
が集まると, （　　　）gになる。

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
１

原子

・物質をつくっている最小の粒子

１９世紀のはじめにイギリスの化学者
ドルトンが, 原子説を提唱した。

水素原子は, 直径が１cmの１億分の１ぐら
いしかない。※原子の種類ごとに異なる。

水素原子１個の質量は, 

600 000 000 000 000 000 000 000 個

0.000 000 000 000 000 000 000 0017g 1.7 ×
1
10 24

g

6.0 × 1023 個

① 原子は, それ以上（　　　　　　　　）。

② 原子は, なくなったり, 新しくできたり, ほかの種類の原子に変わったりしない。

③ 原子には, その種類ごとに決まった（　　　　　）がある。

❌

❌ ❌ ❌

原子の大きさ

原子の質量

原子の性質

1億倍
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
２

原子記号と分子

規則性をもとにつくった表

名前 記号
水素
炭素
窒素
酸素
ネオン
ナトリウム
マグネシウム
アルミニウム
硫黄
塩素
アルゴン
カリウム
カルシウム
鉄
亜鉛
銅
銀
金

1869年, ロシアの科学者
（　　　　　　　　　　）
約60種類の原子を質量の
順に並べると, 性質の似た
ものが周期的に現れること
を見つけた。

1 2 13 14 15 16 17

1 H He

2 Li Be B C N O F Ne

3 Na Mg Al Si P S Cl Ar

4 K Ca

物質の性質を示す最小のもの

名前 分子式・化学式
水

二酸化炭素
アンモニア
塩化ナトリウム
酸化銀
酸化銅
酸化鉄

酸化マグネシウム
塩化銅
塩化水素
硫化鉄
硫化銅

炭酸水素ナトリウム

原子記号 分子

周期表
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（　　　　　）

（　　　　　　）（　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
３

熱分解(酸化銀）

（　　　　　　）が発生した。

図のような装置を組み立てて, 酸化銀を加熱する。

① 発生した気体に火のついた線香を入れると・・・

まとめ

結果

② 加熱後の酸化銀をこすると・・・ （　　　）になった。

金属の性質 
① こすると光る　　　　　② たたくと薄く広がる　　　　　③ 電流が流れる

酸化銀 ➕

（　　　　　　）（　　　　） ➕

Ag O Ag

Ag O Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

O O

1種類の物質が2種類以上の物質に分
かれる化学変化を（　　　　　）とい
い, 特に加熱したときに起こる分解 を
（　　　　　）という。

（　　　）色 （　　　）色

➕

１酸化銀の分解
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（　　　　）くにごる。

生じた液体が加熱部分に流れ込み, 試験管が 
（　　　　　　）ことがあるから

（　　　　　　　　　）

（　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
３

熱分解（炭酸水素ナトリウム）

図のような装置で炭酸水素ナトリウムを
加熱する。

まとめ

結果

炭酸水素ナトリウム ➕ （　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　） ➕

固体

① 発生する気体を石灰水に通すと・・・

水が（　　　　　）しないようにするため。

② 加熱した試験管の口に青色の塩化コ
バルト紙をつける。

① 試験管の口は下に向ける

② 加熱をやめる前にガラス管を試験管から抜く。

③ 炭酸水素ナトリウムと加熱後の気体について
調べる。

（　　　　　　）が発生した。

（　　　　）が発生した。

炭酸ナトリウム 加熱後の白い物質

水に入れる

溶け残る よく溶けた

フェノール
フタレイン
液を入れた
とき

（　　　　） 
アルカリ性

（　　　　） 
アルカリ性

液体 気体

（　　  　）➕（　　　　　　　　　） ➕Na HCO3

化学反応式

（　　）色になる。

２炭酸水素ナトリウムの加熱銀の分解
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(1)ピンチコックを（　　　　）状態で, 水を入れる。

　         → （　　　　）＋（　　　　）水　→ （　　　　）＋（　　　　）

① 陰極側のゴム栓を取り, マッチの炎を近づけると・・・

(2)ピンチコックを（　　　　）て, 電源装置の電源
を入れ、電圧の大きさを調整する。

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
4

水の電気分解

図のような装置で水を電気分解する。

まとめ

結果

2H2O

② 陽極側に火のついた線香を近づけると・・・

（　　　　　　）が発生した。

（　　　　　　）が発生した。

③ 水素と酸素の発生した気体の体積の割合＝（　　　　）：（　　　　）

化学反応式

O
H O H

モデル

H O H

H H
O

H H

➕

(3) 電気分解が終わったら, 電圧を０にして, ピンチ
コックを（　　　　　　）。
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

