
はじめに 

 

 近年，インターネットの世界は日に日に拡大を続け，その抱える情報量は非常に膨

大なものとなっています。また，パソコンは言うに及ばず，スマホ・タブレットの急

激な発達により，人々がインターネットにアクセスする機会はますます増えてきまし

た。そのような背景のもと，中学生の学習の中でインターネットを利用するという行

為も特別なことではなくなってきました。しかしながら，インターネットには、膨大

な情報が存在し，中学生がそれを見極めて，日々の学習に必要な情報を選び出すのは

非常に困難な作業だと思われます。 

弊社は，そのような現状においてもやはりインターネットの有用性を確信し，意欲

のある中学生が安心して学習できる場として，学習動画サイトのイークルースを立ち

上げました。イークルースの学習動画は，中学校で学習する内容の要点をまとめ，パ

ソコン・タブレット・スマホからいつでも学習できるように構成されています。内容

については、文部科学省の学習指導要領に準拠したものとなっており，解説は経験豊

富な現役の塾講師によって監修されています。毎日の予習・復習はもちろん，定期テ

ストへの対策としても十分ご利用いただけると確信しております。 

本書は，イークルースでの学習内容を 1 冊にまとめ，書き込んで使用できるように

した学習ノートです。学習においては，知識を自分のものとして吸収するインプット

と，自分の持っている知識を解答として出すアウトプットの２つが共に重要となりま

す。イークルースの学習動画においてしっかりインプットした知識を，アウトプット

として試す場がこの学習ノートになります。したがって，イークルースの学習動画と

本書があれば，学習塾などに通うことなく自立して学習することができるようになっ

ています。 

本書を利用することで，多くの中学生のみなさんが自立して学習できるようになり，

みなさんの目標が達成されることを，スタッフ一同，心から願っています。 

 

株式会社 Prisola インターナショナル 

スカイホープ個別指導学院 
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イークルースと本書を使った自立的学習法 

 

１．まずは，イークルース（http://e-clus.com）でユーザー登録（無料）を！ 

 

 ユーザー登録を行うと，すでに見た動画の履歴が管理できるようになります。イー

クルースを有効に活用するためには，まず，ユーザー登録（無料）を行ってください。 

 

２．本書にどんどん書き込んで勉強しよう！ 

 各講座は，①学習内容の解説，②基本問題，③応用問題から構成されています。 

 イークルースのサイト（http://e-clus.com）から学習する項目を選び，学習内容の

解説をしっかりと見て，確認してください。学習内容の解説を聞き流すだけではなく，

本書にマーカーで線を引いたり，気づいたことなどを書き込んだりするとさらに学習

効果が上がります。 
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３．基本問題を解こう 

 学習内容の解説の後には，基本問題があります。ここで動画をいったんストップし，

必ず学習ノートに書き込んで確認してください。問題ができたら動画を再生し，すぐ

に解答をチェックしましょう。まちがえた問題はもう一度学習内容の解説を視聴する

などして，必ず理解しておきましょう。 

 

４．応用問題を解こう 

 基本問題が確認できたら，次は応用問題に挑戦してみましょう。応用問題は定期テ

ストなどによく出される形式ですので，しっかりと練習することで定期テストでの得

点アップにつながります。応用問題の解答は有料となっていますので，わからない問

題や気になる問題があれば，応用問題の解答でチェックしておきましょう。 

 応用問題の購入については，保護者の方と相談して，イークルースのサイト

（http://e-clus.com）でご確認ください。 
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Memo

第１分野 １ – １ 電解質と非電解質

〈電解質と非電解質①〉

［実験］ 電流を通す水溶液を調べる

①図のように装置を組み
立て、蒸留水、塩酸、
水酸化ナトリウム水溶液、
砂糖水、塩化ナトリウム
水溶液、エタノールと
水の混合物、塩化銅
水溶液を、それぞれ
ビーカーに入れる。

②水溶液に電極を入れ、電流を通すかどうか調べる。
また、電極付近の様子を調べる。

光電池用
モーター

水溶液

電極 電流計

電源装置

〈電解質と非電解質②〉

［結果］

①電流を通すものと、通さないものがあった。

②電流を通すものでは、電極付近に変化が見られた。

水溶液 電流を通すか 電極付近の様子

蒸留水

塩酸

水酸化ナトリウム
水溶液

砂糖水

通さない

通す

通す

通さない

気体が発生

気体が発生

〈電解質と非電解質③〉

水溶液 電流を通すか 電極付近の様子

塩化ナトリウム
水溶液

エタノールと水の
混合物

塩化銅水溶液

通す

通す

通さない

気体が発生

一方の電極の色が変化
もう一方の電極から気体が発生

電解質・・・水にとけて電流を通す物質。

非電解質・・・水にとけても電流を通さない物質。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン

6



Memo

１．水にとけて電流を通す物質を何というか。

２．水にとけても電流を通さない物質を何というか。

３．次にあげる水溶液のうち、電流を通すものはどれか。

あてはまるものをすべて記号で選べ。

ア）蒸留水

イ）塩酸

ウ）水酸化ナトリウム水溶液

エ）砂糖水

オ）塩化ナトリウム水溶液

カ）エタノールと水の混合物

キ）塩化銅水溶液

基本問題

応用問題

光電池用
モーター

水溶液

電極 電流計

電源装置図のようにして、次のア～エの水溶液に

電流が通るかどうか調べた。

次の問いに答えよ。

ア）塩酸

イ）エタノールと水の混合物

ウ）砂糖水

エ）塩化銅水溶液

１．ア～エの水溶液で、電流を通すと

電極付近から気体が発生したのはどれか。すべて答えよ。

２．ア～エの水溶液で、電流を通すと電極の色が変化したもの

はどれか。

３．電解質の物質は、溶質のとき電流を通すか。

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 １ – ２ 塩化銅の電気分解

〈塩化銅の電気分解①〉

[実験] 塩化銅水溶液の電気分解

②電流を通し、炭素棒
のまわりの変化を
観察する。

①図のように装置を
組み立てる。 陰極 陽極

－
電源装置
＋

塩化銅
水溶液

発砲ポリスチレン
の板

炭素棒

豆電球

〈塩化銅の電気分解②〉

[結果]

①陽極からは塩素が発生した。

②陰極からは赤褐色の銅が
発生する。

陰極 陽極

塩素銅

塩化銅 → 銅 ＋ 塩素

ＣｕＣｌ２ Ｃｕ Ｃｌ２→ ＋

〈塩化銅の電気分解③〉

[実験] 原子が電気を帯びているか調べる

陽極

陰極

硝酸カリウム水溶液でぬ
らしたろ紙

電源装置

塩化銅水溶液②電圧をかけて、ろ紙
の様子を見る。

①図のように装置を
組み立てる。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈塩化銅の電気分解④〉

[結果]

①青色のしみが陰極側
に移動する。

陰極
陽極

→＋の電気を帯びた
銅原子が移動したから。

→－の電気を帯びた塩素原子が移動したから。

②硝酸銀水溶液をふきかけると、陽極側に灰白色のしみ
ができる。

陽極

陰極

硝酸カリウム水溶液でぬ
らしたろ紙

電源装置

塩化銅水溶液

１．図のように、塩化銅

水溶液の青色のしみ

をつけて、電圧

をかけた。

①青色のしみは、陰極側

か、陽極側のどちらに

移動するか。

②青色のしみは何の原子が電気を帯びたものか。

③②の原子は、＋か－のどちらの電気を帯びて

いるか。

基本問題

応用問題

陰極側
陽極側

硝酸カリウム水溶液でぬらしたろ紙

塩化銅水溶液

図のように装置を用意し、

電圧を加えた。次の

問いに答えよ。

１．電圧を加えたとき、青色

のしみは陰極側、陽極側

のどちら側に移動するか。

また、その動きより、青色のしみは＋か－のどちらの電気を

帯びているか。

２．ろ紙を乾かしてから硝酸銀水溶液をふきかけると、しみがで

きた。このしみは、陰極側、陽極側のどちら側にできたか。

また、このしみの色は何色か。

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 １ – ３ 塩酸の電気分解

〈塩酸の電気分解①〉

[実験] 塩酸に電流を通す

②電流を通し、陰極、陽極
の様子を観察する。

①図のように装置を
組み立てる。

●塩酸は、塩化水素ＨＣｌ を溶かした水溶液。

ゴム栓

陽極陰極

白
金
め
っ
き
電
極

塩酸

電源装置

－ ＋

〈塩酸の電気分解②〉

[結果]

