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★ □ （1）　

★★★ □ （2）　酸化銀は黒色から何色に変わったか。

★ □ （3）　酸化銀を加熱すると（　①　）になり、（　②　）が発生する。①,②に当てはまる物質名を答えなさい。

★★★ □ （4）　

★★★★ □ （5） ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を水の中から出さなければならない理由は何か答えなさい。

★★★★ □ （6） この実験の化学反応式を答えなさい。

★★★ □ （7） 酸化銀と同じように、化合物に分類される物質はどれか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

　　ア　銅　　　　　　　イ　塩素　　　　　　　ウ　硫黄　　　　　　　エ　アンモニア

★★★ □ （8） 　原子に関して正しく説明したものはどれか。

①　原子はその種類ごとに名前が付けられていて、すべてアルファベット1文字で表す。

②　原子は、化学変化でなくなったり、新しくできたり、他の種類のものに変わったりしない。

③　酸素原子1つと炭素原子2つが結びついて、二酸化炭素の分子ができる。

④　原子は種類に関わらずすべて同じ大きさや質量である。

⑤　原子は物質をつくるもとになり、それ以上分けることができない最小の粒である。

実験のように、1種類の物質が2種類の別の物質にわかれる変化を何というか。その名称を答えよ。

（3）の①と②に関する説明の組み合わせとして、最も適当なものを、次のア～エから一つ選んで記号
で答えなさい。

図1のように、黒色の酸化銀を試験管に入れて加熱し、色が変わり始めたときにガラス管を水の中から出し、
そのあとでガスバーナーの火を消した。次の各問いに答えなさい。

目標時間

40分1.物質の成り立ち

単元1 物質のすがた

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

①について ②について
ア 電流が流れる 化合物である
イ 単体である 火のついた線香を入れると激しく燃える
ウ みがくと金属光沢がみられる 石灰水を白くにごらせる
エ 分子をつくる 物質を燃やす働きがあるが、酸素そのものは燃えない。
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（7） （8）

（5） （6）

（1） （2） （3）
① ②
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★★★ □ （1）　ガスバーナーの操作手順の順序になるように並び替えなさい。

①　マッチに火をつける ②　ガスの元栓をあける ③　空気調節ねじをあける

④　ガス調節ねじをあける ⑤　ガスに火をつける

★★★ □ （2）　炭酸水素ナトリウムを加熱後にできる固体、液体、気体の名称をそれぞれ書きなさい。

★★★★ □ （3）　この実験を行うとき、試験管の口を下げなければならない理由を答えなさい

★★★ □ （4）　

★★★ □ （5）　試験管にたまった液体を調べるために用いるものは何か。また、それは何色から何色に変わるか。

★★★★ □ （6）　この実験の化学反応式を答えなさい。

★★★★ □ （7）　

★★★★ □ （8）　

★★★★ □ （9）　

　　ア　乾燥剤　　　イ　発砲入浴剤　　　ウ　防虫剤　　エ　ふくらし粉　　　オ　解熱剤

★★★★ □ （10）　

　ア　Ｘ＞a＋ｂ＋ｃ　　　　　　イ　Ｘ＝a＋ｂ＋ｃ　　　　　　　　ウ　Ｘ＝ｂ＋ｃ－a

　エ　Ｘ＋ｃ＝a＋ｂ　　　　　　オ　Ｘ＜a＋ｂ＋ｃ　　　　　　　　カ　Ｘ＋a＜ｂ＋c

加熱後の白い粉末と炭酸水素ナトリウムをそれぞれ水に溶かし、フェノールフタレイン溶液を加えた。
よりあざやかな赤色に変化したのはどちらか。

炭酸水素ナトリウムＸｇを試験管に入れて加熱したところ、すべて分解して、固体A、液体Ｂ、気体Ｃが
生じた。これらの物質の質量をそれぞれag、ｂｇ、ｃｇとすると、それらの質量の間には、どのような関係
が成り立つか。正しいものを次のア～カから1つ選び記号で答えなさい。

炭酸水素ナトリウム16.8ｇを加熱すると、固体10.6ｇと気体4.4ｇが発生しました。炭酸水素ナトリウム
50.4ｇを加熱すると、生成する液体は何ｇですか。

ホットケーキを作るときに使われるベーキングパウダーには炭酸水素ナトリウムが含まれる。ホットケー
キを作るときの炭酸水素ナトリウムはどのようなはたらきをしているか、説明しなさい。

