
(3) 炎の大きさ調整 
(         )調節ねじを回して, 
炎の大きさを調節する。

日付　　　月　　　日

操作　器具の基本操作を覚えよう

Step 
１

ガスバーナーの使い方

(1) 確認 
ガス調節ねじと空気調節ねじが
閉まっていることを確認する。

１ ガスバーナーの火の付け方

(2) 元栓を開く 
コックつきのガスバーナーで
は, コックも開ける。

(4) 炎の色を青色にする 
(          )調節ねじをおさえて, 
(           )調節ねじだけを少し
ずつ開き, 青い炎にする。

２ ガスバーナーの火の消し方

(1) （　　　　　）調節ねじを閉める (2) （　　　）調節ねじを閉める

(3) コックを閉める (4) 元栓を閉める

Step 
２

メスシリンダーの使い方

(1) （　　　）な台に置く。

(2) 真横から液面の最もひく位置を,  最小目盛
りの(        )分の１まで目分量で読む。

問題

液面の目盛りを読み取りなさ
い。ただし,  1mL=1㎤ としま
す。 

答え　（　　　　　）㎤
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日付　　　月　　　日

操作　器具の基本操作を覚えよう

Step 
３

てんびんの使い方

(2) 表示の数字を０にする

(3) はかりたいものをのせる

(4) はかりたいものをのせる 
必要な質量になるように, 薬包紙にはか
りとりたいものをのせていく。

(2) 指針の振れを確認する 
指針が目盛りの中央で左右に
（　　　　）だけ振れるよう
に, 調節ねじを回す。

(3) はかりたいものを
皿にのせる

(4) もう一方の皿に分銅をのせる 
もう一方の皿には質量が少し大きさ
そうな分銅をのせ, 釣り合うように分
銅を変える。

１ 電子てんびんの使い方

２上皿てんびんの使い方

(1) （　　　　　）な台に置く

○必要な質量をはかりとるとき

(2) 薬包紙をのせる

(3) 表示の数字を０にする

(1) 水平な台に置く

右利きの人は, 左にはかりたいものを,  
右に分銅をのせる。 
※左利きの人は分銅を左にのせてもよい。

(1) （　　　　　）な台に置く
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v

日付　　　月　　　日

１いろいろな物質

Step 
１

有機物と無機物

・ものをつくっている材料・・・ 　

・燃えて炭になったり, 燃えて二酸化炭素を発生したりする物質のこと ・・・ 　

・有機物以外の物質のこと ・・・ 　

有機物の例

　 　 　　

　 　 　 　

無機物の例
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(             )

(             )

(             )

(             )

(             )

(             )

日付　　　月　　　日

１いろいろな物質

Step 
２

プラスチック

・(             )などを原料にしてつくった物質・・・ 　

一般に(            )く, 加熱すると燃え, (                      )を発生する。特徴

　

１プラスチックとは？

２プラスチックの種類

① ポリエチレン

② ポリプロピレン

③ ポリ塩化ビニル

④ ポリスチレン

⑤ ポリエチレン
テレフタラート

⑥ アクリル樹脂

名称 英語 
表記 用途

レジ袋

ハンガー

ホース

英語 
表記 用途

食器

ボトル

水槽

Q &A 飲み物の容器に, ガラスのびんではなく, ペットボトルが使われるように
なったのは, どのような利点があるからか。
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日付　　　月　　　日

１いろいろな物質

Step 
３

金属

① 磨くと(        )る。

１金属の共通の性質とは？

磁石に引きつけられる性質は,  
金属の共通の性質とはいえな
い。

(                    )

② たたくと広がる。 (                    )

③ 引っ張るとのびる。 (                    )

④ (          )が流れやすく, (          )が伝わりやすい。

Q &A 金属でない物質を何というか。 　

Step 
４

密度

・一定体積あたりの質量・・・ 　 ＝
物質の（　　　　　）（g）

物質の（　　　　　）（㎤）

Q &A

① 質量52.5g, 体積5.0cm³の物質の密度を求めなさい。 　

１密度とは？

2水と密度

② 密度0.79g/㎤のエタノールを300cm³とった
ときの質量を求めなさい。 　

③ 密度2.5g/㎤のガラス200gの体積を求めなさい。 　

① 固体の密度が水の密度より大きいとき, 固体は水に（　　　　）。

② 固体の密度が水の密度より小さいとき, 固体は水に（　　　　）。

　https://tentol.jp

https://tentol.jp


空気より密度が
（　　　　　） 
ときに使う。

日付　　　月　　　日

２気体の発生と性質

Step 
１

気体の集め方

水に（　　　　　　）, ま
たは（　　　　）溶ける気
体に使える。

Step 
２ 身のまわりの気体

空気より密度が
（　　　　　） 
ときに使う。

① ② ③

1%
21%

78%

表：乾燥した空気の組成

　

二酸化炭素は０.04% 
水蒸気は１～３%
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日付　　　月　　　日