①陽極から、プールを消毒する
ときのにおいがした。
赤インクで着色した水の色が
消えた（漂白作用）。

②陰極の気体にマッチの火を
近づけると、音を立てて燃えた。

→黄緑色の気体である、
塩素が発生

→水素が発生

陽極側 においを調べる

赤インクで
着色した水

陰極側

〈塩酸の電気分解③〉

[まとめ]

①陽極から塩素が発生。

塩化水素 → 水素 ＋ 塩素

２ＨＣｌ Ｈ２ Ｃｌ２→ ＋

→水溶液中では、塩素原子は－の電気を帯びている。

②陰極から水素が発生。

→水溶液中では、水素原子は＋の電気を帯びている。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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ゴム栓

陽極陰極

白
金
め
っ
き
電
極

塩酸

電源装置

－ ＋

１．塩酸は何という物質がとけた水溶液か。

２．図のようにして、塩酸の電気分解をおこなった。

陽極から発生した気体は、

プールを消毒するときのにおい

がした。陰極から発生した気体

は、マッチの火を近づけると、

音を立てて燃えた。

陽極から発生した気体と、陰極

から発生した気体をそれぞれ

答えよ。

基本問題

陽極 陰極

ゴム栓

陽極陰極

白
金
め
っ
き
電
極

塩酸

電源装置

－ ＋

応用問題

図のようにして、塩酸の電気分解をしたところ、両方の電極から
気体が発生した。次の問いに答えよ。

１．陽極側から発生した気体

の正体を確かめるために、

管の上部の液を赤インク

で着色した水に入れた。

水の様子はどうなるか。

２．１で発生した気体は、塩酸

の中では＋、－のどちらの

電気を帯びているか。

３．この実験の反応を、化学反応式で表せ。

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 １ – ４ 原子とイオン

〈原子①〉

原子
原子核・・・＋の電気をもつ。

電子・・・－の電気をもつ。

陽子・・・＋の電気をもつ。

中性子・・・電気をもたない。

ヘリウム原子
陽子

電子

中性子

原子核

陽子と電子のもつ電気の量は等しい。

陽子と電子の数は等しい。

それぞれの電気がたがいに打ち消し
あうので、電気的に中性。

陽子も中性子も、
質量はほぼ同じ

陽子や中性子に比べて、
質量は非常に小さい。

〈イオン①〉

イオン・・・原子が＋または－の電気を帯びたもの。

陽イオン・・・＋の電気を帯びたもの。

陰イオン・・・－の電気を帯びたもの。

[陽イオンのでき方］

Ｎａ

＋
－

＋

－

電子を失う

＋

電気的に中性 全体として
＋の電気を帯びる

Ｎａ＋

〈イオン②〉

[陰イオンのでき方］
Ｃｌ

＋
－

＋－

電子を受け取る

＋

電気的に中性

Ｃｌ－

－

全体として
－の電気を帯びる

イオン式・・・イオンを記号などで表したもの。

例）Ｎａ＋、Ｃｌ－

－
－

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈イオン③〉

１価の陽イオン・・・電子を１個失ってできる陽イオン。

２価の陽イオン・・・電子を２個失ってできる陽イオン。

例）水素イオンＨ＋ ナトリウムイオンＮａ＋ アンモニウムイオンＮＨ４
＋

例）銅イオンＣｕ２＋ マグネシウムイオンＭｇ２＋

亜鉛イオンＺｎ２＋ バリウムイオンＢａ２＋

１価の陰イオン・・・電子を１個受け取ってできる陰イオン。
例）塩化物イオンＣｌ－ 水酸化物イオンＯＨ－ 硝酸イオンＮＯ３

－

２価の陰イオン・・・電子を２個受け取ってできる陰イオン。
例）酸化物イオンＯ２－ 硫化物イオンＳ２－ 硫酸イオンＳＯ４

２－

Ｈ＋
１は書かない

陽イオン １価

Ｏ２－
２価陰イオン

×１＋

１．次の文の①～④にあてはまることばを答えよ。

原子は、＋の電気をもつ（ ① ）と、－の電気をもつ（ ② ）

からできている。

（ ① ）は、＋の電気をもつ（ ③ ）と、電気をもたない

（ ④ ）からできている。

２．次の文の①～③にあてはまることばを答えよ。

原子が＋または－の電気を帯びたものを（ ① ）という。

そのうち、＋の電気を帯びたものを（ ② ）、－の電気を

帯びたものを（ ③ ）という。

基本問題

① ② ③ ④

① ② ③

応用問題

１．図は、ヘリウム原子の構造を

表している。①～④をそれぞれ

何というか答えよ。

２．次のア～から１価の陽イオンと、１価の陰イオンをすべて

選べ。

ア）水素イオン イ）マグネシウムイオン ウ）硫酸イオン

エ）酸化物イオン オ）塩化物イオン カ）硝酸イオン

キ）アンモニウムイオン ク）銅イオン ケ）水酸化物イオン

コ）ナトリウムイオン

①

②

③
④

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 １ – ５ 電離

〈電離①〉

電離・・・電解質が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれること。

塩化水素ＨＣｌの分子は、水
にとけると電離して
水素イオンＨ＋ と塩化物
イオンＣｌ－ に分かれる。

塩化水素

塩化水素 → 水素イオン ＋ 塩化物イオン

ＨＣｌ → Ｈ＋ ＋ Ｃｌ－

[分子からできている物質の場合]

塩化物イオン
水素イオン

〈電離②〉

[分子からできていない物質の場合]

塩化ナトリウムＮａＣｌ は水にとけると、
ナトリウムイオンＮａ＋ と塩化物イオンＣｌ－

に分かれる。

分子からできていない物質は、多数の
陽イオンと陰イオンが交互に規則正しく
並んでいる。
水にとけるとその結合が切れ、陽イオンと
陰イオンが水の中でばらばらに分かれる。

塩化ナトリウム → ナトリウムイオン ＋ 塩化物イオン

ＮａＣｌ → Ｎａ＋ ＋ Ｃｌ－

塩化
ナトリウム

ナトリウム
イオン

塩化物
イオン

〈電離③〉

塩化銅ＣｕＣｌ２ は水にとけると、銅イオンＣｕ２＋ と塩化物イオンＣｌ－

に分かれる。

塩化銅 → 銅イオン ＋ 塩化物イオン

→ ＋ ２Ｃｌ－

銅イオン ：塩化物イオン

＝１ ： ２

塩化銅

ＣｕＣｌ２ Ｃｕ２＋

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈電離④〉

水酸化ナトリウム → ナトリウムイオン ＋ 水酸化物イオン

→ ＋ ＯＨ－ＮａＯＨ Ｎａ＋

[その他の電離を表す式]

