
適 性 検 査 Ⅲ

１　問題は　 　から　 　までで、１０ページにわたって印刷してあります。

２　検査時間は４５分で、終わりは午後０時１５分です。

３　声を出して読んではいけません。

４　計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。

５　答えは全て解答用紙に明確に記入し、解答用紙だけを提出しなさい。

６　答えを直すときは、きれいに消してから、新しい答えを書きなさい。

７　受検番号を解答用紙の決められたらんに記入しなさい。
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　　あきら君とたかし君は、水田でウキクサを見つけ、興味をもちました。
　　学校に持ち帰ってよく観察すると、大きさは５ｍｍくらいでとても小さく、葉に当たる部

　分は水面にういており、その下から１ｃｍくらいの根が出ていました。ウキクサは水にう

　かんで育つ植物の仲間だと先生が教えてくれました。図１の水田のウキクサの様子とその
　拡

かく

大
だい

写真、ウキクサ1個のスケッチを見ながら、あきら君、たかし君、先生の３人が理科

　室で話をしています。

　図１

根 

葉 

あきら：ウキクサは水田の水面いっぱいにういていたね。ところで、持ち帰ったウキクサの
　　　　数が増えている気がするのだけれど。

たかし：そうだね。ウキクサは簡
かん

単
たん

に仲間を増やせるのかな。

先　生：このウキクサを使って実験をしてみませんか。植物が育つのに大切な条件は何でした
　　　　か。

たかし：光、水、養分、温度です。

先　生：そうです。では、理科室でウキクサを育ててみましょう。

あきら：図２は、実験の様子です。ビーカーの水面にウキクサ
　　　　を１０個うかべています。３日ごとにウキクサを数え

　　　　て１８日間観察しました。実験中、光は十分に当て、

　　　　室温は変わらないようにしました。また、水と養分は

　　　　ウキクサを数える測定日ごとに新しいものに変え十分

　　　　にあたえました。

　　　　１２日目になると、ウキクサは水面いっぱいに増えて

　　　　いました。表１は実験の結果です。ウキクサの数は一
　　　　の位を四捨

しゃ

五入し十の位までのがい数で表しました。

1

図２ ウキクサ
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表１　実験の結果

測定日 ０日目 ３日目 ６日目 ９日目 １２日目 １５日目 １８日目

ウキクサの数 １０個 ２０個 ５０個 １２０個 ２２０個 ２３０個 ２４０個

先　生：ウキクサは親の体から分かれるようにして子が生まれます。そのため、短時間に仲間を
　　　　増やすことができるのです。

たかし：たしかに最初はどんどん増えました。でも、１２日目からウキクサの数があまり変化し
　　　　なくなっていますね。

あきら：何か原因があるのかな。

先　生：では、もう一度、実験をやってみましょう。同じビーカーを用意して、１回目の実験と
　　　　同じ条件と方法でウキクサを育ててみましょう。ただし、今度は、最初に入れるウキク

　　　　サの数を５０個にします。

あきら：表２は、２回目の実験の結果です。同じようにウキクサの数は一の位を四捨五入し十
　　　　の位までのがい数で表しました。今度は、６日目になるとウキクサは水面いっぱいに増

　　　　えました。

表２　実験の結果（２回目）

測定日 ０日目 ３日目 ６日目 ９日目 １２日目 １５日目 １８日目

ウキクサの数 ５０個 １１０個 ２１０個 ２３０個 ２４０個 ２４０個 ２４０個

〔問題１〕　表１と表２のそれぞれの実験の結果を解答らんに折れ線グラフで表しなさい。
　　　　　表したグラフがどちらのグラフか分かるように、表１、表２と示しなさい。

先　生：さて、ウキクサの増え方を比べるためには、「実験期間にウキクサの増える割
わり

合
あい

」を計

　　　　算することが必要です。「実験期間にウキクサの増える割合」とは、実験期間に１個の

　　　　ウキクサがどのくらい仲間を増やすのかを割合で表すことにします。今回の実験では、

　　　　実験期間を３日間にしています。
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あきら：計算結果を百分率で表し、表３のようにまとめました。割
わ

り切れなかった場合は、小数

　　　　第四位を四捨五入して小数第三位まで求め、百分率で表しました。

表３　実験期間にウキクサの増える割合

実験期間 ０～３日目 ３～６日目 ６～９日目 ９～１２日目 １２～１５日目 １５～１８日目

１回目 １００％ １５０％ １４０％ ８３.３％ ４.５％ ４.３％

２回目 １２０％ ９０.９％ ９.５％ ４.３％ ０％ ０％

〔問題２〕　表１～表３を参考にして、［前回の測定日のウキクサの数］を○、［測定日のウキクサ
　　　　の数］を□で表すとき、この「実験期間にウキクサの増える割合」を求めるための計