炭酸水素ナトリウムは身近なところではどのようなことに使用されていますか。次のア～オから2つ選
び、記号で答えなさい。

図のように炭酸水素ナトリウムを加熱する実験を行った。実験後、加熱した試験管には固体（白い粉末）と液
体ができ、気体も発生した。また、集めた気体の試験管に石灰水を入れると白くにごった。次の各問いに答え
なさい。

2
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固体 液体 気体
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図のように水に電気を通して、分解する実験を行った。次の各問いに答えなさい。

★★ □ （1）　水を電気に通しやすくするためにあるものを溶かす。それは何か。

★★★ □ （2）　

　Ⅰ群 ア　漂白作用や殺菌作用がある。 イ　火をつけると燃える。

ウ　石灰水を白く濁らせる。 エ　ものを燃やすはたらきがある。

Ⅱ群 カ　石灰石に塩酸を加える。 キ　硫化鉄に塩酸を加える。

ク　亜鉛に塩酸を加える。 ケ　二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加える。

★★★★ （3）　

★★★ □ （4）　
水素分子と酸素分子が化合して水分子ができるときの化学反応式を、モデルで表すとどのようになり
ますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

実験において、電極Ａ側で発生した気体の性質として、最も適当なものを、次のⅠ群ア～エから1つ選
べ。また、この実験以外の方法で、電極Ｂ側で発生した気体と同じ気体を発生させる方法として、最も
適当なものをあとのⅡ群のカ～ケから1つ選べ。

実験において、電極Ａ側で発生した気体の体積と電極Ｂ側で発生した気体の体積を表すグラフとして、
最も適当なものを、次のア～エから1つ選べ。

3

（3） （4）

Ⅰ群 Ⅱ群
（1） （2）

図

電極B電極A

電源装置
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★ □ （1）　黒い物質は何か。名称で答えよ。

★★★ □ （2）　この黒色の物質の性質はどれか。

①　電気をよく通す　　　　　②　みがくと光沢が出る

③　手でもむとぼろぼろにくずれる　　　④　磁石によくつく

★★★ □ （3）　加熱をして生じた（1）の質量は大きくなる。それはなぜか答えなさい。

★★★ □ （4）　スチールウールと加熱後の物質にうすい塩酸を加えると気体が発生するのはどちらか。

★★ □ （5）　この実験のような化学変化を何というか。

★★★ □ （6）　

★★★ □ （7）　マグネシウムリボンを加熱したときの化学反応式を答えよ。

スチールウール（鉄）を加熱すると、赤熱した部分が広がるように反応し黒色の物質に変化した。次の
各問いに答えよ。

スチールウールではなくマグネシウムリボンを加熱させると、熱や光を出しながら激しく進んだ。このこ
とを特に何というか。

目標時間

40分2.いろいろな化学変化

単元1 物質のすがた

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

（2）

（7）

（4） （5） （6）

（1） （3）

スチールウール（鉄）

小計
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　（実験1）　試験管Ａを加熱すると、その混合物は完全に反応して、黒色の物質は得られた。

　（実験2）　実験1の後、試験管Ａ、Ｂに磁石を近づけると一方の試験管だけが引きつけられた。

　（実験3）　実験2の後、試験管Ａ、Ｂにうすい塩酸を加えると、それぞれ気体が発生した。

★★★★ □ （1）　

★★ □ （2）　実験1で得られた黒色の物質は何ですか。

★★ □ （3）　

★★ □ （4）　

★★★ □ （5）　実験2で磁石に引きつけられたのは、試験管Ａ、Ｂのどちらですか。記号で答えなさい。

★★★ □ （6）　実験3で発生した気体はそれぞれ何ですか。

★★ □ （7）　鉄と硫黄の混合物を加熱したときにおこる変化を化学反応式で答えなさい。

★★★★ □ （8）　

鉄や硫黄のように、純物質で1種類の原子だけからできている物質を何という
か。漢字で答えなさい。

鉄と硫黄の混合物を加熱するとき、混合物のどの部分を加熱しなければなら
ないか。図を参考に適当な答えを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

