
( 1 )

適 性 検 査 解 答 用 紙 （ Ⅰ ）

受検番号

１ (1)

(2) ② ③

(3) 間違っている慣用表現 正しい慣用表現

→

(4)
→

(5)

(6)

これより下には何も書かないこと

１ Ⅰ

平成２５年度 岡山県立岡山城東高等学校 自己推薦による入学者選抜（普通科）



( 2 )

適 性 検 査 解 答 用 紙 （ Ⅱ ）

受検番号

２ (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

３ (1)

(2)

(3)

これより下には何も書かないこと

２ ３ Ⅱ

平成２５年度 岡山県立岡山城東高等学校 自己推薦による入学者選抜（普通科）



( 3 )

平成２５年度 岡山県立岡山城東高等学校 自己推薦による入学者選抜（普通科）

適 性 検 査 解 答 用 紙 （ Ⅲ ）

受検番号

４ (1)
cm

(2)

(3)
全部で 個 偶数は 個 (4) m

５ (ｱ) (ｲ) (ｳ)

６ (1) (2)
→ → →

(3)
ｇ

７ (1)
反応１で信号が伝わる経路は → → → → → →

であるが，反応２で信号が伝わる経路は → → → → であり，

反応２は を経由しないため反応が速い。

(2)

８ (1) (2)

これより下には何も書かないこと

４ ５ ６ ７ ８ Ⅲ
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平成２５年度 岡山県立岡山城東高等学校 自己推薦による入学者選抜

適 性 検 査

９月に行われた岡山城東高校のオープンスクールでは，生徒会の進行による体育館での説明の後，いく

つかの場所に分かれ，「４つの学類」「学園祭や修学旅行をはじめとする学校行事」「部活動」などの説明

や，「模擬授業」が行われました。１～８の問いに答えなさい。

なお，この文章は今日の適性検査のために作られたものであり，実際のオープンスクールとは異なる内

容が含まれています。

１ 次の場面は，生徒会長の春江さん，生徒会副会長の秋介くん，山岡先生の３人が，オープンスクー

ルのあいさつについて生徒会室で話し合っているところです。これを読んで，(1)～(6)に答えなさい。

先生：伝えたいことはまとまりましたか。

春江：たくさんあって，なかなかうまくまとまりません。自分の思いを人に伝えることは難しいことだ

と改めて感じています。

秋介：今日，あいさつ文を書いてきたので，見ていただけますか。

春江：先生が生徒にお話になる時には，どのようなことに気をつけていらっしゃいますか。

先生：的を射た説明をすることを心がけています。きちんと
①
準備をしていれば，あとは素直に自分の

気持ちを伝えれば大丈夫です。

秋介：緊張しますが，がんばりたいと思います。

先生：では，
②
ハイケンしましょう。

(以下，あいさつ文)

みなさん、岡山城東高校へようこそ。今日、みなさんに会えるのをとても楽しみにしていま

した。高校生活は、中学校に比べると、予習や復習は大変ですが、気が置ける友人にたくさん

出会え、毎日が本当に
③
ジュウジツしています。部活動にも熱心に取り組むことができ、まさ

に文武両道とはこのことです。

(中略)

これから、校歌の３番の一節を紹介したいと思います。

「歴史を拓く 東雲に 師あり友あり たづさへて ともに築かん 久遠の伝統」
ひら しののめ く お ん つ た へ

注）「築かん」の「ん」は、「～しよう」という意味。

この一節には、生徒と先生との「高い志で新たな歴史をつくり出し、限りなく続く伝統を、

Ｘ して築いていこう。」という決意が込められています。

実は、このことを知ったのは、合格後の新入生招集日でした。その時私は、これからの高校

生活に向けて、「 Ｙ 」と決心しました。この時の決心は、今でも私の胸の中にしっかりと刻

まれています。

みなさん、今日一日が高校を選択する時のよいきっかけになりますよう、しっかり楽しんで

ください。

分からないことがあれば、遠慮なく在校生に声をかけてください。

(1) 下線部①の漢字の部首となる部分の形を抜き出して答えなさい。

(2) 下線部②，③のカタカナを漢字に直して楷書で書きなさい。
かいしよ
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(3) 前述の３人の会話とあいさつ文の中に，間違っている慣用表現が一つあります。その慣用表現を