硫酸 → 水素イオン ＋ 硫酸イオン

→ ＋Ｈ２ＳＯ４ ２Ｈ＋

硫酸銅 → 銅イオン ＋ 硫酸イオン

→ ＋ ＳＯ４
２－ＣｕＳＯ４ Ｃｕ２＋

ＳＯ４
２－

基本問題

陽イオン

陰イオン

１．電解質が水にとけて、陽イオンと陰イオンに分かれることを

何というか。

２．図は、塩化水素が水にとけた様子をモデルであらわしたもの

である。

○は陽イオン、●は陰イオンをあらわしている。

それぞれ、何というイオンか、名称を答えよ。

応用問題

塩化銅

図は塩化銅を水にとかした様子をモデルであらわしたもので

ある。次の問いに答えよ。

１．●は陽イオン、○は陰イオン

をあらわしている。

それぞれ、何というイオンか、

名称を答えよ。

２．塩化銅が電離した

ときの、銅イオンと

塩化物イオンの割合をもっとも簡単な比で答えよ。

３．塩化銅が電離しているようすを、化学式とイオン式を使って

あらわせ。

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 １ – ６ 電池のしくみ，いろいろな電池

〈電池①〉

[実験]
Ａ）①図のようにろ紙を巻き、その上にアルミニウムはくを巻く。

②①で用意したものに豆電球をつなぎ光るかどうか確認する。

① 備長炭

濃い食塩水で
しめらせたろ紙

アルミニウムはく

②

電流計

電池をつくる

Ｂ）①図のように装置を用意し、
電子オルゴールが鳴るか
確認する。

－ ＋

電子オルゴール

＋
－

レモン

亜鉛版 銅版

〈電池②〉

[結果]
Ａ）①電球が点いた。

→電気エネルギーをとり出せた。

②アルミニウムはくの表面が変化した。

→電池の内部で化学変化が起きた。

②

Ｂ）①電子オルゴールが鳴った。

→電気エネルギーをとり出せた。

化学エネルギー・・・もともと物質がもっているエネルギー

電池・・・物質のもっている化学エネルギーを、化学変化に
よって電気エネルギーに変換して取り出す装置。

〈電池のしくみ①〉

①金属板Ａが陽イオン になって水溶液中にとけ出す。

②①で生じた電子 が導線を移動し、金属板Ｂに向かう。

③②の電子が水溶液中にある別の陽イオン に与えられる。

Ａ Ｂ

電子
→

電流
←

Ａ Ｂ－極 ＋極

－ －

＋
＋

＋

－

＋

電流の流れ
出るほうが
＋極

＋
－

－

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈電池のしくみ②〉

[実験] 電気を取り出す条件を調べる

①図のように装置を組み
立て、金属板の種類や
大きさ、水溶液の種類や
濃度を変えて、モーター
の回る速さを比較する。

亜鉛板

水溶液

銅板

プロペラつき
モーター

[結果]

①同じ種類の金属板では電気エネルギーをとり出せなかった。

②金属板の大きさが大きいほど、モーターの回る速さは速かった。

③非電解質の水溶液では、電気エネルギーはとり出せなかった。

④電解質の水溶液の濃度が濃いほど、モーターの回る速さは
速かった。

〈いろいろな電池〉

一次電池・・・充電のできない電池。

二次電池・・・充電のできる電池。

燃料電池・・・水の電気分解とは逆の化学変化を利用して、
電気エネルギーをとり出す装置。

水素 ＋ 酸素 → 水

２Ｈ２ Ｏ２ ２Ｈ２Ｏ

例）マンガン電池、リチウム電池など

例）鉛蓄電池、リチウムイオン電池など

＋ →

イークルース 中学３年理科講座
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１．物質のもっている化学エネルギーを、化学変化に

よって電気エネルギーに変換して取り出す装置を

何というか。

２．マンガン電池、リチウム電池などの充電のできない

電池を何というか。

３．鉛蓄電池、リチウムイオン電池などの充電のできる

電池を何というか。

４．水の電気分解とは逆の化学変化を利用して電気

エネルギーをとり出す装置を何というか。

５．４で利用する反応では、何と何が反応して水が

できるか。物質名で答えよ。

基本問題

応用問題

銅板

食塩水

亜鉛板

電子オルゴール

図のような電池をつくると、電子オルゴールが鳴った。

次の問いに答えよ。

１．導線を流れる電流の向きは、銅板

から亜鉛板であった。このことから、

銅板は＋極か、－極のどちらか。

２．亜鉛板を銅板に変えた。

電子オルゴールは鳴った

か。

３．食塩水を砂糖水に変えたところ、電子オルゴールは鳴らな

かった。この理由を説明した次の文にあてはまることばを

答えよ。 理由・・・砂糖水は の水溶液だから。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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第１分野 １ – ７ 酸性とアルカリ性

〈酸性とアルカリ性①〉

[実験]

①塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム
水溶液、水酸化カリウム水溶液、水酸化
バリウム水溶液、アンモニア水を用意する。

水溶液の性質を調べる

②リトマス紙に、それぞれの水溶液をつける。 緑色の
ＢＴＢ溶液

③それぞれの水溶液に、緑色のＢＴＢ溶液を
加える。

マグネシウム
リボン

リトマス紙

②

④別の試験管にそれぞれの水溶液をとり、
フェノールフタレイン溶液を加える。

⑤それぞれの水溶液にマグネシウムリボン
を入れ、気体が発生したらマッチの火を
近づけてみる。

③

⑤

〈酸性とアルカリ性②〉

[結果]

水溶液 リトマス紙
ＢＴＢ
溶液

フェノールフタレイン
溶液

マグネシウム
リボン

塩酸

硫酸

硝酸

酢酸

マッチの火を近づけると、音を立てて燃えた。

→水素が発生

青色→
赤色

緑色→
黄色

無色 気体が発生

酸性の水溶液

〈酸性とアルカリ性③〉

アルカリ性の水溶液

水溶液 リトマス紙
ＢＴＢ
溶液

フェノール
フタレイン

溶液

マグネシウム
リボン

水酸化ナトリウム
水溶液

水酸化カリウム
水溶液

水酸化バリウム
水溶液

アンモニア水

赤色→
青色

緑色→
青色

赤色 変化なし

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈酸性とアルカリ性④〉

アルカリ性中性酸性

青色
リトマス紙

赤色
リトマス紙

ＢＴＢ溶液

フェノール
フタレイン
溶液

ｐＨ試験紙

赤色に変化 変化しない 変化しない

変化しない 変化しない 青色に変化

黄色 緑色 青色

無色 無色 赤色

赤色 黄色 緑色 青色 濃い青色

〈酸性とアルカリ性③〉

[まとめ]

①青色リトマス紙→赤色に変化

②緑色のＢＴＢ溶液→黄色に変化

③ｐＨ試験紙→黄色～赤色

④マグネシウムリボンと反応して、水素が発生

①赤色リトマス紙→青色に変化

②緑色のＢＴＢ溶液→青色に変化

③ｐＨ試験紙→青色

④フェノールフタレイン溶液→赤色に変化

酸性の水溶液の性質

アルカリ性の水溶液の性質

イークルース 中学３年理科講座

21



Memo

１．酸性の水溶液に、青色のリトマス紙をつけると何色

に変化するか。

２．酸性の水溶液に、緑色のＢＴＢ溶液を加えると何色

に変化するか。

３．酸性の水溶液に、マグネシウムリボンを入れると

何という気体が発生するか。

４．アルカリ性の水溶液に、赤色のリトマス紙をつける

と何色に変化するか。

５．アルカリ性の水溶液に、緑色のＢＴＢ溶液を加える

と何色に変化するか。

６．アルカリ性の水溶液にフェノールフタレイン溶液を

加えると何色に変化するか。

基本問題

応用問題

下のア～クの水溶液について、次の問いに答えよ。

ア）塩酸 イ）塩化ナトリウム水溶液 ウ）アンモニア水

エ）水酸化ナトリウム水溶液 オ）硫酸 カ）硝酸

キ）水酸化カリウム水溶液 ク）酢酸

１．フェノールフタレイン溶液が赤色に変化したものはどれか。

あてはまるものをすべて選び、記号で答えよ。

２．緑色のＢＴＢ溶液が変化しなかったものはどれか。

あてはまるものをすべて選び、記号で答えよ。

３．マグネシウムリボンを入れると気体が発生したものはどれか。

あてはまるものをすべて選び、記号で答えよ。

４．３のとき発生した気体を化学式で答えよ。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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第１分野 １ – ８ 酸・アルカリとイオン

