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中学１年理科 まとめ講座

〔第１分野〕 １．身のまわりの物質

• 物質のすがた

• 水溶液

• 状態変化

基本の解説と問題
講師：仲谷のぼる
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物質のすがた

【【【【気体気体気体気体のののの集集集集めめめめ方方方方】】】】

• 水上水上水上水上置換置換置換置換（（（（法法法法））））・・・・・・・・・・・・水水水水にとけにくいにとけにくいにとけにくいにとけにくい気体気体気体気体。。。。

• 上方上方上方上方置換置換置換置換（（（（法法法法））））・・・・・・・・・・・・水水水水にとけやすくにとけやすくにとけやすくにとけやすく、、、、空気空気空気空気よりもよりもよりもよりも軽軽軽軽いいいい気体気体気体気体。。。。

• 下方下方下方下方置換置換置換置換（（（（法法法法））））・・・・・・・・・・・・水水水水にとけやすくにとけやすくにとけやすくにとけやすく、、、、空気空気空気空気よりもよりもよりもよりも重重重重いいいい気体気体気体気体。。。。

【【【【酸素酸素酸素酸素】】】】

• （（（（発生法発生法発生法発生法））））二二二二酸化酸化酸化酸化マンガンマンガンマンガンマンガンににににうすいうすいうすいうすい過過過過酸化水素水酸化水素水酸化水素水酸化水素水（（（（オキシドールオキシドールオキシドールオキシドール））））をををを

加加加加えるえるえるえる。。。。

• 色色色色やにおいはやにおいはやにおいはやにおいはなくなくなくなく、、、、水水水水にとけにくいにとけにくいにとけにくいにとけにくい。。。。またまたまたまた、、、、空気空気空気空気よりわずかよりわずかよりわずかよりわずかにににに重重重重いいいい。。。。

• 他他他他のののの物質物質物質物質がががが燃燃燃燃えるのえるのえるのえるのをををを助助助助けるはたらきけるはたらきけるはたらきけるはたらきがあるがあるがあるがある。。。。

【【【【二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素】】】】

• （（（（発生法発生法発生法発生法））））石灰石石灰石石灰石石灰石ににににうすいうすいうすいうすい塩酸塩酸塩酸塩酸をををを加加加加えるえるえるえる。。。。

• 色色色色やにおいはやにおいはやにおいはやにおいはなくなくなくなく、、、、水水水水にににに少少少少しとけてしとけてしとけてしとけて酸性酸性酸性酸性をををを示示示示すすすす。。。。

• 空気空気空気空気よりよりよりより重重重重いいいい。。。。石灰水石灰水石灰水石灰水にににに通通通通すとすとすとすと、、、、石灰水石灰水石灰水石灰水をををを白白白白くにごらせるくにごらせるくにごらせるくにごらせる。。。。
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物質のすがた

【【【【水素水素水素水素】】】】

• （（（（発生法発生法発生法発生法））））亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛やややや鉄鉄鉄鉄などのなどのなどのなどの金属金属金属金属ににににうすいうすいうすいうすい塩酸塩酸塩酸塩酸をををを加加加加えるえるえるえる。。。。

• 色色色色やにおいはなくやにおいはなくやにおいはなくやにおいはなく、、、、水水水水にとけにくいにとけにくいにとけにくいにとけにくい。。。。またまたまたまた、、、、空気空気空気空気よりよりよりより非常非常非常非常にににに軽軽軽軽いいいい。。。。

• マッチマッチマッチマッチのののの火火火火をををを近近近近づけるとづけるとづけるとづけると音音音音をををを立立立立てててててててて燃燃燃燃ええええるるるる。。。。燃燃燃燃えたえたえたえた後後後後にににに水水水水ができるができるができるができる。。。。

【【【【アンモニアアンモニアアンモニアアンモニア】】】】

• （（（（発生法発生法発生法発生法））））塩化塩化塩化塩化アンモニウムアンモニウムアンモニウムアンモニウムとととと水酸化水酸化水酸化水酸化カルシウムカルシウムカルシウムカルシウムのののの混合物混合物混合物混合物をををを加熱加熱加熱加熱