抜き出し，正しい慣用表現に改めなさい。

(4) 校歌の歌詞の中で歴史的かなづかいが使われている用言の単語を抜き出し，現代かなづかいに改

めなさい。

(5) 空欄部Ｘには，波線部をわかりやすく説明した表現の一部が入ります。次に示した熟語を組み合

わせて四字熟語を作り，その中から最も適切な四字熟語を漢字に直して答えなさい。

イシン イッシン イッチ オンコ ジッコウ ダンケツ チシン デンシン フゲン フラン

(6) 空欄部Ｙに入る内容を，あなたの体験や決意を具体的に述べながら，150字以内でまとめなさい。

ただし，空欄部Ｘで答えた四字熟語は使わないこと。また，「、」や「。」も一ます使いなさい。

２ 昨年度の修学旅行は東京とシンガポールの２コースでした。東京コース参加者の太郎さんと花子さ

んの東海道新幹線下りの車内での会話文を読み，(1)～(5)に答えなさい。

太郎：修学旅行，終わってしまったね。新幹線も，いよいよ東京駅を出発か。
①
1914年の完成当時の姿

に復元された東京駅の駅舎，なかなか立派だったね。ところで，今，僕らが乗っている東海道新

幹線の開業が，東京オリンピックと同じ，1964年10月だったってこと，知ってた？

花子：ええ，知っていたわよ。私のおじさんが生まれた年だって，よく聞かされたもの。ちょうど高度

経済成長の最中よね。それにしても，やっぱり東京の人の多さには圧倒されたわ。街も駅も，あ

んなにたくさんの人がいて。それだけ②働く場が，東京にはたくさんあるってことかしら？

太郎：そうだろうね。ところで，二日目の自主研修は，いろいろなところへ行ったけれど，花子さんは，

どこが一番印象に残った？

花子：私は，上野の博物館で見た「東西文明の交流」という特別展が印象に残ったわ。特に，コロンブ

スやマゼランが活躍した
③
大航海時代のコーナーがおもしろかったの。太郎さんはどうだった？

太郎：僕は，千代田区で日本政治の中枢をこの目で見られたのが良かったな。④首相官邸を外から見た

後，国会議事堂は中も見学したよ。その後，少し遠かったけれど，山手線をくぐって日本橋近く

の日本銀行本店にも行ったよ。ここが，
⑤
日本で唯一の発券銀行かと思うと興味深かったね。

花子：帰ったら，自主研修の内容はパネルにまとめて発表することになっているけれど，この様子なら

良い発表ができそうね。

(1) 下線部①について，1914年に始まり日本も参戦した戦争の終結後，平和を守るために成立した世

界最初の国際機構の名称を答えなさい。

(2) 下線部②について，労働の意義としては，収入を得ること以外にどのようなことがあげられるか述

べなさい。

(3) 下線部③について，大航海時代に最も近い時期の日本に関する文章を，下の(ｱ)～(ｴ)から一つ選

び，記号で答えなさい。

(ｱ) 大宰府の防御を強化するために水城が築かれた。

(ｲ) 平泉が奥州藤原氏によって築かれ，独自の繁栄をみせた。

(ｳ) 海と堀に囲まれた堺が，自治都市として繁栄した。

(ｴ) 横浜や神戸が開港地として開発され，発展していった。
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(4) 下線部④に関連して，国会の衆議院で内閣不信任案が可決された場合，内閣はどのようにしなけれ

ばならないか述べなさい。

(5) 下線部⑤について，日本銀行の特別な働きのなかで「唯一の発券銀行」としての働き以外の働きを，

「 の銀行」という表現で表す場合， に入る適当なことばを答えなさい。

３ 昨年度の修学旅行のシンガポールコースについて，(1)～(3)に答えなさい。

(1) 右の図を見てシンガポールの緯度に最も近い

ものを下の(ｱ)～(ｵ)から１つ選び，記号で答え

なさい。

(ｱ) 北緯20° (ｲ) 北緯10°

(ｳ) 北緯・南緯0°(赤道)

(ｴ) 南緯10° (ｵ) 南緯20°

シンガポール

(2) 6月20日13:00に関西国際空港を離陸した飛行

機は，現地時刻の6月20日18:30にシンガポール

のチャンギ空港に到着しました。この飛行機の飛行時間を答えなさい。

なお，シンガポールは東経120°の時刻を採用しており，サマータイム注）は実施していません。

注）サマータイム：夏に時刻を１時間進めて，昼の時間を長くする制度。

(3) 下の表は，日本がシンガポールとインドネシアからどのような品目を輸入しているかを表していま

す。インドネシアと比較してシンガポールからの輸入品の特徴を述べなさい。その際，「工業化」と

いう言葉を用いなさい。

シンガポールからの輸入（2009年） インドネシアからの輸入(2009年)

