
学校法人 仙台育英学園 秀光中等教育学校

2015年度 第一次仙台選抜試験

(第 1問～第 6問 )

注意

0試験開始の合図があるまで,問題用紙を

開かないこと。

。この問題冊子は 7ペ ージあります。

O答えはすべて解答用紙に記入 しなさい。



第 1間
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(答はすべて解答用紙に記入しなさい)
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第 2問 |    にあてはまる数を答えなさい。

(1)10か ら99ま での整数のなかに,4の倍数は |   1個 あります。

(2)大人と子供が40人でバスに乗って旅行 しました。大人は子供の 3分の 1の人数でし

た。子供の人数は |   1人です。

(3)仕入値の20%の利益をみこんで売値をつけた商品を,売値の10%引 きの1080円 で売

りました。利益は |   1円 になります。

(41 秀 くんの家から学校までは下り坂で,登校するのに30分かかります。下校は登り坂な

ので40分かかります。登下校の歩 く速さの差は分速で20mです。秀 くんの家から学校ま

での道のりはL__」 mです。

(5)右の図形は正方形と長方形を組み合わせてできた

五角形です。

正方形の一辺の長さが20cmの とき, この五角形の

面積は |   |ボです。

(6)100mの 直線のコースを,A君 ,B君, C君の 3人が競争 しました。 3人の走る速さ

はそれぞれ一定です。 A君が一番でゴールしたとき, B君 は 5m後 ろにいました。

B君が二番でゴールしたときは,C君は 4m後ろにいました。この競争でA君がゴール

したとき, C君は |   lm後 ろにいました。
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(答はすべて解答用紙に記入しなさい)



(7)あ るクラスで,ノ ー ト148冊,エ ンピツ100本,消 しゴム60個をクラスの全員に同じ

ように分けたら,ノ ー トが20冊,エ ンピツが 4本あまり,消 しゴムが 4個不足 しまし

た。このとき, このクラスの人数は |   1人です。

幅)A君 , B君, C君の 3人で, くだものをそれぞれ 3個ずつ買いました。買ったくだ

(9)緑,黄,青の 3色で右の旗を塗りわけたい

と思います。

全部の色を使 って,右図のA, B, C,Dを

塗りわけるとき,全部で |   1通 りの方法

があります。ただ し,隣 り合 うところに同 じ

色を塗ることはできないものとします。

(向かい合 う場所には同 じ色を塗 ることがで

きます。)

(10)下 の図は,あ る町のバスの通り道です。この町で市内を回るバスを走らせることに

しました。A地点を出発して,同 じ道を通らないで,すべての道路を 1回だけ通るよ

うに走 らせたとき,終点は |   1地点となります。

ものの種類と,代金は下の図のようになりました。 リンゴ 1個の値段は |   1円 に

なります。

A君

カキ 1個, リンゴ2個

620F]

B君

ナシ1個, リンゴ2個

680円

C君

ナシ1個,カ キ 1個, リンゴ1個

550円

レ  D

(答 はすべて解答
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用紙に記入しなさい)



しつ

第 3問 湿度 (%)は

今の気温が15℃で,湿度が55%です。

(1)1ぷの空気中に含まれる水蒸気量は何gですか。

1ピの空気中に含まれている水蒸気量 (g/ど )

'そ の気温における湿度100(%)の ときの水蒸気量 (g/ぷ )

×100

によって求められます。気温とそのときの湿度100(%)の ときの水蒸気量の関係は

下の表になっています。それらの関係は比例 しているものとするとき,次の問いに

答えなさい。

気温

(℃ )

湿度100(%)の ときの水蒸気量

(g/ピ )

25 23.1

20 17.3

15 12.8

10 9.4

兵
Ｊ 6.8

9)こ の室内の温度を20℃ に上げたとき,湿度は何%に なると考えられますか。イヽ数第

2位を四捨五入して答えなさい。

(答はすべて解答用紙に記入しなさい)

-4-



第 4間 ある 2つ の学校A, Bでそれぞれ雨の量を測る実験をしました。学校の屋上にそ

れぞれ同じ雨量計を置き,朝 6時から夕方 6時 (18時)ま での間,雨がたまった量

を記録 しました。下のグラフはある日の学校 Aの記録をグラフにしたものです。

このとき次の問いに答えなさい。

雨の量 (L)

10

ある日の雨の量のグラフ(学校A)

記録した時間 (時)

(1)こ の日の朝 6時から夕方 6時までの間,平均で 1時間ごとに何mLの雨が降りまし

たか。小数第 2位を四捨五入 して答えなさい。

(2)グ ラフ中の朝 8時から朝10時までの時間帯ではどのような事が起こったと思われま

すか。次のア～ウからもっとも適当なものを 1つ選びなさい。

ア 雨の降る量は変わらず,降 り続いていた。

イ 雨が強 く降った。

ウ 雨が止んだ。

(3)学校 Bでは 1日 を通 して 1時間に225mLの 雨が降っていました。このとき,学校A

の雨の量と学校 Bの雨の量が同 じになるのは何時何分ですか。
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(答はすべて解答用紙に記入しなさい)



第 5問 下の図のように小さな立方体を積み重ねて大きな立方体を作 っていきました。

このとき,次の問いに答えなさい。

(1)図 1の立方体は小さな立方体がいくつ集まってできていますか。

(2)図 2の立方体でこの向きから目に見えない小さな立方体はいくつありますか。

(例 :図 1で は目に見えない小さい立方体は1つです)

(3)こ の向きから目に見える立方体が61個あったとき,目 に見えない立方体は全部でいく

つありますか。

●  ●  ●

図 1 図 2
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(答はすべて解答用紙に記入しなさい)



第 6問 直線 ′上を△ABCをすべ らせることなく回転させることを考えます。△ABCは ,

BA=BC=l cm, AC=:cmと すると, 3つ の角はおよそ∠B=90° , ∠A=∠ C=45°

になります。△ABCは , はじめに下図のように置き,点 Cを 中心とし,右側に回転

します。 これによって点A, Bは下図の点A', B'に きます。次に,点 A'を中心

とし,右側に,そ してさらにもう 1回右側に回転 し,△ABCが もとの形のようになっ

て,回転をやめます。

このとき,次の問いに答えなさい。

(1)点 Bは , はじめの回転によって,何度動いて点 B'に移 りますか。

(2)点 Aが,点 A',

分数で答えなさい。

さらに点 A"に 移動するときの点Aが移動する長 さは何mですか。

22
ただし,円周率は7と

します。
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(答はすべて解答用紙に記入しなさい)