２気体の発生と性質

Step 
３

身のまわりの気体の性質

① 酸素

特徴

【発生方法】

＋

・色もにおいもない

・水に溶けにくい
・（　　　　　　　）はたらきがある。

② 二酸化炭素

特徴

【発生方法】

＋ 　

・色もにおいもない

・水に少し溶け, 水溶液は(            )を示す。

・石灰水を(            )濁らせる

特徴

・空気中の約（　　　）割を占める

・水にほとんど溶けない

・色もにおいもない

（ア）じゃがいもにオキシドール

（イ）ベーキングパウダーに酢を入れる

（ウ）湯に発砲入浴剤

酸素と二酸化炭素のどちらが発生するの？

　

　

はじめに出てくる気
体は, 装置に入ってい
た（　　　　）を多
くふくむので, １本目
の試験官に使用しな
い。

➕

➕

➕

③ 窒素
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・(          )色 
・空気より密度が（　　　　　）。 
・(               )臭

・ (            )ガスや温泉にふくまれている。 
・ (            )臭 
・水溶液は(              )性を示す。

・(          )色 
・空気より密度が（　　　　　）。 
・(               )臭 
・水溶液は強い(                )性を示す。 
・(          )液にふくまれている。

・空気より密度が（　　　　　）。 
・（　　　　　）色の気体。 
・(               )臭 
・（　　　）作用, （　　　　）作用

・最も密度が（　　　　　　）。 
・水素と酸素が混ざると, 火にふれたとき
（　　　　）する。

・水に(          )溶ける。 
・水溶液は(                       )性を示す。 
・空気より密度が（　　　　　）。 
・(               )臭

日付　　　月　　　日

２気体の発生と性質

Step 
４ いろいろな気体

１アンモニア ２水素

３塩素

【発生方法】

＋

【発生方法】

＋

４塩化水素

５硫化水素 ６二酸化硫黄
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日付　　　月　　　日

２気体の発生と性質

Step 
５ いろいろな気体　まとめ

色 におい 空気との密度 
の比較

水に対する溶け
やすさ 主な性質 用途など

酸素 ない ない

二酸化炭素 ない ない （　　　）
溶ける

石灰水を 
（　　　）く
にごらす。

窒素 ない ない
空気中の 
（　　）割を
しめる。

塩素 大きい
・（　　　）作用 
・（　　　）作用 
・酸性　　　

（　　　　）
の消毒

アンモニア ない
（　　　　）
に溶けやすい

（　　　　　）
性

（　　　）
の原料

水素 ない ない
火をつけると
（　　　） 
する。

塩化水素 ない 大きい （　　　　）
に溶けやすい

・水溶液は
（　　　） 
・酸性
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・エタノールは液体から気体に状態変化すると, 体積は(                  ), 質量は(                      )。つ
まり密度は(                  )なる。 

・水は液体から固体に状態変化すると, 体積は 
(                ), 質量は(                        )。つま
り密度は(                  )なる。 

・ろうは液体から固体に状態変化すると, 体積
は(              ), 質量は(                       )。つま
り密度は(              )なる。 

日付　　　月　　　日

３物質の状態変化

Step 
１

状態変化と質量

温度によって物質の状態が固体→液体→気体と変わること・・・

液体のエタノールに湯を注ぐと？

２液体⇄気体の変化

１液体⇄固体の変化

① ろうの場合

② 水の場合

　https://tentol.jp

https://tentol.jp


（基礎知識） 
・氷は（　　　　）℃で水になり始める。・水は（　　　　　）℃で水蒸気になり始める。

気体の粒子は空間を自由
に飛び回り, 粒子と粒子の
間が(             )なる。 

液体の粒子は(                  )。
液体の形は容器にしたがって変
わる。 

日付　　　月　　　日

３物質の状態変化

Step 
２

状態変化と粒子の運動

固体の粒子は(            )正
しく並び, その場にとど
まっている。 

Step 
３ 状態変化と温度（エタノール）

・液体→気体の状態変化 ・固体が液体になるときの温度。 ・液体が沸騰するときの温度。 

１水

２エタノール

Q &A

・エタノールの沸点は何度か。 

エタノールの温度変化をグラフにすると右
のようになった。次の問いに答えなさい。 

・エタノールの量を２倍にする
と, 平らな部分の温度は, 右のグ
ラフと比べてどうなるか。 

① 固体 ②  液体 ③ 気体
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日付　　　月　　　日

３物質の状態変化

Step 
４ 状態変化と温度（パルミチン酸）

３パルミチン酸

固体のパルミチン酸を試験官に入れてゆっくりと加熱し, 温度を調べると図のようになった。

（　　　　）になり始めた。 全て（　　　　）になった。

A

B
C

Q &A

(1) A点ではパルミチン酸はどんな状態か。

(2) B点ではパルミチン酸はどんな状態か。

(3) C点ではパルミチン酸はどんな状態か。

(4) パルミチン酸の量を２倍にしたとき,平
らな部分の温度はどのようになるか。

(5) パルミチン酸の量を２倍にしたとき,平
らな部分の長さはどのようになるか。
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日付　　　月　　　日