するするするする。。。。

• 色色色色はないがはないがはないがはないが、、、、刺激臭刺激臭刺激臭刺激臭があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、空気空気空気空気よりよりよりより軽軽軽軽いいいい。。。。

• 水水水水にににに非常非常非常非常によくとけてによくとけてによくとけてによくとけて、、、、アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性をををを示示示示すすすす。。。。

【【【【窒素窒素窒素窒素】】】】

• 色色色色やにおいはやにおいはやにおいはやにおいはなくなくなくなく、、、、水水水水にとけにくいにとけにくいにとけにくいにとけにくい。。。。

• 空気空気空気空気よりよりよりよりもわずかにもわずかにもわずかにもわずかに軽軽軽軽いいいい。。。。

• 空気中空気中空気中空気中にににに約約約約８０８０８０８０％％％％含含含含まれているまれているまれているまれている。（。（。（。（酸素酸素酸素酸素はははは約約約約２０２０２０２０％％％％））））
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基本問題 答え

①①①① 水水水水にとけやすくにとけやすくにとけやすくにとけやすく、、、、空気空気空気空気よりもよりもよりもよりも軽軽軽軽いいいい気体気体気体気体をををを集集集集めるめるめるめる方方方方

法法法法はははは何何何何かかかか。。。。

②②②② 酸素酸素酸素酸素でででで満満満満たされたたされたたされたたされた集気集気集気集気びんにびんにびんにびんに、、、、線香線香線香線香のののの火火火火をををを近近近近づづづづ

けるとどうなるかけるとどうなるかけるとどうなるかけるとどうなるか。。。。

③③③③ 石灰水石灰水石灰水石灰水にあるにあるにあるにある気体気体気体気体をををを通通通通すとすとすとすと、、、、石灰水石灰水石灰水石灰水がががが白白白白くにごっくにごっくにごっくにごっ

たたたた。。。。あるあるあるある気体気体気体気体とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

④④④④ 水素水素水素水素をををを発生発生発生発生させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛やややや鉄鉄鉄鉄にににに何何何何をををを加加加加ええええ

ればよいかればよいかればよいかればよいか。。。。

⑤⑤⑤⑤ アンモニアアンモニアアンモニアアンモニアをををを水水水水にとかすとにとかすとにとかすとにとかすと、、、、水溶液水溶液水溶液水溶液はははは何性何性何性何性になるになるになるになる

かかかか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 空気中空気中空気中空気中にもっともにもっともにもっともにもっとも多多多多くくくく含含含含まれているまれているまれているまれている気体気体気体気体はははは何何何何かかかか。。。。

またまたまたまた、、、、そのそのそのその割合割合割合割合はおよそはおよそはおよそはおよそ何何何何％％％％かかかか。。。。

上方上方上方上方置換置換置換置換(法法法法)

激激激激しくしくしくしく燃燃燃燃えるえるえるえる

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

うすいうすいうすいうすい塩酸塩酸塩酸塩酸

アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性

窒素窒素窒素窒素

８０８０８０８０％％％％
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基本問題 答え

①①①① 水水水水にとけやすくにとけやすくにとけやすくにとけやすく、、、、空気空気空気空気よりもよりもよりもよりも軽軽軽軽いいいい気体気体気体気体をををを集集集集めるめるめるめる方方方方

法法法法はははは何何何何かかかか。。。。

②②②② 酸素酸素酸素酸素でででで満満満満たされたたされたたされたたされた集気集気集気集気びんにびんにびんにびんに、、、、線香線香線香線香のののの火火火火をををを近近近近づづづづ

けるとどうなるかけるとどうなるかけるとどうなるかけるとどうなるか。。。。

③③③③ 石灰水石灰水石灰水石灰水にあるにあるにあるにある気体気体気体気体をををを通通通通すとすとすとすと、、、、石灰水石灰水石灰水石灰水がががが白白白白くにごっくにごっくにごっくにごっ

