
 厚生労働省が公表する障害者雇用状況報告の集計結果（令和２年６月１日現在）

によると、民間企業での雇用障がい者数は57万 8,292人で、実雇用率（民間企業が

雇用している障がい者の割合）の 2.15％とともに過去最高値であった。しかしなが

ら、法定雇用率達成企業の割合は 48.6％と前年より増加しているものの未だ半数に

満たない。 

 また、飲食店や宿泊施設などにおける盲導犬の受け入れ拒否や、鉄道駅における

ホームからの転落事故などの事例は後を絶たず、障がい者の自立と社会参加をめぐ

る課題は依然として多いのが現状である。 

そこで、次の問いに答えなさい。 

問１ 障がい者の自立と社会参加が求められる意義について述べなさい。 

問２ 問１の内容をふまえ、障がいのある人が希望や能力、適性をいかして活躍で

き、障がいの有無によって分け隔てられることのない社会を実現するために、

社会全体でどのように取り組んでいくべきか、あなたの考えを述べなさい。 

教 養



専 門

※ 問題は【問９】まであります。

【問１】【問３】【問４】【問５】に関しては

著作権保護の理由により非公表となっているため、【問９】の次に例題を掲載しています。



【問 １】及び【問 ２】は必須問題です。

【問 １】及び【問 ２】については、全ての問題に解答してください。

【問 ３】～【問 ５】の３問は選択問題です。

【問 ３】～【問 ５】の３問から任意の１問を選択し解答してください。

 解答用紙には、まず選択した問題番号を『選択問題番号』欄に記入した後、

該当する欄に解答を記入してください。

 ただし、『選択問題番号』欄が無記入の場合は解答を無効とするので、注意

してください。

【問 ６】～【問 ９】の４問は選択問題です。

【問 ６】～【問 ９】の４問から任意の２問を選択し解答してください。

解答用紙には、まず選択した問題番号を『選択問題番号』欄に記入した後、

該当する欄に解答を記入してください。

 ただし、『選択問題番号』欄が無記入の場合は解答を無効とするので、注意

してください。



※【問 １】に関しては著作権保護の理由により非公表



【問 ２】 次の（１）～（４）の問いに答えなさい。 

（１） 元素の安定同位体について、次の問いに答えなさい。

ア 塩素原子 Cl は 35Cl と 37Cl の 2 種類の安定同位体をもつことが知ら

れている。それらの存在比が 35Cl：37Cl ＝ 75：25 であるとき、塩素

原子の原子量を求めなさい。ただし、35Cl の質量数を 35、37Cl の質量

数を 37 とする。なお、解答に至る過程も簡潔に記述しなさい。解答は

有効数字３桁とする。

イ 炭素原子 C は 12C と 13C の 2 種類の安定同位体をもつことが知られ

ている。上記アの条件に加えて、炭素原子の存在比が 12C：13C ＝
99：1 であるとき、クロロベンゼン（C6H5Cl）の分子量を求めなさい。

ただし、12C の質量数を 12、13C の質量数を 13、1H の質量数を 1 とし、

水素原子はすべて 1H であるとする。なお、解答に至る過程も簡潔に記

述しなさい。解答は有効数字５桁とする。

（２） あるタンパク質 0.090 g を溶かした水溶液 15 mL を用いて浸透圧を測

定したところ、27℃で 2.1×102 Pa であった。このタンパク質の分子量

を求めなさい。ただし、気体定数を 8.3×103 Pa･L/(mol･K)とする。なお、

解答に至る過程も簡潔に記述しなさい。解答は有効数字 2 桁とする。

（３） 市販されているレモン果汁の 40 倍希釈液を 20 mL 採取し、0.1 mol/L
（F =0.986）の水酸化ナトリウムで中和滴定を実施したところ、5.64 mL
を要した。中和された酸は全てクエン酸であり、レモン果汁の密度が 1.10
g/mL とすると、クエン酸の含有率は何％（w/w %）か求めなさい。ただ

