
2023 年度学校推薦型選抜（公募制）小論文 出題趣旨または過去問題 

創域理工学部 

○数理科学科（数学に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 
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○先端物理学科 
（数学に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（物理に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 

おんさが発する音波の振動数を求めるために，ガラス管内の気柱を共鳴させる実験を行う。図 
のように，ガラス管と水だめをゴム管でつなぎ，水だめに水を注ぐ。水だめの水面とガラス管内 
の水面の高さは等しくなるので，水だめの位置を鉛直方向に上下にゆっくりと動かすと，ガラス 
管内の水面の位置もこれにあわせて上下に動く。ガラス管には目盛りが記してあり，開口端から 
水面の位置までの距離を読み取ることができる。ガラス管の開口端の上方でおんさを鳴らしなが 
らガラス管内の水面の位置を変化させていくと，水面がある位置に達したときに気柱が共鳴し， 
おんさの音が大きく聞こえる。実験の手順，ならびに結果を以下に示す。 
 



手順１  ガラス管内の水面を開口端にできるだけ近づけた後， 
おんさを鳴らしながら水面の位置をゆっくり下げていくと， 
水面がある位置に達したときに気柱がはじめて共鳴する。 
これを 1 回目の共鳴とする。1 回目の共鳴が生じたときの 
水面の位置をガラス管の目盛りによって読み取る。 
また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 

 手順２  1 回目の共鳴を観測した後，引き続きおんさを鳴らしながら 
水面の位置をゆっくり下げていくと，2 回目の共鳴が生じる。 
このときの水面の位置を読み取る。また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 

 実験結果 
    1 回目の共鳴 水面の位置：16.0 cm 気温：22.5 ℃ 
    2 回目の共鳴 水面の位置：50.5 cm 気温：22.5 ℃ 
 
 
問１ おんさが発する音波の振動数を求めるためには， 

空気中の音の速さ（音速）を知る必要がある。 
音速は，0 ℃ の空気において 331.5 m/s であり， 
気温が 1 ℃ 変化するごとに 0.6 m/s ずつ変化する 
ことが知られている。一方，右図のように，気温が 
地上からの高さによって異なると音波が屈折する。 
そこでこの図を参考にして，温度の異なる 2 つの 
空気層の境界を斜めに横切って進む音波の波面の模式図を描き，その図に基づいて音速と 
気温の関係を文章と数式で説明しなさい。そしてその結論から，気温 22.5 ℃における音速を 
m/s を単位として，有効数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 2  おんさが発する音波はガラス管内の水面で反射し，ガラス管内には音波による定在波が生

じる。定在波において，節とは媒質（空気）が全く振動しない所であり，腹とは媒質が大きく
振動する所である。このことに関連付けながら，水面と開口端はそれぞれ定在波の節，腹の
いずれであるかを，文章で説明しなさい。 

 
問 3  気柱の定在波では，空気の圧力（密度）が場所と時間により周期的に変化している。定在

波の節と腹では，圧力の変化はどのようになっているだろうか。気柱の定在波の模式図を用
いながら，文章で説明しなさい。このとき，音波は縦波であり，模式図は縦波を横波として
表現していることに注意すること。 

 
問 4  開口端には，気柱の定在波の節あるいは腹（問 2 の答による）が存在するが，それは実際

には開口端のわずかに外側にあり，そのずれの距離を開口端補正という。開口端補正は考慮
するが値は未知であるとして，1 回目と 2 回目の共鳴の時の気柱の定在波の模式図を描き，
これを文章と数式を用いて説明しながら，気温 22.5 ℃ における音波の波長を cm を単位と



して，有効数字 3 桁で求めなさい。特に，なぜ 2 回目の測定が必要なのかについて，説明の中
で必ず述べること。 

そして，得られた波長と問 1 の結果を用いて，おんさの振動数を Hz を単位として，有効
数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 5  上記の実験では，1 回目と 2 回目の気温が同じであったが，これらが異なるときにも，全

く同じ実験からおんさの振動数を求めることができるだろうか？気温が変化したときに，共
鳴が生じる水面の位置がどのように変化するか(あるいはしないか)について考察し，おんさ
の振動数が求められるかどうかを，文章と数式を用いて説明しなさい。ただし，開口端補正
は気温やおんさの振動数によらず一定であるとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

○情報計算科学科（数学に関する小論文／出題趣旨） 

数学（数学 I, II, A, B）について、教科書に記載されている定理、法則，概念等の基本的な理解を
問うとともに、提起された課題を数学的に整理、考察し、それらの定理、法則、概念等を使った
解決法を記述形式で解答させることによって、単なる計算力だけではなく、論理的に考え、それ
を数学的に表現する力を問う。場合によっては、一定の誘導をつける。 
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○生命生物科学科（生物に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 