たたたた。。。。あるあるあるある気体気体気体気体とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

④④④④ 水素水素水素水素をををを発生発生発生発生させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛やややや鉄鉄鉄鉄にににに何何何何をををを加加加加ええええ

ればよいかればよいかればよいかればよいか。。。。

⑤⑤⑤⑤ アンモニアアンモニアアンモニアアンモニアをををを水水水水にとかすとにとかすとにとかすとにとかすと、、、、水溶液水溶液水溶液水溶液はははは何性何性何性何性になるになるになるになる

かかかか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 空気中空気中空気中空気中にもっともにもっともにもっともにもっとも多多多多くくくく含含含含まれているまれているまれているまれている気体気体気体気体はははは何何何何かかかか。。。。

またまたまたまた、、、、そのそのそのその割合割合割合割合はおよそはおよそはおよそはおよそ何何何何％％％％かかかか。。。。

上方上方上方上方置換置換置換置換(法法法法)

激激激激しくしくしくしく燃燃燃燃えるえるえるえる

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素

うすいうすいうすいうすい塩酸塩酸塩酸塩酸

アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性

窒素窒素窒素窒素

８０８０８０８０％％％％
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水溶液

【【【【溶液溶液溶液溶液】】】】

• 液体液体液体液体にににに物質物質物質物質がとけるときがとけるときがとけるときがとけるとき、、、、とけているとけているとけているとけている物質物質物質物質をををを溶質溶質溶質溶質、、、、とかしているとかしているとかしているとかしている液液液液

体体体体をををを溶媒溶媒溶媒溶媒というというというという。。。。溶媒溶媒溶媒溶媒がががが水水水水のときをとくにのときをとくにのときをとくにのときをとくに水溶液水溶液水溶液水溶液というというというという。。。。

• 溶液溶液溶液溶液にはにはにはには色色色色がついているものもあるががついているものもあるががついているものもあるががついているものもあるが、、、、透明透明透明透明であるであるであるである。。。。またまたまたまた、、、、時間時間時間時間

がたってもがたってもがたってもがたっても、、、、溶液溶液溶液溶液のののの濃濃濃濃さはさはさはさはどのどのどのどの部分部分部分部分でもでもでもでも同同同同じじじじであるであるであるである。。。。

• 物質物質物質物質がががが水水水水にとけるにとけるにとけるにとける限度限度限度限度のののの量量量量をををを溶解度溶解度溶解度溶解度といいといいといいといい、、、、物質物質物質物質のののの種類種類種類種類とととと水水水水のののの

温度温度温度温度によってによってによってによって決決決決まっているまっているまっているまっている。。。。

• 物質物質物質物質がががが溶解度溶解度溶解度溶解度までとけているまでとけているまでとけているまでとけている状態状態状態状態をををを飽和飽和飽和飽和しているといいしているといいしているといいしているといい、、、、そのそのそのその水水水水

溶液溶液溶液溶液をををを飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液というというというという。。。。

• 溶液溶液溶液溶液のののの質量質量質量質量にににに対対対対するするするする溶質溶質溶質溶質のののの割合割合割合割合をををを質量質量質量質量パーセントパーセントパーセントパーセント濃度濃度濃度濃度というというというという。。。。

【【【【物質物質物質物質のののの分離分離分離分離】】】】

• 溶液溶液溶液溶液にとけているにとけているにとけているにとけている物質物質物質物質をををを、、、、結晶結晶結晶結晶としてとしてとしてとして再再再再びびびび取取取取りりりり出出出出すすすす操作操作操作操作をををを再結晶再結晶再結晶再結晶

というというというという。。。。

• 溶液溶液溶液溶液にとけていないにとけていないにとけていないにとけていない物質物質物質物質をををを取取取取りりりり出出出出すすすす操作操作操作操作ををををろろろろ過過過過というというというという。。。。
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基本問題 答え

①①①① 水水水水にににに食塩食塩食塩食塩をとかしたときをとかしたときをとかしたときをとかしたとき、、、、溶媒溶媒溶媒溶媒はははは水水水水とととと食塩食塩食塩食塩のうちのうちのうちのうち