品目 百万円 ％ 品目 百万円 ％

機械類 259,830 45.5 液化天然ガス 471,455 23.1

石油製品 41,143 7.2 石炭 296,195 14.5

科学光学機器 24,983 4.4 銅鉱 197,274 9.7

有機化合物 24,235 4.2 機械類 160,595 7.9

医薬品 17,064 3.0 原油 131,476 6.5

プラスチック 16,352 2.9 石油製品 84,128 4.1

記録媒体注） 11,649 2.0 魚介類 68,751 3.4

その他 175,239 30.7 天然ゴム 55,263 2.7

計 570,495 100.0 紙類・同製品 44,951 2.2

合板 42,468 2.1

その他 485,006 23.8

計 2,037,562 100.0

（『日本国勢図会 2010/11』から作成）

注）記録媒体：情報を記録・保存するための，磁気ディスクや光ディスクなど。
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４ 理数学類の展示コーナーでは，高校生が中学生に向けて次のような質問を掲示していました。(1)～

(4)に答えなさい。答えに√が含まれるときは√をつけたままで答えなさい。

(1) 底面の半径が10cmで高さが20cmの円柱Ａから，高さが20cmの円柱をくり抜いてできた図のような立

体Ｂの体積は円柱Ａの体積の半分となりました。このとき，くり抜いた円柱の底面の半径はいくらか

答えなさい。

円柱Ａ 立体Ｂ

(2) １から100までをかけた数 １×２×３×４×５×････×98×99×100 が10
n
で割り切れるような

自然数ｎの中で最も大きい数はいくらか答えなさい。

(3) ０，１，２，３，４，５の数字が１つずつ書かれた６枚のカードの中から３枚のカードを選び，左

から順に並べ，３けたの整数をつくるとします。つくられる整数は全部で何個あるか答えなさい。ま

た，このうち偶数は何個あるか答えなさい。ただし，百の位には０は入らないものとします。

(4) 縦10m，横20mの長方形の土地がありま

す。右の図のように，この土地に，縦と

横に同じ幅の道をつくり，残りの部分を

花だんにすることにしました。花だんの

面積と道の面積が同じになるようにする

には，道の幅を何ｍにすればよいか答え

なさい。

５ 理科の模擬授業Ⅰでは，観察した内容をもとにレポートを作りました。次の文章はその一部です。

(ｱ)～(ｳ)の空欄に適当な数値を下の の中から選び，文章を完成させなさい。

天体望遠鏡で太陽を観察すると，表面にいくつかの黒点が見えた。毎日，黒点を観察すると，その位置

は徐々に移動するらしいが，これは太陽が自転するためであると考えられる。調べてみると，太陽はほぼ

球形で，地球と同じように赤道があり，直径は約140万km，赤道付近では１回自転するのに約25日かかる

そうである。以上のことから，円周率を3.14として，赤道上の１周の距離を計算すると，約 (ｱ) 万km

となる。１日は (ｲ) 秒であるから，赤道付近では黒点が移動する速さはおよそ (ｳ) km/秒となる。

0.6 2.0 24 51 220 280 440 1440 3600 43200 86400

2 0 m

10m
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６ 理科の模擬授業Ⅱでは「実験１．気体の確認」と「実験２．結晶の溶解」の実験を行いました。