し、クエン酸（分子量：192.1）の構造式は次のとおりである。なお、解

答に至る過程も簡潔に記述しなさい。解答は有効数字 3 桁とする。



（４） 水 100 g にグルコース（分子量：180）1.8 g を溶かした溶液の沸点は、

水の沸点と比較し、0.052 K 高かった。7.5 g の尿素を水 250 g に溶かし

た溶液の沸点は何℃か求めなさい。ただし、水の沸点を 100℃とする。な

お、解答に至る過程も簡潔に記述しなさい。解答は有効数字 5 桁とする。 



※【問 ３】に関しては著作権保護の理由により非公表



※【問 ４】に関しては著作権保護の理由により非公表



※【問 ５】に関しては著作権保護の理由により非公表



【問 ６】 次の記述 A～G の空欄 (1) ～  (7) に当てはまる元素名とそ

の元素の周期表における位置を下の周期表中の番号１～35 で答えな

さい。また、記述 G の空欄(ア)に該当する基本単位を答えなさい。 

A (1) は様々な金属とアマルガムと呼ばれる合金を生成する。

B ルビー、サファイア等のコランダムの主成分は (2) の酸化物である。 
C (3) は全ての元素の中で、最大の電気陰性度を持つ。

D 小惑星探査機「はやぶさ２」に搭載されているイオンエンジンの推進剤

には、 (4) ガスが使用されている。

E (5) は 2016 年 11 月 30 日 IUPAC から発表された、日本が初めて命

名した元素である。

F 2010 年有機合成における (6) 触媒クロスカップリング反応の研究に

対し、リチャード・ヘック博士、根岸栄一博士及び鈴木章博士にノーベル

化学賞が授与された。

G 国際単位系の７つの基本単位のうち、 (ア) は次のように定義されて

いる。

It is defined by taking the fixed numerical value of the   (7)○ 
frequency, the unperturbed ground-state hyperfine transition 
frequency of the   (7)   133 atom, to be 9 192 631 770 when 
expressed in the unit Hz, which is equal to s-1.  

〔周期表〕

H 1 
2 Be B C N O 3 Ne 

Na Mg 4 Si P S Cl Ar 
5 Ca Sc 6 V 7 Mn 8 9 10 11 12 Ga Ge As Se 13 14 

Rb Sr Y Zr Nb 15 Tc Ru Rh 16 Ag 17 In 18 19 Te 20 21 
22 23 *1 Hf Ta 24 Re Os Ir 25 Au 26 Tl 27 28 Po 29 30 
31 32 *2 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn 33 Fl Mc Lv 34 35 