どちらになるかどちらになるかどちらになるかどちらになるか。。。。

②②②② 溶液溶液溶液溶液にはにはにはには色色色色のついているものもあるがのついているものもあるがのついているものもあるがのついているものもあるが、、、、かならずかならずかならずかならず

（（（（ ））））であるであるであるである。（。（。（。（ ））））にあてはまることばはにあてはまることばはにあてはまることばはにあてはまることばは何何何何かかかか。。。。

③③③③ 一定量一定量一定量一定量のののの水水水水にとけるにとけるにとけるにとける物質物質物質物質のののの限度限度限度限度のののの量量量量をををを何何何何というというというという

かかかか。。。。

④④④④ ６０６０６０６０℃℃℃℃のののの水水水水１００１００１００１００ｇｇｇｇににににミョウバンミョウバンミョウバンミョウバンをとけるだけとかしをとけるだけとかしをとけるだけとかしをとけるだけとかし

たたたた。。。。このようなこのようなこのようなこのような水溶液水溶液水溶液水溶液をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

⑤⑤⑤⑤ 泥水泥水泥水泥水からからからから泥泥泥泥だけをだけをだけをだけを取取取取りりりり出出出出すときにすときにすときにすときに適適適適しているしているしているしている方法方法方法方法

をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 一度一度一度一度とかしたとかしたとかしたとかした物質物質物質物質をををを再再再再びびびび結晶結晶結晶結晶としてとしてとしてとして取取取取りりりり出出出出すことすことすことすこと

をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

水水水水

透明透明透明透明

溶解度溶解度溶解度溶解度

飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液

ろろろろ過過過過

再結晶再結晶再結晶再結晶
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基本問題 答え

①①①① 水水水水にににに食塩食塩食塩食塩をとかしたときをとかしたときをとかしたときをとかしたとき、、、、溶媒溶媒溶媒溶媒はははは水水水水とととと食塩食塩食塩食塩のうちのうちのうちのうち

どちらになるかどちらになるかどちらになるかどちらになるか。。。。

②②②② 溶液溶液溶液溶液にはにはにはには色色色色のついているものもあるがのついているものもあるがのついているものもあるがのついているものもあるが、、、、かならずかならずかならずかならず

（（（（ ））））であるであるであるである。（。（。（。（ ））））にあてはまることばはにあてはまることばはにあてはまることばはにあてはまることばは何何何何かかかか。。。。

③③③③ 一定量一定量一定量一定量のののの水水水水にとけるにとけるにとけるにとける物質物質物質物質のののの限度限度限度限度のののの量量量量をををを何何何何というというというという

かかかか。。。。

④④④④ ６０６０６０６０℃℃℃℃のののの水水水水１００１００１００１００ｇｇｇｇににににミョウバンミョウバンミョウバンミョウバンをとけるだけとかしをとけるだけとかしをとけるだけとかしをとけるだけとかし

たたたた。。。。このようなこのようなこのようなこのような水溶液水溶液水溶液水溶液をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

⑤⑤⑤⑤ 泥水泥水泥水泥水からからからから泥泥泥泥だけをだけをだけをだけを取取取取りりりり出出出出すときにすときにすときにすときに適適適適しているしているしているしている方法方法方法方法

をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 一度一度一度一度とかしたとかしたとかしたとかした物質物質物質物質をををを再再再再びびびび結晶結晶結晶結晶としてとしてとしてとして取取取取りりりり出出出出すことすことすことすこと

をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

水水水水

透明透明透明透明

溶解度溶解度溶解度溶解度

飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液飽和水溶液

ろろろろ過過過過

再結晶再結晶再結晶再結晶
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状態変化

【【【【温度温度温度温度によるによるによるによる状態状態状態状態のののの変化変化変化変化】】】】

• 物質物質物質物質のののの状態状態状態状態にはにはにはには、、、、固体固体固体固体・・・・液体液体液体液体・・・・気体気体気体気体のののの３３３３つがあるつがあるつがあるつがある。。。。