１物質の成り立ち

Step 
５

単体と化合物

・1種類の原子からできている物質。 ・2種類以上の原子からできている物質。 

問題 次の物質を単体か化合物か答えなさい。

酸素, 銀, 水素, 　塩化ナトリウム, 水, 酸化銀, 炭酸水素ナトリウム, 二酸化炭素

化学式
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
１

鉄と硫黄の化合

・2種類以上の物質が結びついて別の物質が生成するような化学変化。  

(3) 加熱前後の性質を比べる。 
　① 磁石に近づける。　　　　　　　② 塩酸を入れ, においを調べる。

(1) 鉄と硫黄の混合物をつくる。 (2) 混合物を加熱する。

加熱後の物質（A） 鉄と硫黄の混合物（B)

磁石に近づける 磁石につかなかった 磁石に近づいた

塩酸を入れる においのある気体が発生 
（　　　　　　　　　　）

においのない気体が発生 
（　　　　　　　　　　）

結果

まとめ

（　　　　）＋（　　　　）→（　　　　）　鉄　　＋　硫黄　→ （　　　　　　）

Fe

モデル

FeS➕

化学反応式

S

・物質と硫黄との化合を（　　　　）と
いい,  （　　　　）によってできる物
質を（　　　　　）という。

反応が始まったら, 試験管から炎を遠
ざける！
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
２

銅と硫黄の化合

(1) 銅板に硫黄を広げる。

(2)１時間後, 硫黄を取り除き, 変化を
観察する。

実験１ 実験２

結果

（　　）っぽく変色した。 青みがかった（　　　）色に
なった。

結果

まとめ

（　　　　）＋（　　　　）→（　　　　）　銅　　＋　硫黄　→ （　　　　　　）

Cu

モデル

CuS➕

化学反応式

S

(1)試験管に硫黄を入れる。

(2) 銅線を入れて加熱する。

実験１　 実験2　
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（　　　　）　→ （　　　　）＋ （　　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

トピック 化学反応式

化学変化の前後で, 原子の（　　　　）と（　　　）は変わらない。

化学反応式の作り方

化学反応式

(1) 反応前の物質を左, 化学変化に
よって生成した物質を右書く。

(3) 係数をつけて, 数を合わせる。(2) 化学式を書く。

問題

① 水を電気分解して, 水素と酸素になる化学変化

　水　　　→ （　　　　）＋ （　　　　）

O
H O H

H O H

H H
O

H H

➕

② 酸化銀が分解して銀と酸素になる化学変化

　酸化銀　　→ （　　　　）＋ （　　　　）

（　　　　）　→ （　　　　）＋ （　　　　）

Ag O Ag

Ag O Ag

Ag

Ag

Ag

Ag

O O➕

③ マグネシウムを加熱する

　マグネシウム　＋ （　　　　）→（　　　　　　　　　　）

　（　　　　）　＋ （　　　　）→（　　　　　　　　）

Mg O O Mg O

Mg OMg
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　（　　　）＋（　　　）→（　　　　）

（　　　　）光が発生するの
で, 見つめない。

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
３

酸化

(1) マグネシウムリボンを加熱する

(2) うすい塩酸に入れて加熱前後の
性質を調べる。

実験１ 実験２

加熱前 加熱後 加熱前 加熱後

塩酸 泡が発生 
（　　　　）

変化なし 泡が発生 
（　　　　）

変化なし

質量 ー ー 加熱前よりも（　　　　）くなった。

結果

まとめ

実験１　

(1) スチールウールを加熱する。

(2) 加熱前後の質量をはかる。

(3) うすい塩酸に入れて加熱前後の
性質を調べる。

実験2　

【実験１】

　マグネシウム　＋ （　　　　）→（　　　　　　　　）

　（　　　　）　＋ （　　　　）→（　　　　　　　　）

Mg O O Mg O

Mg OMg

・酸素との化合を（　　　　）といい, （　　　　）によってできる物質を（　　　　　）と
いう。 
・酸化のうち, 光や熱を出しながら激しく進むものをとくに, （　　　　）という。

【実験２】

　鉄　＋ （　　　　）→（　　　　　　）

Fe O O Fe O

Fe OFe
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　有機物　＋ （　　　）→（　　　　　　）＋（　　　　　）

　水素　＋ （　　　）→（　　　　　　）

　メタン　＋ （　　　）→（　　　　　　）＋（　　　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
４

有機物の燃焼（酸化）

石灰水の入ったビーカーに燃えた炭
素を入れる。

炭素の燃焼

水素と酸素を入れた袋に電気の火花で点火する。

水素の燃焼

　炭素　＋ （　　　）→（　　　　　　）

O H O H

H O H

H H O

H H

➕O O➕ CO OC

有機物の燃焼

① ろうとの内側に石灰水をつけ, 
アルコールランプの炎をかざす。

② 乾いたビーカーを炎にかざす。

例　メタンの燃焼

化学反応式
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
５

穏やかな酸化

・鉄などの金属が, 長い間空気中にさらす
ことで, 表面がボロボロになったり, 色が変
わること。

                               