３物質の状態変化

Step 
５

いろいろな物質の融点・沸点

Step 
６ 純粋な物質

・1種類の物質からできているもの。 

例題1）10℃のとき固体であるのはどれか。

・空気や海水などのようにいろいろな物質が混ざっているもの。

Q &A 次の物質を純粋な物質と混合物に分けなさい。

鉄, しょう油,  砂糖, 食塩（塩化ナトリウム）, 水,  ジュース,  食塩水,  空気,  ヘリウム

「純粋な物質」 「混合物」

物質 鉄 パルミチン酸 水 エタノール アセトン 窒素

融点 1535 63 0 -115 -95 -210

沸点 2750 351 100 78 56 -196

例題2）10℃のとき気体であるのはどれか。

Q &A -100℃では固体, ９0℃では気体になるのは, 表のうちどれか。

・固体が液体になるときの温度→融点 ・液体が沸騰するときの温度→沸点 
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・はじめに出てくる気体は,  沸点の（　　　）い, （　　　　　　　　　）を多く
含んでいる。 
・Cの試験官は, 沸点の（　　　）い, （　　　　　）を多く含んでいる。 
・蒸留では, 液体の混合物の（　　　　）の違いを利用して, それぞれの物質を分
けて取り出すことができる。

日付　　　月　　　日

３物質の状態変化

Step 
７

蒸留

・液体を沸騰させて気体にし, 再び液体にして集める方法 

(1)枝付きフラスコに水とエタノールの混合物を
約１０mLとり,  弱火で加熱する。３本の試
験官①②③の順に約１mLずつ液体を集め
る。液体を集めているときの温度をはかる。

復習

　水とエタノールの混合物を加熱してエタノールを取り出そう

液体が逆流しないよう, 火を消す前にガ
ラス管を液体から抜いておく。

・水の沸点は何度？

結果

(2) 集めた液体の色やにおい,  火をつけたとき
の様子を調べる。

温度（℃） 色 におい 火をつけたとき

① 72.5～81.6 無色 エタノールのにおいがした。 燃える

② 81.7～93.3 無色 少しエタノールのにおいがした。 少し燃える

③ 93.4～95.1 無色 においはしなかった。 燃えない

まとめ

・エタノールの沸点は何度か。

　https://tentol.jp

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日

４水溶液

Step 
１

物質の溶解

水に溶けた液体水に溶けている物質

・溶質が溶媒に解ける現象を何というか。

物質が水に溶けるようす

(1) 水に溶ける固体は, かき混ぜなくても溶けるか溶けないか。

(2) 溶けた固体は時間が経過したとき, そこに沈むか, 沈まないか。

(3) 固体が溶けて見えなくなったとき, 全体の質量は変わるか変わら
ないか。

砂糖水砂糖

➕

水

溶質をとかしている水

少量の硫酸銅の入った試験管に静か
に水を加えて栓をし, 放置した。そ
のときのようすを図に表した。

Q &A
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日付　　　月　　　日

４水溶液

Step 
２

ろ過

１ろ紙を折る 
ろ紙を四つ折りにし, 円錐形に開く。

２　液を注ぐ

① （　　　　　　）   
棒を伝わらせる。

②  ろうとのあしはビーカー
の（　　　　）につける。
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日付　　　月　　　日

４水溶液

Step 
３

溶解度と再結晶

・一定量の水に溶ける物質の最大の量をその物質の何というか。                 

(2) ６０℃の水に最も多く溶けるのは何か。

・物質が溶解度まで溶けている水溶液を何というか。 

・規則正しい形の結晶を何というか。

・一度溶かした物質を再び結晶として取り出すことを何というか。 

溶解度曲線を読み取ろう

用語チェック！

いろいろな結晶

（　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

(1) 硫酸銅の40℃のときの溶解度はいくつか。

(3) 右の４種類の物質を80℃の水100gに溶け
るだけ溶かし, その水溶液を20℃まで冷やし
た。最も多く結晶が出てくるのはどれか。
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塩化ナトリウム

ミョウバン

硫酸銅

ホウ酸
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（　　　　　）の質量（g）

（　　　　　）の質量（g）

日付　　　月　　　日

４水溶液

Step 
４

水溶液の濃度

・ある量の水溶液に溶けている物質の量を表す方法

×100

(1) 10gの食塩を40gの水に溶かしたとき, 濃度は何%か。

＝

Q &A

(2) 20gの食塩を80gの水に溶かしたとき, 濃度は何%か。

(4) 水75gに砂糖25gを溶かした砂糖水の濃度は何%か。

(5)  (4)の砂糖水を濃度10%にするには何gの水を加えればよいか。

(6) 20%の食塩水100gに水150gを加えた。濃度は何%か。

(3) 5%の砂糖水200gの中の砂糖は何gか。

➕

（　　　　　）＋（　　　　）
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