〈酸・アルカリ①〉

[実験]

①図のように装置を用意し、
電圧をかける。

指示薬の色を変えるイオンを調べる

②ｐＨ試験紙の中央に、塩酸
や水酸化ナトリウム水溶液
をしみこませた糸を置き、
それぞれの結果を観察する。

電源装置
－ ＋

塩酸や水酸化ナトリウム
水溶液をしみこませた糸

硝酸カリウム水溶液で
しめらせたろ紙

硝酸カリウム水溶液で
しめらせたｐＨ試験紙

陰極
陽極

〈酸・アルカリ②〉

[結果]

①赤色のしみが陰極側に
移動した。

→ｐＨ試験紙を赤色に変える
ものは、＋の電気を帯びて
いる。

陰極 陽極

塩酸 → 水素イオン ＋ 塩化物イオン

ＨＣｌ → Ｈ＋ ＋ Ｃｌ－

→水素イオンＨ＋が、ｐＨ試験紙を赤色にした。

酸・・・水溶液中で電離して、水素イオンＨ＋を生じる物質。

〈酸・アルカリ③〉

②青色のしみが陽極側に
移動した。

→ｐＨ試験紙を青色に変える
ものは、－の電気を帯びて
いる。

陰極 陽極

水酸化ナトリウム → ナトリウムイオン ＋ 水酸化物イオン

ＮａＯＨ → Ｎａ＋ ＋ ＯＨ－

→水酸化物イオンＯＨ－が、ｐＨ試験紙を青色にした。

アルカリ・・・水溶液中で電離して、水酸化物イオンＯＨ－を
生じる物質。

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈酸・アルカリ④〉

硫酸 → 水素イオン ＋ 硫酸イオン

Ｈ２ＳＯ４ → ２Ｈ＋ ＋ ＳＯ４
－

[酸]

硝酸 → 水素イオン ＋ 硝酸イオン

ＨＮＯ３ → Ｈ＋ ＋ ＮＯ３
－

水酸化カリウム → カリウムイオン ＋ 水酸化物イオン

ＫＯＨ → Ｋ＋ ＋ ＯＨ－

[アルカリ]

水酸化バリウム → バリウムイオン ＋ 水酸化物イオン

Ｂａ（ＯＨ）２ → Ｂａ＋ ＋ ２ＯＨ－

〈酸・アルカリ⑤〉

ｐＨ試験紙が赤色→強い酸性

ｐＨ試験紙が黄色→弱い酸性

例）塩酸、硫酸

例）酢酸

ｐＨ・・・水溶液の酸性、アルカリ性の強さを表す。

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

中性 弱 ←  アルカリ性 → 強強 ←  酸性 →   弱

ｐＨの値が７より小さいほど酸性が強く、
ｐＨの値が７より大きいほどアルカリ性が強い。

●ｐＨの値で酸性、アルカリ性の強さを表すことができる。

イークルース 中学３年理科講座
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１．水溶液中で電離して、水素イオンを生じる物質を

何というか。

２．水溶液中で電離して、水酸化物イオンを生じる物質

を何というか。

３．水溶液の酸性、アルカリ性の強さを表す数値を

何というか。

４．強い酸性の水溶液はｐＨ試験紙を何色にするか。

５．弱い酸性の水溶液はｐＨ試験紙を何色にするか。

６．中性の水溶液では、ｐＨの値は何になるか。

基本問題

応用問題

電源装置

－ ＋

塩酸や水酸化ナトリウム
水溶液をしみこませた糸

硝酸カリウム水溶液で
しめらせたｐＨ試験紙

陰極 陽極

図のような装置に電圧をかけた。次の問いに答えよ。

１．塩酸をしみこませた糸で実験した場合、

陽極側、陰極側のどちらに、何色の

しみができたか。

２．１の結果を生じさせたイオン

を、イオン式で答えよ。

３．水酸化ナトリウム水溶液を

しみこませた糸で実験した

場合、陽極側、陰極側

のどちらに、何色のしみ

ができたか。

４．３の結果を生じさせたイオンを、イオン式で答えよ。

硝酸カリウム
水溶液でしめら
せたろ紙

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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第１分野 １ – ９ 酸と金属の反応，中和

〈酸と金属の反応〉

マグネシウム ＋ 塩酸 → 塩化マグネシウム ＋ 水素

金属を酸性の水溶液に入れると、水素が発生する。

Ｍｇ ＋２ＨＣｌ → ＭｇＣｌ２ ＋ Ｈ２

金属

亜鉛 ＋ 硫酸 → 硫酸亜鉛 ＋ 水素

Ｚｎ ＋ Ｈ２ＳＯ４ →    ＺｎＳＯ４ ＋ Ｈ２

酸性の水溶液

酸と金属の反応で発生する水素は、酸にふくまれていた
水素原子が変化したものである。

〈中和①〉

[実験]

①ビーカーに水酸化ナトリウム水溶液を入れ、
そこにフェノールフタレイン溶液を加える。

②フェノールフタレイン溶液の赤色が消える
まで、塩酸を少しずつ加える。

[結果]

①塩酸を加えると、赤色から無色になった。
→アルカリの性質が酸によって打ち消された

②無色になった水溶液の水分を蒸発させると、
四角形の結晶が見られた。

→塩化ナトリウムができた

水酸化

ナトリウム
水溶液

フェノール
フタレイン
溶液

①

塩酸

②

〈中和②〉

塩・・・アルカリの陽イオンと酸の陰イオンが結びついて
できた物質。

[まとめ]

ナトリウムイオン ＋ 塩化物イオン → 塩化ナトリウム

Ｎａ＋ ＋ Ｃｌ－ → ＮａＣｌ

●塩には水にとけにくいものもある。

バリウムイオン ＋ 硫酸イオン → 硫酸バリウム
Ｂａ＋ ＋ ＳＯ４

－ → ＢａＳＯ４

水素イオン ＋ 水酸化物イオン → 水

Ｈ＋ ＋ ＯＨ－ → Ｈ２Ｏ

中和・・・酸とアルカリがたがいの性質を打ち消しあう反応。

中和すると水溶液の温度が上がるので、発熱反応である。

水に
とけやすい

白色の
沈殿ができる

〔第１分野〕 第１章 化学変化とイオン
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〈中和③〉

[酸やアルカリの水溶液の廃棄]

中和により、中性付近（ｐＨ７）にしてから廃棄する。

酸性 酸性 中性

水酸化ナトリウム
水溶液

塩酸

中和

基本問題

１．酸と金属を反応させると水素が発生するが、これは

酸にふくまれている何の原子が変化したか。

２．酸とアルカリがたがいの性質を打ち消しあう反応を

何というか。

３．アルカリの陽イオンと酸の陰イオンが結びついて

できた物質を何というか。

４．水酸化ナトリウム水溶液に塩酸を加え中和すると、

水溶液の温度はどうなるか。

５．４より、中和は発熱反応か吸熱反応のどちらか。

６．酸やアルカリの水溶液の廃棄するときは、

水溶液を何性付近にするか。

応用問題

図のようにして、中和をおこなった。次の問いに答えよ。

１．塩酸を加える前、水溶液の

色は何色か。

２．塩酸を加えると、水溶液

の色は何色になったか。

３．２の状態の水溶液の水分

を蒸発させると、結晶が見られた。

この結晶は何か、化学式で答えよ。

４．この実験のとき、反応によって水溶液の温度はどうなるか。

５．イオン式や化学式で、中和をあらわす式をかけ。

塩酸フェノールフタレイン
溶液を加えた、水酸化
ナトリウム水溶液

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – １ 力のつり合い，力の合成

力のつり合い

【２力のつり合い】

１つの物体に２つの力が
はたらいていて、その物体
が静止したままであるとき、
２つの力はつり合っている
という。

【２力がつり合う条件】
• 力の大きさが等しい。
• 力の向きが反対。
• 一直線上にある。

力の合成

【一直線上にある２力の合成】
２つ以上の力を合成したものを合力という。

力の合成

【一直線上にない２力の合成】
一直線上にない２力の合力は、力の平行四辺形の法則を

利用して求める。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①１つの物体に２つの力がはたらいていても
静止しているとき、その状態を何というか。