*１：ランタノイド *２：アクチノイド



【問 ７】 次の（１）～（４）の問いに答えなさい。 

（１） 酢酸の pKa は 4.7、ピクリン酸の pKa は 0.3 である。どちらが強い酸

か答えなさい。

（２） ジメチルアンモニウムイオンはアンモニウムイオンよりも大きな pKa
を有する。ジメチルアミンとアンモニアではどちらが強い塩基であるか、

「共役塩基」という語を使って説明しなさい。

（３） 次の（ア）～（オ）の化合物のうち、Lewis 塩基であるものを全て選

び、記号で答えなさい。

（ア）CH3CH2CH2OH （イ） （ウ）

（エ） （オ）CH3CH2NH-CH3 

（４） アセチレンの pKa は 25、アンモニアの pKa は 36 である。次の反応は

起こるか。その理由と共に答えなさい。

＋ Na NH2 + NH3



【問 ８】 次の（１）～（３）の問いに答えなさい。

（１） 機器分析に関する次の記述 A～F の空欄 （ア） ～  （ク） に最

も妥当な言葉を、選択肢 a～y の中から選び、それぞれ記号で答えなさい。 

A ラマンスペクトル分析法では、分子の （ア） が変化する分子骨格振動に

起因する散乱光を観測する。

B 原子吸光分析法では、光源に （イ） を用いる。

C  （ウ） 法とは、目的成分の濃度の異なる標準溶液に、目的成分と物理的・

化学的性質の類似した成分を一定量添加し、これら二成分を同時に測定する

ことにより、その吸光度比等をプロットする検量線法である。

D 核磁気共鳴法では、 （エ） によって、分裂したピークが観測される。一

般に、その水素原子が結合している炭素原子に結合する水素原子の数を X－1
個とすると、 （オ） 個に分裂する。

E 熱的に不安定な成分を同定する場合、 （カ） クロマトグラフィー質量分

析を用いる。

F  （キ） 多重度間で遷移するときに放出される光を蛍光といい、一般にそ

の波長は、励起光よりも （ク） 波長側に移ることが多い。

選択肢

a. 双極子モーメント b. 磁気モーメント c. 分極率

d. 封入式管球 e. シンチレーション計数管 f. 中空陰極ランプ

g. グローバー h. レーザー i. 絶対検量線

j. 標準添加 k. 内標準 l. 外標準

m. 電子スピン共鳴 n. 化学シフト o. スピン－スピン○

相互作用

p. X－2 q. X－1 r. X
s. X＋1 t. ガス u. 液体

v. 同じ w. 異なる x. 長

y. 短



（２） 弱酸と強塩基から生成する塩の水溶液がアルカリ性を示す理由につい

て説明した次の記述の、反応式①及び反応式②の空欄 （ア） 及び 

○○（イ）○ を答えなさい。

弱酸を酢酸、強塩基を水酸化カリウムとする。これらから生成する塩、酢酸

カリウムは強電解質であるため、反応式①に示すように、水に溶けて完全に解

離する。それに伴い、イオンが引き続き反応式②を起こすため、水溶液はアル

カリ性に傾く。

反応式①： CH3COOK （ア）

反応式②：  （イ）

（３） 種々のｐＨに調製した 1.00×10－5 mol/L のメチルレッド水溶液の 525 nm
における吸光度を測定したところ、下の表のような結果を得た。ここか

らメチルレッドの酸解離定数（Ｋａ）を求めなさい。

ただし、10－4.5 = 3.2×10－5、10－5.5 = 3.2×10－6とする。なお、解答に至

る過程も簡潔に記述しなさい。解答は有効数字 3 桁とする。 

〔表〕

pH 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.8 9.2 
吸光度 0.510 0.510 0.460 0.395 0.260 0.100 0.045 0.010 0.010 



【問 ９】 次の（１）～（７）の問いに答えなさい。

（１） 下の図はタンパク質の一次構造に見られるペプチド結合の化学構造の

一部を示したものである。このペプチド結合を加水分解したとき、切断

される結合はどれか。切断される結合に×印をつけて示しなさい。

なお、図中の R および R’はアミノ酸側鎖を示している。 

（２） タンパク質分子の分子量を調べる方法として、ゲルろ過クロマトグラ

フィーと、ドデシル硫酸ナトリウム－ポリアクリルアミドゲル電気泳動

（SDS-PAGE）が知られている。

タンパク質Ａ～Ｃがあり、Ａの分子量が 15 kD、Ｂの分子量が 30 kD、

Ｃの分子量が 50 kD であるとき、Ａ～Ｃをゲルろ過クロマトグラフィー

における溶出が早い順に並べなさい。また、Ａ～Ｃを SDS-PAGE におけ

る移動度が大きい順に並べなさい。

（３） 次の記述ア及びイが示す用語は何か。それぞれカタカナで答えなさい。

ア タンパク質の構造や三次元配座に関与する、チオール基同士の-S-S-
結合の別名

イ アの結合に関与するアミノ酸残基

（４） 消化酵素の一種であるトリプシンは、ポリペプチドの残基に正電荷を

もつアミノ酸のＣ末端側でポリペプチド鎖を切断するが、Ｃ末端側の隣

接するアミノ酸がプロリンの場合は切断しないことが知られている。

下に３文字表記または１文字表記でアミノ酸配列を示すポリペプチド

Ａ、Ｂについて、トリプシンが切断する位置を×印で全て示しなさい。

（例：      ）

Ａ： Met－Ile－Pro－Lys－Tyr－Phe－Gln－Arg－Pro－Val－Asp－Trp 
Ｂ： W－C－A－R－V－F－P－L－I－K－G－Q－S－Y－E－T 