　鉄粉7ｇと硫黄4ｇをよく混ぜ合わせ、それを2本の試験管Ａ、Ｂに分け、次の実験1～3を行いました。
　あとの各問いに答えなさい。

鉄と硫黄の反応のように、2種類以上の物質が結びついて、性質のちがう別の
1種類の物質ができる化学変化を何というか。漢字で答えなさい。

鉄粉7ｇと硫黄4ｇの混合物を加熱すると、鉄粉と硫黄はすべて反応し、硫化鉄が11ｇできる。鉄粉10ｇ
をすべて硫黄と反応させたとき、生じる硫化鉄の質量は何ｇになるか。小数第2位を四捨五入して書き
なさい。
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（1） （5）

（7） （8）

　　　　　　　　　ｇ

（4）

（6）
試験管A 試験管B
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（実験）

① 班ごとに、酸化銅8.0ｇと表1に示した質量の活性炭をはかりとり、よく混ぜ合わせた。

②

各班とも、この装置を用いて、以下の操作を行った。

③

④ ピンチコックを開け、ガスバーナーで加熱すると、気体が発生した。

⑤

⑥ 装置の温度が下がってから、③でつけたガラス管をはずし、装置の質量をはかった。

⑦ 加熱後の試験管内の物質の質量を、実験結果をもとに計算で求めた。

⑧ 各班の実験結果を、表1のようにまとめた。

★ □ （1）　

★★★★ □ （2）　

★★★ □ （3）　酸化銅のような酸化物から酸素がとれる化学変化を何というか。書きなさい。

加熱後の試験管内の物質について、表1をもとに答えなさい。

★★★★ □ （4）　

　　　ア　酸化銅と活性炭　　　　　　イ　銅と活性炭　　　　　　ウ　酸化銅と銅

★★★★ □ （5）　

　　　ア　食塩　　イ　酸素　　　ウ　水酸化ナトリウム　　　エ　水素　　　オ　水

試験管に①で混ぜ合わせた酸化銅と活性炭を入れ、ピンチコック、ゴム管などを用いて装置をつくっ
た。

装置の質量をはかったのち、スタンドに固定した。ゴム管の先にガラス管をつけ、図のように石灰水を
入れた試験管にガラス管を入れた。

気体が発生しなくなった後、石灰水を入れた試験管からガラス管を取り出し、加熱をやめ、ピンチコック
を閉めた。

実験の④において、石灰のようすが変化したことから、発生した気体が二酸化炭素であることがわかっ
た。このとき、石灰水はどのように変化したか。書きなさい。

実験で使用した活性炭と同じように、酸化銅から酸素を取り除くために使用できる物質はどれか。記号
で答えなさい。

たかしさんのクラスでは、一定の質量の酸化銅から銅を完全に取り出すときに必要な活性炭の質量を調べ
るために、1班から5班に分かれて、次の実験を行った。以下の各問いに答えなさい。

実験の⑤において、加熱をやめる前に石灰水を入れた試験管からガラス管を取り出すのはなぜか。理
由を書きなさい。

加熱をやめた後、1班・2班の試験管内と、4班・5班の試験管内にある物質として考えられる最も適切な
組み合わせを、次のア～ウからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

表1
1班 2班 3班 4班 5班

酸化銅の質量（ｇ） 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
活性炭の質量（ｇ） 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
③ではかった加熱前の装置の質量（ｇ） 56.9 57.1 57.3 57.5 57.7
⑥ではかった加熱前の装置の質量（ｇ） 55.8 55.4 55.1 55.3 55.5
加熱後の試験管内の物質の質（ｇ） 7.3 6.9 6.6 6.8 7.0
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（5）

1・2班 4・5班

（4）

（1） （2） （3）
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（実験1）

（実験2）

★★★★ □ （1）　実験で、銅粉をステンレス皿に均等に広げた理由を簡単に説明しなさい。

★★★ □ （2）　この実験の化学変化を化学反応式で表しなさい。

★★★ □ （3）　

★★★ □ （4）　

★★★★ □ （5）　

★★★ □ （6）　

★★★ □ （7）　3.6ｇの銅を十分に酸化させたとき、何ｇの酸化銅ができるか。

★★★★ □ （8）　

★★ □ （9）　

隣の班の遼太郎君が、ある質量の銅粉を同じように十分に加熱したところ、加熱後の物質の質量が4.5
ｇの物質ができたと言っています。実験の方法や計測も正しいとして、遼太郎が用意した銅粉は何ｇで
あったと考えられるか答えなさい。