②①の状態が成り立つ条件の（ ）にあて
はまる語句を答えなさい。
・２つの力の（ ）が等しい。
・２つの力の（ ）が反対。
・２つの力が（ ）にある。

③ある物体をＡくんが東向きに１０Ｎ、Ｂくんが
西向きに２０Ｎの力で引いたとき、２人の力の
合力はどちら向きに何Ｎになるか。

④２力の合力が、その２力を２辺とする平行四
辺形の対角線で表されることを何というか。

つり合って
いる

大きさ
向き

一直線上

西向き
20(N)－10(N)

＝10(N)

力の平行四
辺形の法則

応用問題

上図のような装置をつくり、ばねはかりを
５Ｎの力で点Ｐから右へ引いた。このとき、
糸ア・糸イを引く力を変えながら点Ｐの動き
を確認した。

1. 糸ア・糸イを引く力を下図のようにしたと
き、その合力を下図に作図しなさい。

2. 1.のとき、点Ｐの動きはどのようになる
か。上図からの動きを答えなさい。

3. 下図において、糸イを引く力を２倍にし
たとき、点Ｐの動きはどのようになるか。
上図からの動きを答えなさい。

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – ２ 力の分解

力の分解

【力の分解】
１つの力を２つの力に分けることを力の分解と

いう。また、分けられた力をそれぞれ分力という。

分力は力を分解する方向によって何通りも求める
ことができる。

【分力を求める方法】
a. 力Ｆを分解する方向を決める。
b. 力Ｆが対角線となるような平行四辺形を作図

する。
c. 力Ｆの始点から出ている２辺が分力となる。

力の分解

【斜面上の物体にはたらく力】
斜面上の物体は、物体にはたらく重力を斜面に垂直な方向

と斜面に水平な方向に分解して考える。斜面の傾きが大きくな

ると、斜面に垂直な分力は大きくなり、斜面に水平な分力は小
さくなる。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー

32



Memo

基本問題

①力の分解によって求められた力を何というか。
また、もとの力が平行四辺形のどの部分に
なるように作図するか。

②１つの力を２つの力に分解するとき、その２
つの力は１通りに決まるか決まらないか。

③斜面上にある物体にはたらく力を考えるとき、
物体にはたらく何を分解するか。

④③のとき、斜面からの抗力とつり合っている
のは、斜面に平行な力と斜面に垂直な力の
どちらか。

⑤③のとき、斜面の傾きを大きくすると、斜面に
平行な力の大きさはどうなるか。

分力
対角線

決まらない

（物体にはた
らく）重力

斜面に
垂直な力

大きくなる

応用問題
右図は、摩擦のない斜面上に置いた物

体にバネを取りつけ、バネを手で引いて

物体を静止させたものである。

1. 図の矢印は、物体にはたらく重力を
表している。この重力を斜面に平行な
分力と垂直な分力に分解しなさい。

2. 図の１目盛りを１Ｎとすると、物体に
はたらく抗力の大きさは何Ｎになるか。

3. 実験で使用したバネは１Ｎで２ｃｍのびる。物体が静止して
いるとき、バネは何ｃｍのびているか。

4. 斜面の傾きを大きくしたとき、バネののびは3.と比べてどうな
るか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – ３ 物体の速さ，運動の調べ方

〈物体の速さ①〉

物体の速さを求めるには、時間と移動距離が必要になる。

※速さの単位はメートル毎秒（ｍ/ｓ）や
キロメートル毎時（ｋｍ/ｈ）などを使う。

速さ[ｍ/ｓ] ＝
移動距離[ｍ]

移動にかかった時間[ｓ]

例題）ある物体が４秒間に２０ｍ移動したとすると、この物体の
速さは何ｍ/ｓか。

解答）

〈物体の速さ②〉

平均の速さ・・・物体がある時間の間、同じ速さで動き続けたと
考えたときの速さ。

瞬間の速さ・・・平均をとる時間間隔をごく短くしたときの平均の速さ。

例）自動車のスピードメーターに表示される速さ

８０ｋｍ, １時間

一定時間の移動距離

８０ｋｍ/ｈ

〈運動の調べ方①〉

[実験] 台車の運動を調べる

①図のような装置をつくり、
記録タイマーのスイッチを
入れると同時に、台車を
一瞬押して動かす。

②記録されたテープを０.１秒ごと（東日本では５打点、
西日本では６打点ごと）に印をつけ切り取り、グラフ用紙に
はりつける。

●記録タイマーについて
１秒間に、東日本では５０回、西日本では６０回打点
するものが多い。
つまり、東日本では 秒間に１打点、西日本では 秒間に
１打点する。

記録タイマー

記録テープ

５０

１

６０

１

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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〈運動の調べ方②〉

①スタート直後は、テープの上端が右上がりになっている。

→時間とともに速さが大きくなっている

②その後、テープの上端がゆっくり右下がりになっている。

→時間とともに速さが小さくなっている

東日本 西日本

秒
間
に
進
ん
だ
距
離[

]

０.１

ｃｍ

秒
間
に
進
ん
だ
距
離[

]

０.１

ｃｍ

１０

５

０
時間 時間

１０

５

０

[結果]

〈運動の調べ方③〉

●速さの求め方

[東日本]

５打点で０.１秒

[西日本]

６打点で０.１秒

９.６ｃｍ

９.６[ｃｍ]

０.１[ｓ]
＝ ９６[ｃｍ/ｓ]

イークルース 中学３年理科講座
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基本問題

１．下の公式は物体の速さを求める公式である。

①・②にあてはまることばを答えよ。

２．１の公式を用いて、ある物体が５秒間に３０ｍ移動したとする

と、この物体の速さは何ｍ/ｓか求めよ。

３．物体がある時間の間、同じ速さで動き続けたと考えたときの

を速さを何というか。

４．平均をとる時間間隔をごく短くしたときの３の速さを

何というか。

速さ[ｍ/ｓ] ＝
移動（ ① ）[ｍ]

移動にかかった（ ② ）[ｓ]
①

②

応用問題

記録タイマー

記録テープ

図１

図２

Ｐ Ｑ Ｒ

１４ｃｍ ２３ｃｍ ３２ｃｍ

図１のようにして、１秒間に５０打点する記録タイマーを用いて

物体の運動のようすを調べた結果、図２のような結果が

得られた。次の問いに答えよ。

１．記録タイマーが５打点

するのにかかる時間

は何秒か。

２．ＰＲ間の速さを求めよ。

３．２で求めた速さは、

平均の速さ、瞬間の

速さのどちらか。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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第１分野 ２ – ４ 力がはたらき続けるときの運動

〈力がはたらき続けるときの運動①〉

[実験]

