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★★★★ （1） 塩酸は何という物質の水溶液ですか。物質名を答えなさい。

★★★★ （2）

　　　ア　気体Ａの発生する量が少ないから。

　　　イ　気体Ｂが気体Ａより温度が高いから。

　　　ウ　気体Ａは気体Ｂより水に溶けやすいから。

　　　エ　気体Ｂが塩酸と反応するから。

★★★★ （3）

　　　ア　塩化銅水溶液　　　　　イ　硫酸銅水溶液

　　　ウ　うすい硫酸　　　　　　　エ　水酸化ナトリウム

★★★ （4） 電極Ａ、Ｂから発生する気体の色を答えなさい。

★★★★★ （5）

　下の図のような装置を用いて、うすい塩酸を電気分解したところ、気体Ａと気体Ｂが発生しました。次
の各問いに答えなさい。

この実験で、図のように気体Ａの体積が気体Ｂの体積より小さくなりました。その理由として適切なもの
を次のア～エから選び、記号で答えなさい。

陽極に発生した気体と同じ気体を発生させるには、何を電気分解すればよいですか。次のア～エから
選び、記号で答えなさい。

陽極付近でイオンが変化するようすを正しく表しているものを、次のア～エから選び、記号で答えなさ
い。ただし、●はイオン、○は原子、⊖は電子を表すものとします。

目標時間

50分

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

1.水溶液とイオン

単元4 化学変化とイオン

1

（2） （3） （5）（1） （4）
電極A 電極B

合計日付

小計
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★★★ （1） 塩化銅が水に溶けてイオンに分かれてるようすをイオン式を使って表せ。

★★ （2）

★★★ （3） （2）の物質が水に溶け、陽イオンと陰イオンに分かれることを何いうか。

★ （4） 陰極はＡ・Ｂのどちらか。

★★★ （5） 陰極での変化のようすを正しく表したのはどれか。ア～エから選び記号で答えよ。

　　　　ア　Ｚｎ→　　　　　＋　2⊖　　　　　　イ        ＋　2⊖　→　Cu

      　ウ HCｌ→　　　　＋　　　　　　　　　　エ　2　　　　→　       ＋2⊖

★★ （6） 陽極付近で発生する気体は何か。物質の名前とその化学式を答えよ。

★★★ （7）

　　　ア　赤インクの色が青色に変わる。

　　　イ　赤インクの色が消えていく。

　　　ウ　赤インクが蒸発し赤い煙が出る。

　　　エ　赤い物質のかたまりができ、下に沈む。

★★★ （8） この実験の化学変化を化学反応式で表せ。

★★ （9）

　　ア　赤くなる　　　イ　濃くなる　　　ウ　うすくなる　　　エ　変わらない

　下の図のような装置で、炭素電極を用い、塩化銅水溶液の電気分解の実験をした。次の各問いに答
えよ。

陽極付近の水溶液を取り、赤インクで着色した水の中に入れるとどうなるか。次のア～エの中から最も
適するものを選べ。

この実験でしばらくの時間、電流を流し続けると、ビーカー内の塩化銅水溶液の色はどうなるか。次の
ア～エから適するものを1つ選び、記号で答えよ。

塩化銅のように、水に溶かしたときその水溶液に電流を流すと流れる物質を何というか。

    

  
    

         

2

（4） （5） （7）

（9）（8）

（6）
名前 化学式

（1） （2） （3）

小計
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次の問題は水溶液と原子の成り立ち、イオンについての問題である。次の各問いに答えなさい。

★★ （1）

★★★★ （2）

ア　ナトリウム原子が、電子を失ってできる陽イオンである。

イ　ナトリウム原子が、電子を失ってできる陰イオンである。

ウ　ナトリウム原子が、電子を受け取ってできる陽イオンである。

エ　ナトリウム原子が、電子を受け取ってできる陰イオンである。

★★★ （3）

★★★ （4）

　　　ア　塩化水素　　　　　イ　水酸化ナトリウム　　　　ウ　エタノール

　　　エ　ブドウ糖（グルコース）　　　　　オ　塩化銅

下の図はヘリウム原子の構造を表したものである。図中の＋と－は帯びてる電気の種類を示してい
る。（Ａ）～（Ｃ）の粒子の名前の組み合わせとして正しいものを、下のア～カから1つ選び、記号で答え
よ。