　　　　算を○□の記号を使って一つの式で書きなさい。

先　生：表３の「実験期間にウキクサの増える割合」が、仮に１５０％で変わらなかったとした
　　　　らどうなるでしょうか。表１では、１８日目に、およそ２４００個、表２では、１８日
　　　　目に、およそ１２０００個まで増える計算になります。実は、ウキクサに限らず、生物

　　　　は、環
かん

境
きょう

が整っていれば、多くの仲間を増やし続けることができるのです。君たちの

　　　　実験結果はこのことを示しているともいえます。しかし、実際には「実験期間にウキク

　　　　サの増える割合」は、と中で小さくなり、やがてウキクサの数にはほとんど変化が見ら

　　　　れなくなりました。

あきら：割合が減っているところは、何か環境に理由があったのですね。つまり「実験期間に
　　　　ウキクサの増える割合」の変化と、ウキクサの数には何か関係があるということになり

　　　　ます。

たかし：その関係について、表１～表３を比べて考えてみると、２４０個くらいまで増えた時
　　　　「実験期間にウキクサの増える割合」は０％に近づいていきます。

〔問題３〕　ウキクサが２４０個から増えなくなる原因は何ですか。あなたの考えを書きなさい。

　　　　また、その原因を確かめる実験を一つ考え、その結果も予想して書きなさい。ただし、

　　　　あきら君とたかし君の実験の結果と比べることで確かめられる実験にし、具体的な数

　　　　値を示して書くこと。
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　　先生とゆいさんとさきさんが、教室で話をしています。

先　生：ゆいさんはアルゴリズムという言葉の意味を知っていますか？

ゆ　い：知りません。

先　生：アルゴリズムとは、ある問題の答えを導き出すための計算方法や、処
しょ

理をする手順のこ

　　　　とを言います。

さ　き：どういうことですか？

先　生：たとえば、「二つの数の最大公約数を求めなさい。」という問題がでたとき、こういった
　　　　計算方法があります。

アルゴリズム１
「二つの数のうち、大きい方を割

わ

られる数、小さい方を割る数として割り算を行い、余りの数

を求める。そして、割る数としたものを、余りの数で割る。これをくり返していけば、最終的に

割り切ることができる。割り切れたときの割る数が、二つの数の最大公約数である。」

さ　き：本当ですか？

先　生：２１と３５で試
ため

してみよう。

３５÷２１＝１・・・１４

２１÷１４＝１・・・７

１４÷７＝２・・・０

したがって割り切れたときの割る数「７」が最大公約数になる。

さ　き：本当だ。確かに７は最大公約数ですね。

ゆ　い：割り算をくり返して、割り切れたときの割る数が最大公約数になるんですね。

２
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先　生：そうです。ほかにもアルゴリズムを考えてみましょう。「ある数を１にしなさい。」とい
　　　　う問題が出たとき、さきさんはどういった計算手順を考えますか？

さ　き：「ある数と同じ数で割り算をする。」かな。例えば、ある数が３であれば、同じ３で割る
　　　　と、「３÷３＝１」で、１になります。

先　生：そうですね。でもこんな方法もありますよ。

アルゴリズム2
「ある数に対して、	操

そう

作
さ

①　奇
き

数であれば３倍して１を足す

	 操作②　偶
ぐう

数であれば２で割る

この操作①か操作②を何度もくり返すと、どんな数でも最終的に１になる。」

ゆ　い：本当ですか。

先　生：試しに２１でやってみよう。

２１は奇数なので操作①　→　２１×３＋１＝６４

６４は偶数なので操作②　→　６４÷２＝３２

３２は偶数なので操作②　→　３２÷２＝１６

１６は偶数なので操作②　→　１６÷２＝８

８は偶数なので操作②　　→　８÷２＝４

４は偶数なので操作②　　→　４÷２＝２

２は偶数なので操作②　　→　２÷２＝１

さ　き：本当だ。１になった。

〔問題１〕　２１と同じようにアルゴリズム２の操作①と操作②を合わせて７回行うと１になる
　　　　数の中で、１から２０までの数を一つ答えなさい。

ゆ　い：このアルゴリズムのように、同じやり方をくり返せば、必ず同じ結果になるというの
　　　　はおもしろいですね。

先　生：日常生活の中にもアルゴリズムの考え方はたくさんありますよ。たとえば、自動はん
　　　　売機の仕組みを、見てみましょう。
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アルゴリズム３
①　自動はん売機にお金が投入される。