（５） 下の図は二糖の構造を示したものである。ａ～ｅのうち、スクロース

（ショ糖）はどれか。ａ～ｅの記号で答えなさい。



（６） 下の図はα－Ｄ－グルコピラノースの構造を示したものである。

α－Ｄ－グルコピラノース

α－Ｄ－グルコピラノースは開環型のＤ－グルコースと平衡状態にある

ことが知られている。

開環型のＤ－グルコースの構造を、記載例に従ってフィッシャー投影式

で書きなさい。ただし、炭素の番号を揃えること。

記載例



（７） 次の記述の下線部（ア）～（エ）の語句が正しければ○を、誤ってい

れば正しい語句を記入しなさい。また、（オ）及び（カ）の構造式として

適切なものを下の選択肢から選びなさい。

脂肪酸は天然脂質の主要な構成成分であり、一般に炭素数が（ア）偶

数の直鎖状である。脂肪酸のうち、不飽和脂肪酸は一般に（イ）動物油

に多く含まれており常温では（ウ）液体である。また、二重結合が増え

るほど融点が（エ）上昇する。不飽和脂肪酸の一例としては、（オ）ドコ

サヘキサエン酸が有名であり、近年はサプリメント等で目にすることも

多い。一方、飽和脂肪酸の中で天然に最も多く存在するものは（カ）パ

ルミチン酸、ステアリン酸である。

選択肢

a b 

c d 



分子の形に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

１．O3は折れ線形である。
２．H2Sは直線形である。
３．NH3は，Nを中心とする平面三角形である。
４．PCl5は，Pを底面の中心とする四角錐形である。
５．SF6は，Sを中心とする平面六角形である。



〔№　３４〕　次のア～オの界面活性剤を，カチオン界面活性剤，アニオン界面活性
剤及びその他の界面活性剤（両性界面活性剤及び非イオン界面活性剤）に正しく
分類しているのはどれか。

ア．セッケン
イ．ポリエチレンオキシド
ウ．アルキルピリジニウム塩
エ．アルキルアリールスルホン酸塩
オ．アルキルジメチルアンモニウムベタイン

カチオン アニオン　　　その他の
　　界面活性剤　　界面活性剤　　界面活性剤
１．　ア イ，エ ウ，オ
２．　ア，イ エ ウ，オ
３．　ウ ア，エ イ，オ
４．　ウ，オ ア，イ エ
５．　エ，オ ア イ，ウ





哺乳類の糖質代謝に関する次の記述のうち，正しいのはどれか。

１．グリコーゲンは，解糖系の中間代謝物であるフルクトース １, ６  ビスリン酸から，
GTPの加水分解を伴って生合成される。

２．グルコースが二酸化炭素と水にまで酸化されることにより得られるエネルギーの
大半は，基質レベルのリン酸化を通じてATPに保存される。

３．ペントースリン酸回路では，グルコースが代謝される過程でユビキノンが還元さ
れ，脂肪酸合成に必要な還元型ユビキノンが生成される。

４．糖新生では，脂肪酸のb酸化によって生成されたアセチルCoAから，グルコース
が生合成される。

５．筋肉において，酸素供給が不十分なときには，解糖系によって生成されたピルビ
ン酸が還元され，乳酸が生じる。



薬物のタンパク結合に関する次の記述のうち，正しいのはどれか。

１．ワルファリンは，血中に入ると極めて速くアルブミンに結合し，その反応は不可
逆的である。

２．血漿中でアルブミンに結合したイブプロフェンは，生体膜を通過することができ
ない。

３．インドメタシンは，a1- 酸性糖タンパク質との親和性が，アルブミンとの親和性
よりも高い。

４．リドカインは，アルブミンとの親和性が，a1- 酸性糖タンパク質との親和性より
も高い。

５．ジアゼパムは，アルブミン分子上の結合サイトⅠに結合する。
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