（ 5）

ｂ　（ 2）→（ 3）→（ 1）→（ 5）→（ 4）

ｃ　（ 2）→（ 1）→（ 3）→（ 4）→（ 5）

ｄ　（ 3）→（ 1）→（ 2）→（ 5）→（ 4）

ｅ　（ 3）→（ 2）→（ 4）→（ 1）→（ 5）
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問 3　免疫に関する記述として，正しいものは次の（ 1）～（ 5）のうち，どれとどれ

か。下のａ～ｅのうちから最も適当な組合せを一つ選べ。 20

（ 1）　抗体は，タンパク質である。

（ 2）　リゾチームは，抗体の一種である。

（ 3）　好中球は，炎症時に血管外へ移動する。

（ 4）　ナチュラルキラー（NK）細胞は，主に体液性免疫を担う。

（ 5）　リンパ球は，Ｂ細胞，Ｔ細胞，記憶細胞の 3種に分けられる。

ａ　（ 1）と（ 2）

ｂ　（ 1）と（ 3）

ｃ　（ 2）と（ 4）

ｄ　（ 3）と（ 4）

ｅ　（ 3）と（ 5）
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第 6問　生態系の窒素循環について，下の問い（問 1～ 3）に答えよ。

問 1　生態系の窒素循環に加わる窒素源として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのう

ちから最も適当なものを一つ選べ。 21

ａ　植物の呼吸によって生じた亜硝酸イオン

ｂ　植物の光合成によって生成した窒素化合物

ｃ　動物の窒素固定によって体内に取り込まれた窒素

ｄ　植物の根に共生する根粒菌によって合成された窒素化合物

ｅ　土壌中の微生物の窒素同化によって生じたアンモニウムイオン

問 2　窒素循環の特徴に関する記述として，正しいものはどれか。次のａ～ｅのうち最

も適当なものを一つ選べ。 22

ａ　空中放電は，窒素循環には影響しない。

ｂ　生体内の窒素の大部分は，有機物の移動にともなって循環する。

ｃ　人工的に合成した窒素化合物は，植物に利用されて消失するので循環には含

まない。

ｄ　人間活動によって固定される窒素量は，他の生物によって固定される量より

少ない。

ｅ　動植物の脱窒によって窒素が放出されることで，生態系と大気との窒素循環

が成立する。
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問 3　生態系の窒素循環において，人間活動によって起こりうる現象として，誤ってい

るものはどれか。次のａ～ｅのうちから一つ選べ。 23

ａ　大気への窒素酸化物の放出が増加し，酸性雨が発生する。

ｂ　大気中の二酸化窒素濃度が上昇し，年間平均気温が上昇する。

ｃ　干
ひ

潟
がた

の減少により，有機窒素化合物を分解する自然浄化力が低下する。

ｄ　耕作地の窒素量が増加し，土壌から河川へ流出する窒素量が増加する。

ｅ　湾岸では富栄養化が進行し，プランクトンの異常増殖による赤潮が発生する。