②　自動はん売機に商品と同じ代金のお金が投入される。

③　自動はん売機の商品ボタンを点灯する。

④　自動はん売機の商品が選ばれる。

⑤　自動はん売機から商品を出す。

　図１　

先　生：図１では商品と同じ代金のお金が投入されなければ「いいえ」の矢印の方向に進んで
　　　　くり返し、同じ代金のお金が投入されているのならば、「はい」の矢印の方向に進むと

　　　　いうことを表しています。

さ　き：ひし形の中に書かれている条件によって進む方向が変わり、もどって作業をくり返す
　　　　か、その次の手順に進むかが決まるのですね。

ゆ　い：なるほど。商品分のお金を自動はん売機へ入れないと、ボタンが点灯しないということ
　　　　がわかるね。

さ　き：でも、おつりがあるときはどうなるんだろう。

商品と同じ代金の
お金が投入される

開始

お金が投入される

ボタンを点灯する

商品が選ばれる

商品を出す

終りょう

いいえ

はい
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〔問題２〕　おつりがある場合を考えて、次の自動はん売機の仕組みを表した図２の空らん
　　　　 （ア） 	と	 （イ） 	に、当てはまる条件を書きなさい。

　図２　

先　生：このような手順を表した図をフローチャートといいます。

ゆ　い：条件によって、もどったり、進んだり、くり返したり、とおもしろいですね。

先　生：アルゴリズムではありませんが、くり返すことで、規則性が出てくる場合もあります。

ゆ　い：規則性？

先　生：そうですね。図形について、考えてみよう。

開始

お金が投入される

ボタンを点灯する

商品が選ばれる

商品を出す

いいえ

はい

おつりを出す

終りょう

いいえ

はい

（ア）

（イ）
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図３

先　生：図３のように「各辺の真ん中の点４個をそれぞれ結んで、正方形の中に正方形を作る
　　　　操作」をくり返します。この操作を行っていくと、新しくできた正方形の面積はどう変

　　　　化していきますか？

ゆ　い：わかった。操作を一度行うごとに、面積が半分になっていくんですね。

さ　き：本当だね。３回目の操作を行ったときの真ん中にできる一番小さい正方形の面積は、
　　　　最初の正方形の面積の８分の１ということになるね。

先　生：よくできました。同じ作業をくり返すことで、規則的に面積を減らしたり、増やした
　　　　りできるんだね。

〔問題３〕　次の三つの図は、三角形・四角形・六角形のそれぞれを、「図形の辺の長さを２倍し

　　　　てできた頂
ちょう

点を結び、また新しく三角形・四角形・六角形を作る操作」を２回くり返し

　　　　たものである。この三角形と四角形と六角形の中から二つ選び、操作を２回くり返した

　　　　結果できあがった図形の面積と最初の図形の面積を比べたとき、何倍の大きさになっ

　　　　たか答えなさい。
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ゆ　い：立体図形ではどうかな。

さ　き：一辺が３ｃｍの立方体に「テープをまっすぐにはる操作」をくり返してみよう。

　図４

先　生：図４は、一辺が３ｃｍの立方体に「テープをまっすぐにはる操作」を行い、スタート位
　　　　置にもどるまでくり返した図です。展

てん

開図を見てみましょう。

　図５

ゆ　い：立方体ではつながっていたのに、図５の展開図ではテープが切れて見えるね。

さ　き：では一辺が３ｃｍの立方体に図６のように「テープをななめにはる操作」をくり返して
　　　　みたらどうなるのかな。

　図６

先　生：図６のように、一辺が３ｃｍの立方体に「テープをななめにはる操作」をくり返してい
　　　　くとスタート位置にもどるんだよ。

3

1
1

3

1
1
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〔問題４〕　図７の一辺が３ｃｍのサイコロに、図６の「テープをななめにはる操作」を行い、ス
　　　　タート位置にもどるまでくり返す。そのとき、サイコロにはられたテープの形を解答ら

　　　　んの展開図に書きなさい。ただし、テープの模
も

様は考えないものとする。

　図７

ゆ　い：くり返すと規則性が出たり、もとにもどったりと不思議ですね。

さ　き：いろいろな考え方ができるようにがんばろう。