(1)～(3)に答えなさい。

実験１．気体の確認

試験管Ａ～Ｄは，酸素，二酸化炭素，アンモニア，窒素の各気体のいずれかで満たされ，ゴム栓が

してあります。次の操作を行って満たされている気体を特定しましょう。

操作１．全ての試験管を水中に入れ（図１），水中でゴム栓を開けたところ，

試験管Ａだけが試験管の中に勢いよく水が入り込んだ。

操作２．全ての試験管に火のついた線香を入れたところ，試験管Ｂだけが炎

を上げて燃えた。

操作３．全ての試験管に石灰水を加えたところ，試験管Ｃだけが白く濁った。
図１

実験２．結晶の溶解

硝酸カリウムの溶解度を確認する実験を行いましょう。

操作４．水200gをはかり取り，ビーカーに入れてガスバ

ーナーで加熱した。水温が80℃になったところで，

硝酸カリウム200gを加えたら，完全に溶けた。

操作５．加熱をやめ，水溶液を10℃まで冷却していくと，

次第に水溶液中に結晶が出てきた。

(1) 実験１で，試験管Ｄの中に満たされている気体の名称を答えなさい。
グラフ１

(2) 図２を見て，実験２の操作４でのガスバーナーの着火の手順を説明した下の(ｱ)～(ｶ)から，正しい

ものを４つ選び，操作する順番に並べなさい。

(ｱ) 調節ねじＡとＢを一緒にａの方向に回す。

(ｲ) 調節ねじＡとＢを一緒にｂの方向に回す。

(ｳ) 調節ねじＡだけを回し，青色の炎になるよう調節する。

(ｴ) 調節ねじＢだけを回し，青色の炎になるよう調節する。

(ｵ) マッチに火をつけ，バーナーの口に持っていく。

(ｶ) ガスの元栓を開ける。

図２

(3) グラフ１を見て，実験２の操作５で固体として出てくる結晶の質量は何ｇか答えなさい。ただし，

加熱中の水の蒸発は無視できるものとします。
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７ 理科の模擬授業Ⅲでは「刺激に対する反応」について学習しました。(1)，(2)に答えなさい。

ヒトは目や耳のような感覚器官で刺激を受け取り，その信号を神経によって脊髄や脳に伝えています。
せきずい

脳や脊髄では刺激を感じると同時に，伝わってきた信号に対してどのように反応するかを決定し，その命
せきずい

令が手や足の筋肉へ伝えられて反応が起こります。次のような２つの反応について考えてみましょう。

反応１：コンロにかけてあるヤカンの取っ手を右手でつかんだが，少し熱いと感じたので手を離した。

反応２：コンロにかけてあるヤカンの取っ手を右手でつかんだら，熱かったので思わず手を離した。

(1) 反応１に比べると反応２の方が手を離すまでの時間が短い。その理由を述べた次の文の の中に，

下の語群から適切な語句を選んでその記号を記入しなさい。ただし，同じ語句を繰り返し選んでもよ

ろしい。

反応１で信号が伝わる経路は → → → → → → であるが，

反応２で信号が伝わる経路は → → → → であり，

反応２は を経由しないため反応が速い。

語群：(ｱ)運動神経 (ｲ)感覚神経 (ｳ)右手の皮ふ (ｴ)右手の筋肉 (ｵ)大脳 (ｶ)脊髄
せきずい

(2) 反応２と同様な反応を１つあげなさい。ただし，手や足がものに触れたときの反応は除きます。

８ 次の英文を読んで(1),(2)に答えなさい。

Hi, everyone. My name is Kazuya Aoki. I’m going to tell you about the *International Course of Joto High
School.

In the first year, you can join Joto *Homestay Program during the summer vacation. You can go to England
or America. I decided to go to America because my best friend lived there. Of course, I studied English very
hard in America. My *host family was very nice and kind to me. I had a lot of wonderful experiences. I want
to visit my host family again in the future.

In February of the second year, you have to join a special English program, *ITC. It is a three-day camp and
has many interesting things. What is special about ITC? Do you want to know? Now I tell you the answer.
During ITC, you cannot speak any Japanese. It is really hard but your English will be better.

The most important thing is English classes. Joto has many kinds of English subjects. Some of them are not
done in other high schools. Take different kinds of English classes and be good at English. We are waiting for
you. Let’s enjoy our school life at Joto!
注) International Course：国際ｺｰｽ（国際教養学類） Homestay：ﾎｰﾑｽﾃｲ host family：ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ

ITC：Intensive Training Camp（英語集中合宿）

(1) 次の英語が答えとなるように質問文中の空所に適切な英単語を１語ずつ入れなさい。

To meet his best friend.
質問文： Kazuya decide to go to America?

(2) 次の質問に対する答えとして適切なものを(ｱ)～(ｴ)から１つ選び，記号で答えなさい。

What is special about ITC?
(ｱ) 日本語の使用が一部制限されること

(ｲ) 英語しか使用が認められないこと

(ｳ) 楽しい活動がたくさん用意されていること

(ｴ) ２年生しか参加できないこと
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