• 温度温度温度温度にににによってよってよってよって物質物質物質物質のののの状態状態状態状態がががが変化変化変化変化することをすることをすることをすることを状態変化状態変化状態変化状態変化というというというという。。。。

• 物質物質物質物質がががが状態変化状態変化状態変化状態変化するときするときするときするとき、、、、物質物質物質物質のののの体積体積体積体積はははは変化変化変化変化するするするするがががが、、、、

物質物質物質物質のののの質量質量質量質量はははは変化変化変化変化しないしないしないしない。。。。

• ふつうふつうふつうふつう、、、、固体固体固体固体→液体液体液体液体→気体気体気体気体とととと変化変化変化変化するにしたがってするにしたがってするにしたがってするにしたがって、、、、体積体積体積体積はははは大大大大きくきくきくきく

なっていくなっていくなっていくなっていく。。。。しかししかししかししかし、、、、水水水水はははは液体液体液体液体のときのときのときのときがががが最最最最もももも体積体積体積体積がががが小小小小さいさいさいさい。。。。

【【【【融点融点融点融点とととと沸点沸点沸点沸点】】】】

• 固体固体固体固体がとけてがとけてがとけてがとけて液体液体液体液体になることをになることをになることをになることを融解融解融解融解といいといいといいといい、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの温度温度温度温度をををを

融点融点融点融点というというというという。。。。水水水水のののの融点融点融点融点はははは００００℃℃℃℃。。。。

• 液体液体液体液体がががが加熱加熱加熱加熱されてされてされてされて気体気体気体気体になることをになることをになることをになることを沸騰沸騰沸騰沸騰といいといいといいといい、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの温度温度温度温度

をををを沸点沸点沸点沸点というというというという。。。。水水水水のののの沸点沸点沸点沸点はははは１００１００１００１００℃℃℃℃。。。。

• 物質物質物質物質のののの沸点沸点沸点沸点のちがいのちがいのちがいのちがいをををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、混合物混合物混合物混合物をををを分離分離分離分離するするするする方法方法方法方法をををを蒸留蒸留蒸留蒸留とととと

いういういういう。。。。
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基本問題 答え

①①①① 温度変化温度変化温度変化温度変化によってによってによってによって、、、、物質物質物質物質のののの状態状態状態状態がががが変化変化変化変化するするするすることことことことをををを

何何何何というかというかというかというか。。。。

②②②② 物質物質物質物質がががが①①①①のののの変化変化変化変化をするときをするときをするときをするとき、、、、物質物質物質物質のののの体積体積体積体積とととと質量質量質量質量のののの

うちうちうちうち変化変化変化変化するのはどちらかするのはどちらかするのはどちらかするのはどちらか。。。。

③③③③ 固体固体固体固体ののののろうをろうをろうをろうを加熱加熱加熱加熱してしてしてして、、、、液体液体液体液体→気体気体気体気体とととと変化変化変化変化させたさせたさせたさせた。。。。

このときこのときこのときこのとき、、、、②②②②がががが最最最最もももも大大大大きくなるのはどのときかきくなるのはどのときかきくなるのはどのときかきくなるのはどのときか。。。。

④④④④ 物質物質物質物質がががが固体固体固体固体からからからから液体液体液体液体にとけてにとけてにとけてにとけて変化変化変化変化することをすることをすることをすることを何何何何とととと

いうかいうかいうかいうか。。。。

⑤⑤⑤⑤ 物質物質物質物質がががが沸騰沸騰沸騰沸騰するときのするときのするときのするときの温度温度温度温度をををを何何何何というかというかというかというか。。。。またまたまたまた、、、、

水水水水ではではではでは何何何何℃℃℃℃になるかになるかになるかになるか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 液体液体液体液体をををを熱熱熱熱してしてしてして気体気体気体気体にしにしにしにし、、、、そのそのそのその液体液体液体液体をををを再再再再びびびび液体液体液体液体にしにしにしにし