地球上のほぼ全ての生物には，遺伝的な多様性を高めようとする性質があり，その代表的なし
くみの一つが減数分裂である。有性生殖を行う多くの動物では，雌雄それぞれから減数分裂によ
り遺伝的に多様な配偶子が作られ，それが接合して子個体が生じる。このように減数分裂では，
遺伝的に多様な娘細胞が生じるが，それは減数分裂時に体細胞分裂では見られないある二つの現
象に起因している。以下の用語を全て用いて，その二つの現象を減数分裂のしくみと共に説明し
なさい。 

用語： 対合 乗換え 相同染色体 第一分裂 第二分裂 二価染色体 
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○建築学科（スケッチ及び論述／出題趣旨） 

建築学においては、私たちの身体を取り巻く「空間」を捉え、豊かな空間を創造する能力が重要
である。建築学科では、著名な建築のスケッチ及びその内容の空間的特徴の論述を課すことで、
空間把握の適性及び思考力、表現力を測る。 
  



○先端化学科（化学に関する小論文／出題趣旨） 

化学(化学基礎及び化学)の教科書に記載されている化学的知識、法則、概念等の基本的な理解・思
考力に加えて、論理的な表現力を問うことを目的とする。そのために、提起された課題に対して、
序論、本論、結論に分けた論述形式で分かりやすく解答させる。場合によっては、一定の誘導を
付す。 
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○電気電子情報工学科 
（数学に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（物理に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 

おんさが発する音波の振動数を求めるために，ガラス管内の気柱を共鳴させる実験を行う。図 
のように，ガラス管と水だめをゴム管でつなぎ，水だめに水を注ぐ。水だめの水面とガラス管内 
の水面の高さは等しくなるので，水だめの位置を鉛直方向に上下にゆっくりと動かすと，ガラス 
管内の水面の位置もこれにあわせて上下に動く。ガラス管には目盛りが記してあり，開口端から 
水面の位置までの距離を読み取ることができる。ガラス管の開口端の上方でおんさを鳴らしなが 
らガラス管内の水面の位置を変化させていくと，水面がある位置に達したときに気柱が共鳴し， 
おんさの音が大きく聞こえる。実験の手順，ならびに結果を以下に示す。 
 

手順１  ガラス管内の水面を開口端にできるだけ近づけた後， 
おんさを鳴らしながら水面の位置をゆっくり下げていくと， 
水面がある位置に達したときに気柱がはじめて共鳴する。 
これを 1 回目の共鳴とする。1 回目の共鳴が生じたときの 
水面の位置をガラス管の目盛りによって読み取る。 
また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 

 手順２  1 回目の共鳴を観測した後，引き続きおんさを鳴らしながら 
水面の位置をゆっくり下げていくと，2 回目の共鳴が生じる。 
このときの水面の位置を読み取る。また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 



 実験結果 
    1 回目の共鳴 水面の位置：16.0 cm 気温：22.5 ℃ 
    2 回目の共鳴 水面の位置：50.5 cm 気温：22.5 ℃ 
 
問１ おんさが発する音波の振動数を求めるためには， 

空気中の音の速さ（音速）を知る必要がある。 
音速は，0 ℃ の空気において 331.5 m/s であり， 
気温が 1 ℃ 変化するごとに 0.6 m/s ずつ変化する 
ことが知られている。一方，右図のように，気温が 
地上からの高さによって異なると音波が屈折する。 
そこでこの図を参考にして，温度の異なる 2 つの 
空気層の境界を斜めに横切って進む音波の波面の模式図を描き，その図に基づいて音速と 
気温の関係を文章と数式で説明しなさい。そしてその結論から，気温 22.5 ℃における音速を 
m/s を単位として，有効数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 2  おんさが発する音波はガラス管内の水面で反射し，ガラス管内には音波による定在波が生

じる。定在波において，節とは媒質（空気）が全く振動しない所であり，腹とは媒質が大きく
振動する所である。このことに関連付けながら，水面と開口端はそれぞれ定在波の節，腹の
いずれであるかを，文章で説明しなさい。 

 
問 3  気柱の定在波では，空気の圧力（密度）が場所と時間により周期的に変化している。定在

波の節と腹では，圧力の変化はどのようになっているだろうか。気柱の定在波の模式図を用
いながら，文章で説明しなさい。このとき，音波は縦波であり，模式図は縦波を横波として
表現していることに注意すること。 

 
問 4  開口端には，気柱の定在波の節あるいは腹（問 2 の答による）が存在するが，それは実際

には開口端のわずかに外側にあり，そのずれの距離を開口端補正という。開口端補正は考慮
するが値は未知であるとして，1 回目と 2 回目の共鳴の時の気柱の定在波の模式図を描き，
これを文章と数式を用いて説明しながら，気温 22.5 ℃ における音波の波長を cm を単位と
して，有効数字 3 桁で求めなさい。特に，なぜ 2 回目の測定が必要なのかについて，説明の中
で必ず述べること。 

そして，得られた波長と問 1 の結果を用いて，おんさの振動数を Hz を単位として，有効
数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 5  上記の実験では，1 回目と 2 回目の気温が同じであったが，これらが異なるときにも，全
く同じ実験からおんさの振動数を求めることができるだろうか？気温が変化したときに，共鳴が
生じる水面の位置がどのように変化するか(あるいはしないか)について考察し，おんさの振動数
が求められるかどうかを，文章と数式を用いて説明しなさい。ただし，開口端補正は気温やおん
さの振動数によらず一定であるとする。 