①図のような装置をつくり、まず斜面上の台車にはたらく、
斜面下向きの力の大きさをはかる。

②記録タイマーのスイッチを入れると同時に台車から手を離し、
台車が斜面を下りる運動を記録する。

③斜面の傾きを変えて、同様の実験をおこなう。
記録タイマー

テープ

台車

斜面を下りる台車の運動を調べる

〈力がはたらき続けるときの運動②〉

[結果]
①台車にはたらく、斜面にそって下向きの力の大きさは、

斜面のどこでも同じ。
②台車の速さはしだいに大きくなる。
③斜面の傾きが大きいほど、速さの増え方が大きい。

傾き 小

秒
間
に
移
動
し
た
距
離[

]

０.１

ｃｍ
時間

秒
間
に
移
動
し
た
距
離[

]

０.１

ｃｍ

→斜面にそって下向きの力が大きくなるから
傾き 大

時間

〈力がはたらき続けるときの運動③〉

[実験]

①図のような装置を用意し、砂袋を落下させ、
記録タイマーで運動を記録する。

[結果]

①物体の速さは、しだいに大きくなった。

自由落下・・・物体が真下に自然に落下するときの運動。

→物体に一定の重力がはたらき続けるから

記録
タイマー

砂袋

落下する物体の運動を調べる

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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〈力がはたらき続けるときの運動④〉

[実験]

①図のような装置を用意し、
記録タイマーのスイッチを
入れると同時に台車を押し、
台車が斜面をのぼる運動
を記録する。

[結果]

①物体の速さは、しだいに小さくなった。

→台車にはたらく斜面下向きの力が、運動の向きと
反対向きだから

記録タイマー

斜面をのぼる台車の運動を調べる

〈力がはたらき続けるときの運動⑤〉

[実験]

①図のように、物体をすべらせたときの運動を記録する。

[結果]

①物体の速さは、時間とともに小さくなり、停止した。

→物体どうしがふれ合う面で、まさつ力が物体の運動の向きと
反対向きにはたらくから

物体をすべらせたときの運動を調べる

イークルース 中学３年理科講座
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基本問題

１．斜面を下りる台車の運動では、台車の速さはしだいに

どうなるか。

２．落下する物体の運動では、物体の速さはしだいに

どうなるか。

３．物体が真下に自然に落下するときの運動を何と

いうか。

４．斜面をのぼる台車の運動では、台車の速さはしだいに

どうなるか。

５．物体をすべらせたときの運動では、台車の速さはしだいに

どうなるか。

応用問題

記録タイマー

テープ

台車

図のようにして、斜面を下りる

台車の運動を調べた。

次の問いに答えよ。

１．斜面上の台車にはたらく、

斜面下向きの力の大きさ

は、斜面の位置によって

異なるか、どこでも同じか。

２．台車の速さは時間とともにどうなるか。

３．斜面の傾きが大きいほど、速さの増え方は大きくなるが、

その理由を答えよ。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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第１分野 ２ – ５ 等速直線運動，作用と反作用

〈等速直線運動①〉

[実験] まさつ力がはたらかないときの運動を調べる

①図のような装置を使い、０.１秒ごとの物体の位置を調べる。

物体の位置 ア イ ウ エ オ

時間[ｓ] ０ ０.１ ０.２ ０.３ ０.４

アからの距離[ｃｍ] ０ １０ ２０ ３０ ４０

[結果]

２点間の距離[ｃｍ] １０ １０ １０ １０

２点間の速さ[ｃｍ/ｓ] １００ １００ １００ １００

イ ウ エ オア

〈等速直線運動②〉

等速直線運動・・・一定の速さで一直線上を動く運動。

台
車
が
移
動
し
た
距
離[

]ｃｍ

時間[ｓ]

[時間と移動距離の関係]

速
さ[

]ｃｍ/ｓ

時間[ｓ]

１０

２０

３０

４０

０ ０.１ ０.２ ０.３ ０.４ ０.１ ０.２ ０.３ ０.４

５０

１００

１５０

２００

０

[時間と速さの関係]

等速直線運動では、物体の移動距離は経過した時間に比例する。

移動距離[ｍ] ＝ 速さ[ｍ/ｓ] × 時間[ｓ]

〈等速直線運動③〉

慣性の法則・・・物体に力がはたらいていないときや、力が
はたらいていてもそれらがつり合っているときは、
静止している物体は静止し続けるし、動いている
物体は等速直線運動を続ける。

物体のこのような性質を慣性という。

発進

静止の状態を続けようとする。 運動の状態を続けようとする。

停止

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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〈作用と反作用〉

Ａさんが壁を押す力

かべがＡさんを押し返す力

作用

反作用

２つの力のうち、注目
している力を作用、

もう一方の力を反作用
という。

作用・反作用の法則・・・作用と反作用は２つの物体の間で同時
にはたらき、大きさは等しく、一直線上
で向きは反対になっている。

基本問題

１．一定の速さで一直線上を動く運動を何というか。

２．物体に力がはたらいていないときや、力がはたらいていても

それらがつり合っているときは、静止している物体は静止し

続けるし、動いている物体は１の運動を続ける。

この法則を何というか。

３．以下の文は作用・反作用の法則について説明したものである。

①～③にあてはまることばを答えよ。

２つの物体の間で同時にはたらき、大きさは（ ① ）、

（ ② ）で向きは（ ③ ）になっている。

① ③②

応用問題

図は、なめらかな水平面上を動く物体のようすを観察し、

０.１秒ごとの位置を表したものである。 １目盛りは１ｃｍである。
次の問いに答えよ。

１．ＡＢ間の平均の速さは何ｃｍ/ｓか。

２．ＡＦ間の平均の速さは何ｃｍ/ｓか。

３．この物体のような運動を何というか。

４．３の運動では、物体の移動距離と経過した時間はどのような

関係があるか。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – ６ 仕事，仕事率

仕事

• 物体に力を加えて、その物体が力の方向に動いたとき、力は
物体に対して仕事をしたという。物体を１Ｎの力で１ｍ動かし
たときの仕事の量が１Ｊ（ジュール）である。

• （仕事を求める公式）
仕事（Ｊ）＝力の大きさ（Ｎ）×力の向きに動いた距離（ｍ）

• （物体を持ち上げる仕事）
右図のように、１０Ｎの物体をひもで
１ｍ持ち上げたときの仕事は、
１０（Ｎ）×１（ｍ）＝１０（Ｊ）

• （摩擦力にさからってする仕事）
摩擦のある面に置いた物体を動かす
には、摩擦力と同じ大きさの力を加え
ればよい。

仕事率

• 一定時間にした仕事の量を仕事率という。１秒間に１Ｊの
仕事をしたときの仕事率が１（Ｊ／ｓ）である。

• １Ｊ／ｓ＝１W であり、電力の単位と同じ。
• 仕事率が大きいほど、能率よく仕事をしたと考えられる。
• （仕事率を求める公式）

仕事率（W）＝
仕事（Ｊ）

仕事にかかった時間（ｓ）

• 右図のように、１０Ｎの物体をひもで
１ｍ持ち上げた。この仕事に５秒か
かったとすると仕事率は、

１０（Ｎ）×１（ｍ）
５（ｓ）

＝２（W）

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①仕事の量を求める次の式の（ ）にあて
はまる語句とその単位を答えなさい。

仕事（Ｊ）＝力の（ ア ）×力の向きに（ イ ）

②床に置いた物体を５０Ｎの力で押しながら１０
ｍ移動させた。このときの仕事の量は何Ｊか。

③仕事率を求める次の式の（ ）にあては
まる語句とその単位を答えなさい。

仕事率（Ｗ）＝
仕事（Ｊ）

仕事にかかった（ ）

④３０００Ｊの仕事を行うのに、時間が１分か
かった。このとき、仕事率は何Ｗか。

ア.大きさ（Ｎ）

イ.動いた
距離（ｍ）

50(N)×10(ｍ)
＝５００（Ｊ）

時間
秒（ｓ）

3000(J)/60(s)
＝５０（W）

応用問題
右図のような装置で、Ａくんは１.５ｋｇの物体を

３０ｃｍ持ち上げる仕事を行った。ただし、１００ｇ

の物体にはたらく重力を１Ｎとする。

1. ばねはかりが示す値は何Ｎになるか。

2. Ａくんが行った仕事の量は何Ｊか。

3. Ａくんが物体を３０ｃｍの高さまで持ち上げる
のに５秒かかった。Ａくんの仕事率は何Ｗか。

4. 同じような装置で、Ｂくんは５ｋｇの物体を３０
ｃｍ持ち上げる仕事を行い、かかった時間は１５秒であった。
ＡくんとＢくんでは、どちらの方が能率が良かったといえるか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – ７ 仕事の原理