てててて集集集集めるめるめるめる方法方法方法方法をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

状態変化状態変化状態変化状態変化

体積体積体積体積

気体気体気体気体

融解融解融解融解

沸点沸点沸点沸点

１００１００１００１００℃℃℃℃

蒸留蒸留蒸留蒸留
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基本問題 答え

①①①① 温度変化温度変化温度変化温度変化によってによってによってによって、、、、物質物質物質物質のののの状態状態状態状態がががが変化変化変化変化するするするすることことことことをををを

何何何何というかというかというかというか。。。。

②②②② 物質物質物質物質がががが①①①①のののの変化変化変化変化をするときをするときをするときをするとき、、、、物質物質物質物質のののの体積体積体積体積とととと質量質量質量質量のののの

うちうちうちうち変化変化変化変化するのはどちらかするのはどちらかするのはどちらかするのはどちらか。。。。

③③③③ 固体固体固体固体ののののろうをろうをろうをろうを加熱加熱加熱加熱してしてしてして、、、、液体液体液体液体→気体気体気体気体とととと変化変化変化変化させたさせたさせたさせた。。。。

このときこのときこのときこのとき、、、、②②②②がががが最最最最もももも大大大大きくなるのはどのときかきくなるのはどのときかきくなるのはどのときかきくなるのはどのときか。。。。

④④④④ 物質物質物質物質がががが固体固体固体固体からからからから液体液体液体液体にとけてにとけてにとけてにとけて変化変化変化変化することをすることをすることをすることを何何何何とととと

いうかいうかいうかいうか。。。。

⑤⑤⑤⑤ 物質物質物質物質がががが沸騰沸騰沸騰沸騰するときのするときのするときのするときの温度温度温度温度をををを何何何何というかというかというかというか。。。。またまたまたまた、、、、

水水水水ではではではでは何何何何℃℃℃℃になるかになるかになるかになるか。。。。

⑥⑥⑥⑥ 液体液体液体液体をををを熱熱熱熱してしてしてして気体気体気体気体にしにしにしにし、、、、そのそのそのその液体液体液体液体をををを再再再再びびびび液体液体液体液体にしにしにしにし

てててて集集集集めるめるめるめる方法方法方法方法をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

状態変化状態変化状態変化状態変化

体積体積体積体積

気体気体気体気体

融解融解融解融解

沸点沸点沸点沸点

１００１００１００１００℃℃℃℃

蒸留蒸留蒸留蒸留



応用問題 答え
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１１１１．．．．次次次次のののの５５５５種類種類種類種類のののの気体気体気体気体についてについてについてについて、、、、あとのあとのあとのあとの問問問問いにいにいにいに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

ＡＡＡＡ 二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素 ＢＢＢＢ 酸素酸素酸素酸素 ＣＣＣＣ 水素水素水素水素 ＤＤＤＤ 窒素窒素窒素窒素 ＥＥＥＥ アンモニアアンモニアアンモニアアンモニア

①①①① 次次次次のののの性質性質性質性質にあてはまるにあてはまるにあてはまるにあてはまる気体気体気体気体をををを記号記号記号記号ですべてですべてですべてですべて答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

a. 水水水水にとけにくいにとけにくいにとけにくいにとけにくい。。。。

b. 水水水水ににににとかすとかすとかすとかすととととアルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性をしめすをしめすをしめすをしめす。。。。

c. 空気空気空気空気よりよりよりよりもももも重重重重いいいい。。。。

②②②② Ａ～ＥＡ～ＥＡ～ＥＡ～Ｅのうちのうちのうちのうち、、、、燃燃燃燃えるえるえるえる気体気体気体気体はどれかはどれかはどれかはどれか。。。。記号記号記号記号

でででで答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその気体気体気体気体がががが燃燃燃燃えたえたえたえた後後後後

にできるにできるにできるにできる物質物質物質物質をををを答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

③③③③ 右図右図右図右図のののの方法方法方法方法ではではではでは集集集集めることのできないめることのできないめることのできないめることのできない気体気体気体気体

はどれかはどれかはどれかはどれか。。。。記号記号記号記号でででで答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