塩化ナトリウムは固体では電流を通さないが、水溶液（塩化ナトリウム水溶液）はよく電流を通す。これ
は塩化ナトリウムが水に溶けると陽イオンと陰イオンに分かれるからである。このように水に溶けてイオ
ンに分かれることを何というか。漢字で答えよ。

次のア～エのうち、ナトリウムイオンの説明として正しいものはどれですか。一つ選び、その記号を書き
なさい。

次の物質のうち、その水溶液がよく電流を通すものを下のア～オからすべて選び、記号で答えよ。

3

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ）
ア 陽子 電子 中性子
イ 陽子 中性子 電子
ウ 電子 陽子 中性子
エ 電子 中性子 陽子
オ 中性子 陽子 電子
カ 中性子 電子 陽子

（1） （2） （3） （4）

小計
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（実験結果）

①　Ａを亜鉛板、Ｂを銅板にすると、モーターについたプロペラは時計回りに回転した。

②　Ａを銅板、Ｂを亜鉛板にすると、モーターについたプロペラは反時計回りに回転した。

★★★ （1） うすい塩酸に溶けている物質は何か、この物質の化学式で答えよ。

★★ （2）

★★★★★ （3） 実験結果①のとき、＋極となる金属は、亜鉛、銅のどちらになるか。

★★★★ （4） 実験結果①のとき、電子は図のa、bのどちらへ流れるか。

★★ （5）

　　　ア　精製水　　　イ　ショ糖水溶液　　　　ウ　塩化ナトリウム水溶液　　　　エ　エタノール

★★★★ （6）

　　　例　Na→　     ＋　⊖　　　　　　　⊖は電子1個を表す。

★★★★★ （7）

金属Ａと金属Ｂををうすい塩酸に入れ、プロペラのついたモーターをつないだ装置を使って下の図のよ
うな実験をした。金属板Ａと金属板Ｂの組み合わせを変えることにより、次の①～④の実験結果を得
た。これらに関して、以下の問いに答えよ。

③　Ａを銅板、Ｂをマグネシウムリボンにすると、モーターについたプロペラは反時計回りに回転した。
　　さらにプロペラの回転の速さは、①や②の場合よりも速かった。

①～④の実験のように電解質の水溶液に2種類の金属を入れ、化学エネルギーを電気エネルギーに
変えるしくみを何というか。漢字で答えよ。

実験した電池の－極では、金属の表面で原子が電子を失って陽イオンとなり、うすい塩酸の中に溶け
出していく。Ａが銅板でＢが亜鉛版の電池における－極の変化を例にならって式で表せ。

①～④の実験結果から、亜鉛、銅、マグネシウムについて溶けやすい順に左から並べよ。

④　Ａを亜鉛板、Ｂをマグネシウムリボンにすると、モーターについたプロペラは反時計回り
　に回転した。

実験結果①で、ビーカー中のうすい塩酸を次のア～エに変えたとき、プロペラが回転するものはどれ
か。次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。
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（4） （5） （6）

（7）

（1） （2） （3）
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実験1：水溶液Ａ～ＥにＢＴＢ溶液を数滴ずつ加えた。

実験2：水溶液Ａ～Ｅにマグネシウムリボンを加えた。

★★★ （1） 水溶液Ａ、Ｂ、Ｄにあてはまるものを次のア～オから選び、記号で答えなさい。

　　ア　石灰水　　　　イ　食塩水　　　ウ　水酸化ナトリウム水溶液　　

　　エ　アンモニア水　　　　オ　うすい塩酸

★★★ （2） 表1の①、②にあてはまる結果を簡潔に答えなさい。

★★ （3）

★★★ （4） 実験2で発生した気体の名称を答えなさい。

★★★ （5）

★★ （6）

　　ア　水溶液にフェノールフタレイン溶液を加えて、色の変化を調べる。

　　イ　水溶液を試験管にとり、磁石を近づけてつき方を調べる。

　　ウ　水溶液のにおいをかぎ、違いを調べる。

　　エ　水溶液に二酸化炭素を吹き込み、変化の違いを調べる。

　　オ　水溶液にうすい塩酸を少量加えて、変化の違いを比べる。

★★★ （7） Ａ～Eの水溶液のうちｐＨが7より小さい水溶液はどれか。記号で答えよ。

5種類の水溶液Ａ～Ｅがあり、これらは石灰水、食塩水、水酸化ナトリウム水溶液、アンモニア水、うす
い塩酸のいずれかです。これらの水溶液を見分けるため、次の実験1～3を行い、結果を表1にまとめま
した。下の各問いに答えなさい。