銅の質量をＸｇ、酸化銅の質量をＹｇとすると、銅と結びついた酸素の質量はどのように表されるか、
答えよ。

一般に、化学変化の前後では、その変化に関係している物質全体の質量は変わらない。この法則の
名称を答えなさい。

（3）の生徒を除いて、実験の結果から、銅粉と化合する酸素の質量比を、もっとも簡単な整数で表しな
さい。

それぞれ決められた質量の銅粉をはかり、それをステンレス皿に均
等に広げ、全体が黒色になるまで十分に加熱した。

　冷えたら、ステンレス皿の中の物質の質量をはかった後、さらに
十分に加熱し、物質の質量が変化しなくなるまで、何度も同じ操作を
繰り返した。

不純物が混じった銅の粉末4.5ｇを用いて、同様の実験を行った場合、得られた酸化銅の質量が5.3ｇで
あったとき、不純物は何ｇと考えられるか。ただし。この不純物は加熱によって酸化されず、質量の変化
はないものとする。

表は、太郎君～里見さんの6人が行った実験の結果を表にまとめた
ものである。

表の結果を見て、先生がある生徒に「実験結果がおかしいので、もう一度実験し直してください」とおっ
しゃいました。その生徒の名前を答えなさい。

右図のような装置で、下の表の6人は、銅粉と酸素を化合させる実験を行った。これについて、次の問
いに答えなさい。

目標時間

30分3.化学変化と物質の質量

単元1 物質のすがた

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

太郎 花子 次郎 良子 健太 里見
加熱前の銅粉の質量（ｇ） 0.40 0.60 0.80 1.20 1.60 2.00
加熱後の物質の質量（ｇ） 0.50 1.20 0.99 1.49 1.98 2.48

1

（6）

（7）

　　　　　　　　　ｇ

（8）

　　　　　　　　　ｇ

（9）

（3） （4）

銅：酸素＝　　　　　：

（5）

　　　　　　　　　ｇ

（1） （2）
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★ □ （1）　この実験のように物質が酸素と化合することを何と言いますか。名称を答えなさい。

★★★ □ （2）　マグネシウムが空気中で酸素と化合するときの化学反応式を書きなさい。

★★★ □ （3）　

★★★ □ （4）　マグネシウム1.50ｇと化合する酸素は何ｇですか。数値を答えなさい。

★★★ □ （5）　1.20ｇの化合物を得るためには、何ｇのマグネシウムが必要ですか。数値を答えなさい。

★★★★ □ （6）　

★★★★★ □ （7）　

マグネシウム粉末を図のような装置で加熱して空気中の酸素と化合させる実験をしました。表はマグネ
シウムの質量と、加熱後の物質の質量との関係を表したものです。次の各問いに答えなさい。

マグネシウムの質量Ｘと化合した酸素の質量Ｙとの関係を表したグラフを次のア～オから選び、記号
で答えなさい。

マグネシウム粉末4.8ｇをステンレス皿に入れ加熱したが、一部のマグネシウムが酸化されず、加熱後
の物質の質量は7.0ｇであった。マグネシウム粉末4.8ｇのうち酸化されたのは何％か、小数第1位を四
捨五入して、整数で答えよ。

銅を用いて同じような実験を行ったところ、0.40ｇの銅を反応させたとき生じた化合物の質量は0.50ｇ
でした。同じ質量の酸素と反応する銅とマグネシウムとの質量比を求めなさい。

2

マグネシウム粉末の質量（ｇ） 0.3 0.6 0.9 1.2

加熱後の物質の質量（ｇ） 0.5 1.0 1.5 2.0

（3）

（5）

　　　　　　　　　ｇ

（6）

　　　　　　　　　％

（7）

銅：マグネシウム＝　　　：

（1） （2） （4）

　　　　　　　　　ｇ
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★★ □ （1）　この実験で発生する気体を答えなさい。

★★ □ （2）　（1）の実験の場合、反応の前後で、温度はどのように変化するか答えなさい。

★★★ □ （3）　（2）のような温度変化をともなう化学変化を何というか答えなさい。

★★★★ □ （4）　温度が上がる化学変化の例を1つ答えよ

下の図のような方法で実験した。以下の各問いに答えなさい。

目標時間

40分4.化学変化の熱の出入り

単元1 物質のすがた

1

（1） （2） （3）

（4）

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

合計日付

https://iidrill.com/