テストテストテストテストにににに出出出出るるるる



応用問題 答え
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２２２２．．．．右右右右のののの図図図図はははは、、、、水水水水のののの温度温度温度温度とととと溶解度溶解度溶解度溶解度のののの関係関係関係関係

をををを表表表表したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。

①①①① 温度温度温度温度にににによってよってよってよって溶解度溶解度溶解度溶解度のののの変化変化変化変化がががが小小小小さいさいさいさい

のはのはのはのは物質物質物質物質ⅠⅠⅠⅠ・・・・ⅡⅡⅡⅡのどちらかのどちらかのどちらかのどちらか。。。。

②②②② ６０６０６０６０℃℃℃℃のののの水水水水１００１００１００１００ｇｇｇｇにににに物質物質物質物質ⅠⅠⅠⅠをとけるをとけるをとけるをとけるだだだだ

けとかしたけとかしたけとかしたけとかした。。。。このようなこのようなこのようなこのような水溶液水溶液水溶液水溶液をををを何何何何とととと

いうかいうかいうかいうか。。。。

③③③③ ②②②②のののの水溶液水溶液水溶液水溶液をををを１０１０１０１０℃℃℃℃までまでまでまで冷冷冷冷やしたやしたやしたやした。。。。

このときにこのときにこのときにこのときに得得得得られたられたられたられた結晶結晶結晶結晶はははは何何何何ｇｇｇｇかかかか。。。。

④④④④ ③③③③のようにしてのようにしてのようにしてのようにして、、、、結晶結晶結晶結晶をををを取取取取りりりり出出出出すすすす操作操作操作操作をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

⑤⑤⑤⑤ 物質物質物質物質ⅡⅡⅡⅡでででで多多多多くのくのくのくの結晶結晶結晶結晶をををを得得得得るにはるにはるにはるには、、、、どのようなどのようなどのようなどのような操作操作操作操作をををを行行行行えばよいかえばよいかえばよいかえばよいか。。。。

テストテストテストテストにににに出出出出るるるる

テストテストテストテストにににに出出出出るるるる



応用問題 答え

(C)2013 Prisola International Inc.14

３３３３．．．．右図右図右図右図のののの装置装置装置装置でででで、、、、水水水水ととととエタノールエタノールエタノールエタノールのののの混混混混

合液合液合液合液をををを加熱加熱加熱加熱しししし、、、、試験管試験管試験管試験管にににに液体液体液体液体をををを集集集集めためためためた。。。。

①①①① 試験管試験管試験管試験管にににに沸騰石沸騰石沸騰石沸騰石をををを入入入入れるのはれるのはれるのはれるのは何何何何のののの

ためかためかためかためか。。。。簡単簡単簡単簡単にににに答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

②②②② このようにこのようにこのようにこのように混合物中混合物中混合物中混合物中のののの物質物質物質物質をををを分離分離分離分離

するするするする方法方法方法方法をををを何何何何というかというかというかというか。。。。

③③③③ ②②②②のののの方法方法方法方法はははは、、、、物質物質物質物質のののの何何何何のちがいをのちがいをのちがいをのちがいを利用利用利用利用しているかしているかしているかしているか。。。。

④④④④ 最初最初最初最初にににに試験管試験管試験管試験管にににに集集集集まったまったまったまった液体液体液体液体にはにはにはには水水水水ととととエタノールエタノールエタノールエタノールのどちらがのどちらがのどちらがのどちらが多多多多くくくく

ふくまれるかふくまれるかふくまれるかふくまれるか。。。。

⑤⑤⑤⑤ ④④④④であることをであることをであることをであることを確確確確かめるかめるかめるかめる方法方法方法方法をををを１１１１つつつつ答答答答えなさいえなさいえなさいえなさい。。。。

テストテストテストテストにににに出出出出るるるる

テストテストテストテストにににに出出出出るるるる



応用問題を解いて、

さらに知識を定着させよう！
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確認・応用問題・Practiceの解答（PDF＆解説動画）は、

http://e-clus.com/ で購入できます。

学習動画イークルース 検索