仕事の原理

【道具を使用しない仕事】
• １０ｋｇの物体を１ｍ
持ち上げる仕事は、
１００（Ｎ）×１（ｍ）
＝１００（Ｊ）

• 同じ仕事を道具を使っ
たときと比較してみる。

【定滑車を使った仕事】
• 定滑車は力の向きを変えるだけで、力の
大きさや動かす距離は変わらない。

• 仕事は、１００（Ｎ）×１（ｍ）＝１００（Ｊ）
となり、道具を使用しないときと同じ。

仕事の原理

【動滑車を使った仕事】
• 動滑車は力の大きさは半分にできる
かわりに動かす距離は２倍になる。

• 仕事は、５０（Ｎ）×２（ｍ）＝１００（Ｊ）
となり、道具を使用しないときや定滑車
を使ったときと同じになる。

【仕事の原理】
• 同じ仕事をするときは、道具を使っても
使わなくても、仕事の量は同じになる。
このことを仕事の原理という。

• 仕事の原理は、定滑車・動滑車のほか、てこや斜面を使った
仕事でも成り立つ。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①（ ）から正しい語句を選びなさい。

定滑車を使うと、力の大きさは（２倍になる・
変わらない・半分になる）。また、動かす距離
は（２倍になる・変わらない・半分になる）。

②（ ）から正しい語句を選びなさい。

動滑車を使うと、力の大きさは（２倍になる・
変わらない・半分になる）。また、動かす距離
は（２倍になる・変わらない・半分になる）。

③同じ仕事をするとき、道具を使ったときは道
具を使わなかったときに比べて、仕事の量は
どうなるか。

④③のようになることを何というか。

変わらない
変わらない

半分になる
２倍になる

変わらない

仕事の原理

応用問題
右図のようなＡ・Ｂの方法で、

１０ｋｇの物体を５０ｃｍ持ち上げ
た。ただし、１００ｇの物体にはた

らく重力を１Ｎとする。

1. Ａ・Ｂにおいて、手が糸を引く
力の大きさはそれぞれ何Ｎに
なるか。

2. Ａ・Ｂにおいて、手が糸を引く長さはそれぞれ何ｃｍになるか。

3. Ａ・Ｂの仕事の量はそれぞれ何Ｊになるか。

4. Ａに使われている動滑車を定滑車に交換し、同じように物体
を持ち上げると仕事の量は何Ｊになるか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – ８ 位置エネルギー，運動エネルギー

位置エネルギー

• 物体を動かすことができる能力をエネルギーといい、
単位にはジュール（Ｊ）を用いる。

• 高い位置にある物体が持つエネルギーを位置エネルギー
という。位置エネルギーの大きさは、物体の高さに比例し、
物体の質量にも比例する。

運動エネルギー

• 運動している物体が持つエ
ネルギーを運動エネルギー
という。

• 運動エネルギー大きさは、
物体の速さの２乗に比例し、
物体の質量に比例する。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①物体を動かすことができる能力を何というか。

②①の単位には何を用いるか。

③高いところにある物体が持っている①を何と
いうか。

④③の大きさは、基準面からの物体の高さが
大きくなるとどうなるか。

⑤運動している物体が持っている①を何という
か。

⑥⑤の大きさは、物体の速さについて、（関係
がない・速さに比例する・速さの２乗に比例
する）。（ ）から正しいものを選べ。

エネルギー

ジュール（Ｊ）

位置
エネルギー

大きくなる

運動
エネルギー

速さの２乗に
比例する

応用問題

下図のような装置で、球の条件を変えながら転がして木片に
あて、木片が動いた距離を記録してグラフを作成した。

1. 球の高さと位置エネルギーの大きさにはどのような関係が
あるか。

2. 球の質量が大きくなると、位置エネルギーの大きさはどうな
るか。 （次ページへ）

テストに出る

応用問題

下図のような装置で、球の条件を変えながら転がして木片に
あて、木片が動いた距離を記録してグラフを作成した。

3. 球の質量を１０Ｎにして９ｃｍの高さから転がすと、木片の
移動距離は何ｃｍになるか。

4. 球を４ｃｍの高さから転がして木片の移動距離が６０ｃｍとな
るのは、球の質量が何Ｎのときか。

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座

49



Memo

第１分野 ２ – ９ 力学的エネルギー

力学的エネルギー

• 位置エネルギーと運
動エネルギーの和を
力学的エネルギーと
いう。

• ジェットコースターで
は、位置エネルギー
が減少すると運動エ
ネルギーは増加する
が、その和はつねに
一定である。これを
力学的エネルギー
保存の法則という。

力学的エネルギー

• 力学的エネルギー保存の法則は、ふりこでも成り立つ。
• ふりこでは、端の点で位置エネルギーが最大となり、
最も低くなる点で運動エネルギーが最大となる。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①位置エネルギーと運動エネルギーの和を何
というか。

②ジェットコースターが最も高い位置から下りて
いくとき、位置エネルギーの大きさはどのよう
になるか。

③ジェットコースターが最も高い位置から下りて
いくとき、運動エネルギーの大きさはどのよう
になるか。

④②・③のとき、①の大きさはどうなるか。また、
そのようになることを何というか。

力学的
エネルギー

減少していく

増加していく

一定である
力学的

エネルギー
保存の法則

応用問題
右図のように、おもりを天井から糸で

つるし、Ａ点からＥ点までふらせた。

1. おもりの速さが最も大きくなる点を
Ａ～Ｅからすべて選びなさい。

2. おもりの位置エネルギーが最も大
きくなる点をＡ～Ｅからすべて選び
なさい。

3. おもりの運動エネルギーが減少してい
くのは、どの点からどの点までか。Ａ～
Ｅの記号で答えなさい。

4. 右図のように、ふりこの途中でくぎにあ
たるように装置を変えた。おもりはア～
エのどの高さまでふれるか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第１分野 ２ – １０ いろいろなエネルギー，エネルギー保存の法則

いろいろなエネルギー

• 電気エネルギー･･･電気がも
つエネルギー。

• 熱エネルギー･･･熱がもつエ
ネルギー。

• 化学エネルギー･･･物質がも
つエネルギー。

• 光エネルギー･･･光がもつエ
ネルギー。

• 音エネルギー･･･音がもつエ
ネルギー。

• いろいろな装置を利用するこ
とで、エネルギーを変換する
ことができる。

エネルギー保存の法則

• エネルギーを変換するとき、変換の前後でエネルギーの総量
は一定で変わらない。これをエネルギー保存の法則という。

〔第１分野〕 第２章 運動とエネルギー
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基本問題

①石油や石炭などの物質がもつエネルギーを
何というか。

②手回し発電機は何エネルギーを何エネル
ギーに変換する装置か。

③光エネルギーを電気エネルギーに変換する
ことができる装置を何というか。

④植物が光エネルギーを利用してデンプンなど
の有機物をつくるはたらきを何というか。

⑤いろいろな装置を利用してエネルギーを変換
するとき、変換の前後でエネルギーの総量
が変わらないことを何というか。

化学ｴﾈﾙｷﾞｰ

運動ｴﾈﾙｷﾞｰ
電気ｴﾈﾙｷﾞｰ

光電池

光合成

エネルギー
保存の法則

応用問題 答え
右図のような装置を使って、モータ

ーで物体を巻き上げた。

1. 光電池に光をあてると何エネルギ
ーを得ることができるか。

2. モーターは何エネルギーを何エネ
ルギーに変換する装置か。

3. この装置によって、光エネルギー
は最終的に何エネルギーに変換されたか。

4. 光電池にあてた光エネルギーと3.のエネルギーを比べるとど
ちらの方が大きいか。また、その理由を簡単に答えなさい。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – １ 生物の成長