実験3：水溶液Ａ～Ｅを蒸発皿に取り、ガスバーナーで
加熱した。

実験1～3を行っても水溶液ＣとＥが何の水溶液が見分けることができませんでした。見分ける方法とし
て最も適当なものを次のア～オから選び、記号で答えなさい。

実験2で発生した気体を集めるのに最も適した方法を次のア～ウから選び記号で答えなさい。

Ａ～Eの各水溶液にリトマス紙をつけたとき、青色から赤色に変わる水溶液を、Ａ～Ｄから選び、記号
で答えよ。

目標時間

50分

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

2.酸・アルカリとイオン

単元4 化学変化とイオン

表1

水溶液 実験1 実験2 実験3

Ａ 青色になった 変化しなかった 何も残らなかった

Ｂ 緑色になった 変化しなかった ②

Ｃ 青色になった 変化しなかった 白い固体が残った

Ｄ ① 気体が発生した 何も残らなった

Ｅ 青色になった 変化しなかった 白い固体が残った

1

A B D

（3） （5） （6） （7）

①

（2）

（4）

（1）
①

合計日付

小計
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（実験1）

（実験2）

★★★★ （1）

★★★ （2）

★★★★ （3）

★★★ （4）

★★ （5）

★★★ （6）

リトマス紙の色が変わったのは、塩酸にあるイオンが含まれているからである。あるイオンとは何か、そ
の名称とイオン式を書け。

水酸化ナトリウム水溶液を糸にしみこませて、図のような装置をつくり電圧を加えた。

塩酸を糸にしみこませて、図のような装置をつくり電圧を加えた。

一般に酸とアルカリの中和の反応では、水とある物質が生成される。そのある物質を何というか。

実験2で色の変わった、リトマス紙はⅠ～Ⅳのどれか。記号で答えよ。

リトマス紙の色が変わったのは、水酸化ナトリウムにあるイオンが含まれているからである。あるイオン
とは何か、その名称とイオン式を書け。

図のような装置でリトマス紙の色の変化から、酸・アルカリについて調べた。実験1・2を読んで後の各
問いに答えなさい。

実験1で色の変わった、リトマス紙はⅠ～Ⅳのどれか。記号で答えよ。

近年、石油や石炭の燃料による排煙に含まれる二酸化硫黄や窒素酸化物がさらに化学変化をおこして
生じた物質が雨水にとけこむことによってｐＨが5.6以下の雨が降ることがある。このような雨は何と呼
ばれるか。

2

（1） （3）

（5） （6）

（2） （4）
名称 イオン式 名称 イオン式
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（実験）

★★ （1）

　　ア　うすい塩酸は、無色のフェノールフタレイン溶液を赤色に変える。

　　イ　うすい塩酸は、赤色リトマス紙を青色に変える。

　　ウ　うすい塩酸にマグネシウムを入れると、水素が発生する。

　　エ　うすい塩酸に亜鉛を入れると、酸素が発生する。

★★ （2）

　　ア　水　　　　イ　1％塩酸　　　ウ　1％水酸化ナトリウム水溶液

★★★ （3） 塩酸と水酸化ナトリウムが反応したときの、化学反応式を書きなさい。

（4）

★★★★★

★★★★★★

ある液体洗浄剤を成分表を見ると、塩酸が含まれていることがわかった。このことに興味をもった里香
さんは、実験を行い、中和について調べた。ただし、洗浄剤の成分のうち化学反応に関係する物質は
塩酸のみとする。（1）～（4）に答えなさい。

①　洗浄剤10　　　をメスシリンダーに入れ、さらに水を加えて50　　　とした。これを5本の試験管Ａ～Ｅ
にそれぞれ2.0　　　ずつ入れた。これらに緑色のＢＴＢ溶液を少量加えた。

②　この試験管Ａ～Ｅに1.0%の水酸化ナトリウム水溶液をそれぞれ1.0　　　、2.0　　　　3.0　　　、4.0
、5.0　　　加え、ＢＴＢ溶液の色の変化を調べた。下の表は、その 結果をまとめたものである。

うすい塩酸の性質について述べた文として正しいものはどれか、ア～エから1つ選びなさい。

水溶液の酸性、アルカリ性の強さを表すのにｐＨが用いられる。次のア～ウのｐＨの値の小さい方から
順に並べなさい。

図1は1.0％、1.0　　　、図2は2.0％、1.0　　　、図3は1.0％、2.0　　　の水酸化ナトリウム水溶液中のイオ
ンの種類と数をモデルで表したものである。（a）、（ｂ）に答えなさい。