○経営システム工学科（数学に関する小論文／出題趣旨）  

数学（数学 I, II, A, B）について、教科書に記載されている定理、法則，概念等の基本的な理解を
問うとともに、提起された課題を数学的に整理、考察し、それらの定理、法則、概念等を使った
解決法を記述形式で解答させることによって、単なる計算力だけではなく、論理的に考え、それ
を数学的に表現する力を問う。場合によっては、一定の誘導をつける。 
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○機械航空宇宙工学科 
（数学に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（物理に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 

おんさが発する音波の振動数を求めるために，ガラス管内の気柱を共鳴させる実験を行う。図 
のように，ガラス管と水だめをゴム管でつなぎ，水だめに水を注ぐ。水だめの水面とガラス管内 
の水面の高さは等しくなるので，水だめの位置を鉛直方向に上下にゆっくりと動かすと，ガラス 
管内の水面の位置もこれにあわせて上下に動く。ガラス管には目盛りが記してあり，開口端から 
水面の位置までの距離を読み取ることができる。ガラス管の開口端の上方でおんさを鳴らしなが 
らガラス管内の水面の位置を変化させていくと，水面がある位置に達したときに気柱が共鳴し， 
おんさの音が大きく聞こえる。実験の手順，ならびに結果を以下に示す。 
 

手順１  ガラス管内の水面を開口端にできるだけ近づけた後， 
おんさを鳴らしながら水面の位置をゆっくり下げていくと， 
水面がある位置に達したときに気柱がはじめて共鳴する。 
これを 1 回目の共鳴とする。1 回目の共鳴が生じたときの 
水面の位置をガラス管の目盛りによって読み取る。 
また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 

 手順２  1 回目の共鳴を観測した後，引き続きおんさを鳴らしながら 
水面の位置をゆっくり下げていくと，2 回目の共鳴が生じる。 
このときの水面の位置を読み取る。また，温度計を用いて開口端付近の気温を測定する。 



 実験結果 
    1 回目の共鳴 水面の位置：16.0 cm 気温：22.5 ℃ 
    2 回目の共鳴 水面の位置：50.5 cm 気温：22.5 ℃ 
 
問１ おんさが発する音波の振動数を求めるためには， 

空気中の音の速さ（音速）を知る必要がある。 
音速は，0 ℃ の空気において 331.5 m/s であり， 
気温が 1 ℃ 変化するごとに 0.6 m/s ずつ変化する 
ことが知られている。一方，右図のように，気温が 
地上からの高さによって異なると音波が屈折する。 
そこでこの図を参考にして，温度の異なる 2 つの 
空気層の境界を斜めに横切って進む音波の波面の模式図を描き，その図に基づいて音速と 
気温の関係を文章と数式で説明しなさい。そしてその結論から，気温 22.5 ℃における音速を 
m/s を単位として，有効数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 2  おんさが発する音波はガラス管内の水面で反射し，ガラス管内には音波による定在波が生

じる。定在波において，節とは媒質（空気）が全く振動しない所であり，腹とは媒質が大きく
振動する所である。このことに関連付けながら，水面と開口端はそれぞれ定在波の節，腹の
いずれであるかを，文章で説明しなさい。 

 
問 3  気柱の定在波では，空気の圧力（密度）が場所と時間により周期的に変化している。定在

波の節と腹では，圧力の変化はどのようになっているだろうか。気柱の定在波の模式図を用
いながら，文章で説明しなさい。このとき，音波は縦波であり，模式図は縦波を横波として
表現していることに注意すること。 

 
問 4  開口端には，気柱の定在波の節あるいは腹（問 2 の答による）が存在するが，それは実際

には開口端のわずかに外側にあり，そのずれの距離を開口端補正という。開口端補正は考慮
するが値は未知であるとして，1 回目と 2 回目の共鳴の時の気柱の定在波の模式図を描き，
これを文章と数式を用いて説明しながら，気温 22.5 ℃ における音波の波長を cm を単位と
して，有効数字 3 桁で求めなさい。特に，なぜ 2 回目の測定が必要なのかについて，説明の中
で必ず述べること。 

そして，得られた波長と問 1 の結果を用いて，おんさの振動数を Hz を単位として，有効
数字 3 桁で求めなさい。 

 
問 5  上記の実験では，1 回目と 2 回目の気温が同じであったが，これらが異なるときにも，全
く同じ実験からおんさの振動数を求めることができるだろうか？気温が変化したときに，共鳴が
生じる水面の位置がどのように変化するか(あるいはしないか)について考察し，おんさの振動数
が求められるかどうかを，文章と数式を用いて説明しなさい。ただし，開口端補正は気温やおん
さの振動数によらず一定であるとする。 



○社会基盤工学科（数学に関する小論文／2022 年度入試過去問題） 
 


