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平成2 9年度推薦入試「小論文」（生命機能科学コ ー ス）出題意図

［問題1 ] 

ヒドロキシ基をもっ有機化合物に関する基礎知識を問うとともに，身近な化

学的現象を説明するカを問う。

［問題2 ] 

英語の読解カを問うとともに，生物の基礎的な知識や， その知識に基づく表

現力を問う。

［問題3]

遺伝子に関する実験方法の理解とその背景を考察するカを問う。

［問題4]

グノレコ ー ス代謝の基礎的な知識や，その知識に基づく考察力と表現カを問う。



問題1 . ヒドロキシ基を有する有機化合物に関する次の文章を読んで， 間1～5

Ir.答えなさい。

ヒドロキシ基（ーOH）を含む有機化合物には＠アルコ ールとフェノ ール類がある。

＠アルコ ー／レは価数と級数によって分類される。身近なアルコ ールにはメタノ ール

（メチルアルコ ール）とエタノ ール（エチルアルコ ール）がある。 ＠三五乙二之監

アルコ ーノレランプなどの燃料に用いられている。 エタノ ールはお猶などの飲料や

消毒液， 燃料として利用されている。

アルコ ールとカルボン酸は脱水縮合反応によってエステノレを生じる。＠主旦ニZ

油や牛脂などは油脂と呼ばれ， グリセリンと脂肪酸のエステルである。 油脂を原

料にして， ＠主之之とが製造されている。

問1. 下線部①について， アルコ ールのーOHとフェノ ール類のーOHでは水溶液の

性質が具なる。 水酸化ナトリウム水溶液と反応しやすいのはアルコ ールとフ

ェノ ール類のどちらかを答えなさい。 その反応の名称も答えなさい。

問2. 下線部②の価数と級数をそれぞれ説明しなさい。

問3. 下線部③について， メタノ ールの燃焼の化学反応式を記述しなさい。

問4. 下線部④に関連して， オリ ー ブ泊などの植物性油脂と牛脂などの動物性油

脂の融点には違いがある。 どのように違うかを， その理由を付して， 解答欄

に収まる範囲で説明しなさい。

問5. 下線部⑤について， セッケンの洗浄作用を解答欄に収まる範囲で説明しな

さい。
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問題2. 遺伝子の転写に関する次の文章を読んで， 間1～3に答えなさい。

①The RNA in a cell is made bv DNA transcrintion. a nrocess that has certain

similarities to the nrocess of DNA reolication. Transcription begins with the opening 

and unwinding of a small portion of the DNA double helix to expose the bases on each 

DNA strand. One of the two strands of the DNA double helix then acts as a template for 

the synthesis of an RNA molecule. As in DNA replication, the nucleotide sequence of 

the RNA chain is determined by the complementary base -pairing betw官en in唱O叩ing

nucleotides and the DNA template. When a good match is made, the incoming 

ribonucleotide is covalently linked to the growing RNA chain in an enzymatically 

catalyzed reactio岨. The RNA chain produ田d by transcription is therefore elongated one 

nucleotide at a time, and ②it has a nucleotide s回uence that is e沼田tlv comolementarv to 

the strand of DNA used as the temolat怠．

@Trans唱riotion. however. differs from DNA reolication in several crucial wavs. 

Unlike a newly formed DNA strand, the RNA strand does not remain hydrogen-bonded to 

the DNA template strand. Instead, just behind the region where the ribonucleotides are 

being added, the RNA chain is displaced and the DNA helix re-forms. Thus, the RNA 

mole唱ules produced by transcription are released企om the DN企template as sin唱le

strands. In addition, because they are copied fぬm only a limited region of the DNA, 

RNA mole唱ules are much shorter than DNA molecules. A DNA molecule in a human 

chromosome can be up to 250 million nucleotide-pairs long; in contrast, most RNAs are 

no more than a few thousand nucleotides long, and many are considerably shorter. 

(B. Albertsら著『Molecular Biology of the Cell, 6th EditionJ), Garland Science, 2015 

年， より 一 部改変して引用）

transcription ：転写

helix ：らせん

complementary ：相補的な

replication ：複製 unwind ：ほどく

strand ．鎖 template：鋳型

covalently：共有結合的に

enzymatically catalyzed：酵素に触媒された elongate ：伸長する
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※　引用ページ : p.302-303
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crucial：決定的な displace ：外す chromosome ：染色体

問1. 下線部①の内容に関して， 転写過程のどこがDNA複製と似ているかを150

字程度で説明しなさい。

問2. 下線部②の内容に関して，以下に示す1本鎖DNAが転写されてできるRNA

の配列を5 ’ 末端および3’ 末端を明記して答えなさい。

5 ’ーTCACTATTACATAATCGAATTC-3 ’

問3. 下線部③の内容に関して， どのような点が挙げられるかを150字程度で説

明しなさい。
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問題4. 次の図は酵母菌におけるグルコ ー ス代謝の模式図である。 この図を参考

にして， 関1 ～ 4に答えなさい。

解糖系
- アセチノレグルコ ース ーー－－＝－ーー＋ ヒツレピン酸ー＋

I i - CoA

A1P アセトアノレデヒド
i 

エタノ ーノレ
• 

間1. ATPとは何という物質の略語か。 名称を答えなさい。

02 

4’ 
H20 

閑2. ATPは解糖系， クエン酸回路， そして電子伝達系で合成される。 それぞれ

の反応が行われる細胞内の場所を答えなさい。

間3. 酵母菌のグルコ ー ス代謝には， 酸素の有無に応じて「呼吸」と「発酵Jと

いう2つの代謝様式が存在する。酸素が存在するときと存在しないときの酵母

菌のグルコ ー ス代謝における代謝様式の違いを，解答欄に収まる範囲で説明し

なさい。

問4. 酵母菌はグルコ ー スを代謝して生育する際， 酸素が存在するときの方が存

在しないときよりも効率的に増殖する。 その理由を，ATP生成量の観点から解

答欄に収まる範囲で説明しなさい。
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