（ｂ）　実験①でうすめた洗浄剤2.0　　　　に含まれている塩酸を、
　　イオンの種類と数に着目してモデルで表すとどのようになるか、
　　図1～図3を参考にして、解答欄に書きなさい。

（a）　実験で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、試験管の中の水溶液に含まれている水酸化
物イオンの数との関係をグラフに表したものとして、最も適切なものはどれか、ア～エから選びなさい。

試験管 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

水酸化ナトリウム水溶液の体積（　　　　） 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ＢＴＢ溶液の色 黄色 黄色 黄色 緑色 青色

ｃｍ 

   

   

      

      

   

   

   

   

   

   

3

小計
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（1）

(a）
（4）

（2） （3）

(ｂ）

2.0   
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【実験1】

★★★ （1） 【実験1】の①のあとで、ビーカーＡの中の溶液は何色になったか、書きなさい。

★★★ （2）

★★★ （3）

　　ア　7より小さい　　　　イ　7より大きい　　　　　ウ　7

★★★ （4） 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和を化学反応式で書きなさい。

★★★★★ （5）

塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の性質や反応を調べるために、【実験1】を行った。（1）～（5）の各問い
に答えなさい。

①　うすい塩酸を用意し、ビーカーＡ～Ｅに同量ずつ入れた。さらに、それぞれのビーカーに
　緑色のＢＴＢ溶液を数滴ずつ加えた。

②　ある濃度の水酸化ナトリウム水溶液を用意し、図1のようにこま
ごめピペットを用いて、①のビーカーＡ～Ｅにそれぞれ加えた。な
お、各ビーカーに加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積は、次の表
に示すとおりである。

　　また、図2は、ビーカーＡ～Ｅの中の溶液のようすを、イオンや分
子のモデルを使って模式的に表したものである。

図2のビーカーＡ～Ｅの中の溶液のうち、アルカリ性を示すのはどれか。Ａ～Ｅの中からすべて選び、
記号で書きなさい。

【実験1】の②の操作のあとで、ビーカーＢの中の溶液のｐＨを、ｐＨメーターで測定した。このときのｐＨと
して最も適当なものを、次のア～ウの中から一つ選び、記号を書きなさい。

うすい塩酸を入れたビーカーに、水酸化ナトリウム水溶液を少しずつ加えていくとき、加えた水酸化ナト
リウム水溶液の体積と、溶液中の水酸化物イオンの数との関係は、図3のように示されている。また、
図3のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのときの溶液のようすを、イオンや分子のモデルを使って模式的に表すと、それ
ぞれ図2のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのように示される。

図1のように、水酸化ナトリウム水溶液には　　　　と　　　　　がふくま
れているので、加える水酸化ナトリウム水溶液の体積が増加すれ
ば、溶液中の水酸化物イオンの数が増加すると予想される。しかし
図3中のA～C間では溶液中の水酸化物イオンの数が増加していな
い。その理由を、図1、図2のモデルを参考にして、簡潔に説明しなさ
い。ただし、「水」、「水酸化物イオン」、という二つの語を必ず使うこ
と。

ビーカー Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積（ｍＬ） 0 3 6 9 12

      

4

（3）

（5）

（1） （2） （4）
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★★★★ （1） 試験管Ａの水溶液は、うすい塩酸、うすい硫酸のどちらが入っていますか。

★★★★ （2） 試験管Ａで生じた沈殿の色は何色ですか。

★★★ （3）

★★★★★ （4） （3）の反応の化学反応式を記しなさい。

★★★★ （5） 試験管Ｄに、硝酸銀水溶液を加えて生じた沈殿の色は何色ですか。

水酸化バリウム水溶液を加えたとき、試験管Ａでは新たに水も生じています。この反応を何といいます
か。

試験管Ａ、Ｂ，Ｃ、Ｄにそれぞれうすい塩酸、うすい硫酸のどちらかが入っています。ＡとＢまたはＣとＤ
には同じ水溶液が入っているものとします。ＡとＣの試験管に、水酸化バリウム水溶液を加えました。
すると、Ａの試験管では沈殿が生じ、Ｃの試験管では見た目の変化は見られませんでした。次に、Ｂと
Ｄの試験管に硝酸銀水溶液を加えるとＤの試験管に沈殿が生じました。この実験に関して、次の各問い
に答えなさい。
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（1） （2） （3）
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