酸化を防ぐ方法は？

・表面に（　　　　　）を塗る。

アルミニウムは酸化しにくい？

・アルミニウムは, 鉄や銅などと違い, 少し
酸化されると表面に薄く決めの細かい酸化
物の（　　　　）ができる。

内部をよく保護する。

酸化が進みにくい。

Step 
６

還元

酸化物から酸素をとり去る化学変化。 

鉄の作り方

鉄は, 空気中では酸化される

                               

酸化鉄になる 自然界にほとんど鉄はない

鉄の鉱石の鉄鉱石（酸化鉄）から酸素をのぞき, 鉄をつくる。

　酸化鉄　＋ （　　　　　　）→（　　　　）　＋　（　　　　　　）

Fe O OO C Fe C

Fe O Fe

化学反応式
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日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

2 いろいろな化学変化

Step 
７

酸化銅の還元

結果

(1) 酸化銅と炭の粉末をよく混ぜる。

(2) 図のような装置で加熱する。

水が（　　　　　）しないようにするため。

加熱をやめる前にガラス管を試験管から抜く。

実験

実験

石灰水を通す （　　）くにごった。

こする 金属（　　　　）が出た。

(3) 加熱後の物質が冷えたら, こする。

　酸化銅　＋ （　　　　　　）→（　　　　）　＋　（　　　　　　）

O OO C C

O

化学反応式

Cu Cu

Cu Cu

問題

① 還元された物質は何か？ ② 酸化された物質は何か？
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（　　　　　　　）＋ （　　　　　　）→（　　　　　　　　　）＋（　　　　　　　　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

３ 化学変化と物質の質量

Step 
１

質量保存の法則

(1) 装置全体の質量をはかる。

結果

化学変化の前後で全体の質量は変化しない法則。

実験A

                      

(2) 傾けて化学変化を起こす。

(3) 装置全体の質量をはかる。

実験B

(1) 装置全体の質量をはかる。

(2) 水溶液を混ぜて, 化学変化を起こす。

(3) 装置全体の質量をはかる。

化学変化前の質量 化学変化後の質量

実験A 70.3 70.3

実験B 165.8 165.8

炭酸水素ナトリウム　＋ 塩酸　→（　　　　　　　　）＋（　　　　　　）＋（　　　　）

（　　　　　　　　）＋（　　　）→（　　　　　　　）＋（　　　　　　）＋（　　　　）

炭酸ナトリウム　＋ 塩化カルシウム　→（　　　　　　　　　）＋（　　　　　　　　　　）

まとめ

・化学変化でどんな物質が生成しても, 物質がどこにも逃げなければ, 化学変化の前後で全体
の（　　　　）は変化しない。このような法則を（　　　　　　　　　　　）という。

塩化カルシウム水溶液炭酸ナトリウム水溶液
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　　銅　　＋　   酸素　　　→（　　　　　　　）　

（　　　　）＋（　　　　）　→（　　　　　　　）　

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

３ 化学変化と物質の質量

Step 
２

化合する物質の質量の割合

(1) 銅粉の質量をはかる。

結果

銅の質量：化合する酸素の質量＝（　　　　）：（　　　　）

実験１

0.20g, 0.40g, 0.60g, 0.80g, 1.00gと質量をはかる。

(2) 銅粉を加熱する。

(3) 火を消して冷ます。 (4) 質量をはかる。

銅の質量（g） 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

酸化銅の質量 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

化合した酸素の質量 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

同様の実験をマグネシウムで行うと？

マグネシウム　＋　   酸素　　→（　　　　　　　　　　　）　

（　　　　）＋（　　　　）　→（　　　　　　　）　

マグネシウムの質量：化合する酸素の質量＝（　　）：（　　）
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塩化アンモニウム　＋　水酸化バリウム　 
　　　　→ （　　　　　　　　）＋（　　　　　　　　　）＋（　　　　　　）

日付　　　月　　　日化学変化と原子・分子

4 化学変化と熱の出入り

Step 
１

熱を発生する化学変化

酸化カルシウム＋水→（　　　　　　　　　　　　）

鉄　＋　酸素　→ （　　　　　　　　）

熱を発生する化学変化

                            

Step 
２ 熱を吸収する化学変化

熱を吸収する化学変化。 

(1) 試験管に塩化アンモニウムと水酸化バリウム
を順に入れ, 水を加える。

                              

実験１

                             

まとめ

・熱を発生する化学変化を（　　　　）反応といい, 熱を吸収する化学変化を 
（　　　　）反応という。 
・一般に化学変化では熱の出入りがある。これを（　　　　　　）という。

① 酸化カルシウムに水を加える

② カイロの仕組み

熱
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