成長点

根冠

• １つの細胞が２つに分裂することを

細胞分裂という。

• 生物の成長のステップ

１．細胞分裂により、細胞の数が
増加する。

２．増加した細胞が、もとの大きさ
まで大きくなる。

３．１と２をくりかえす。

ソラマメの根の成長

① 植物の根の先端部分を何といいますか。

② 植物の根の細胞を観察すると、根もとの細胞と先端
の細胞ではどちらが小さいですか。

③ １つの細胞が２つに分かれることを何といいますか。

④ 植物の根で細胞分裂をもっともさかんに行っている
部分を何といいますか。

⑤ 細胞が成長するためには、細胞分裂した細胞がど
うなることが必要ですか。

基本問題

根冠

先端の細胞

細胞分裂

成長点

もとの大きさまで
大きくなること。

応用問題

右の図は、発芽してしばらく成長したソラマメの根に、等間隔の印
をつけたものである。次の問いに答えなさい。

① 顕微鏡で観察したときに、細胞がさかんに分かれている部分
はどこか。Ａ～Ｃから１つ選び、記号を書きなさい。

② ①のように、１つの細胞が２つに分かれることを何というか。

③ 印をつけた日から３日後、最ものびた部分はどこか。Ａ～Ｃか
ら１つ選び、記号を書きなさい。

④ 印をつけた日から、細胞の大きさがあまり変化しない部分は
どこか。Ａ～Ｃから１つ選び、記号を書きなさい。

⑤ 成長点を保護しているＣの先端部分を何というか。

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – ２ 細胞分裂

細胞分裂の順序

細胞分裂の順序

体細胞分裂

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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基本問題

右の図は、タマネギの
ある部分の細胞分裂を
観察したものである。
次の問いに答えなさい。

① 観察したのはタマネギのどの部分か。 根の先端部分

② Ｂの細胞で見られるＰを何というか。 染色体

③ 観察のときに、核やＰなどを見やすくする
染色液の名前を何というか。 酢酸オルセイン溶液

④ Ｐの数が変化しない細胞分裂を特に何というか。 体細胞分裂

⑤ Ａ～Ｅを細胞分裂の順に並び替えなさい。 Ａ→Ｄ→Ｂ→Ｃ→Ｅ

応用問題

① 根の先端を塩酸処理する理由を簡単に書きなさい。

② 次のうち、染色液として使えないものはどれか。すべて選びなさい。
ア 酢酸カーミン溶液 イ ベネジクト溶液
ウ 酢酸オルセイン溶液 エ ヨウ素溶液

③ ろ紙の上から指で静かに押した理由を簡単に書きなさい。

下の図は、タマネギの根の先端部分を顕微鏡で観察するために、プレパ
ラートを作成しているところである。これについて、あとの問いに答えなさい。

よく出る記述

よく出る記述

応用問題

② Ｂの細胞で見られた①の数が１６本だったとき、細胞分裂をした後の細
胞１個にふくまれる①の数は何本か。

③ Ａ～Ｆを細胞分裂の順に並び替えなさい。

④ 動物の細胞分裂では、植物のときと少し異なる部分がある。それについ
て、簡単に書きなさい。

右の図は、前ページの観察に
よって見られた細胞の模式図で
ある。これについて、あとの問い
に答えなさい。

テストに出る

① Ｂの細胞で見られるひも状
のものを何というか。

やや難しい

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – ３ 生殖とその種類

生殖とは

 生物が自分と同じ種類の子をつくって、なかまを増やしてい
くことを という。

 生殖には、子をつくるときに雄と雌が必要な と
雄と雌が必要ない がある。

 無性生殖の種類

① ・・・親のからだが２つに分かれて、
それぞれが１つの個体になる。
（例）アメーバ

ゾウリムシ
ミドリムシ など

生殖

有性生殖
無性生殖

分裂

生殖とは

 無性生殖の種類

② 出芽 ・・・からだの一部分が成長し、
やがて１つの個体になる。
（例）ヒドラ

酵母 など

③ ・・・植物のからだの一部から、
新しい個体ができる。
（例）ジャガイモ、サツマイモ

ヤマノイモのむかご、
さし木 など

栄養生殖

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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基本問題

① 生物が自分の子をつくって、なかまを増やしていく
ことを何というか。 生殖

② ①のうち、雄と雌が必要なものを何というか。 有性生殖

③ ①のうち、雄と雌が必要ないものを何というか。 無性生殖

④ ③のうち、植物のからだの一部から新しい個体が
できることを何というか。 栄養生殖

⑤ ③のうち、親のからだが２つに分かれて新しい
個体ができることを何というか。 分裂

⑥ ③のうち、親のからだの一部が成長して新しい
個体ができることを何というか。 出芽

応用問題

右の図は、ある生物が子をつくるときのようすを表して
いる。これについて、あとの問に答えなさい。

③ この生物のように、雄と雌が関わらずになかまを増やすことを何というか。

④ ③のうち、この生物が行なっている方法を特に何というか。

次のページヘつづく

① この生物の名前を答えなさい。

② この生物は１つの細胞からできている。
このような生物を何というか。

テストに出る

応用問題

⑤ 水中で生活する小さな生物のうち、この生物と異なる増え方をするもの
はどれか。次のア～エから１つ選びなさい。

ア ヒドラ イ ミドリムシ

ウ ゾウリムシ エ ミカヅキモ

⑥ ③のうち、右の図のように植物のからだの一部
から新しい個体ができる増え方を何というか。

⑦ いろいろな植物の増え方のうち、⑥と異なる増え方はどれか。次のア～
エから１つ選びなさい。

ア ブドウの接ぎ木 イ ヤマノイモのむかご

ウ ユキノシタのほふく茎 エ ジャガイモの種子

テストに出る

やや難しい

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – ４ 動物の有性生殖

カエルの有性生殖

生殖細胞

カエルの有性生殖

生殖細胞

受精卵からの変化

•卵は受精すると 受精卵 になる。

•受精卵はすぐに 分裂 を始める。このとき、分裂した細胞は
大きくならない 。

•分裂した受精卵を 胚 という。

•受精卵から自分でえさを取り始めるまでの過程を
発生 という。

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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基本問題

①有性生殖において、生殖にかかわる特別な細胞を
何というか。

生殖細胞

②オスの①を何というか。
精子

③メスの①を何というか。
卵

④②と③が合体することを何というか。
受精

⑤④のあと、子が自分でえさを取り始めるまでの
過程を何というか。

発生

応用問題
右の図は、カエルの生殖を表したものである。

これについて、あとの問いに答えなさい。

④ ③のあとにできるｄを何というか。

⑤ 実際のａとｂを比べると、どちらのほうが大きいか。

① ａ，ｂにあてはまることばを書きなさい。

② ａ，ｂをつくる器官はどこか。

③ ａ，ｂが合体するｃを何というか。

テストに出る
d

c

a b

テストに出る

応用問題

テストに出る

やや難しい

下の図を見て、あとの問に答えなさい。

① 図のＢ～Ｅのそれぞれを何というか。

② 図のＡ～Ｄを成長の順にならびかえなさい。

③ ②のように、①がえさを取り始めるまでの過程を何というか。

④ この図での細胞分裂はふつうの体細胞分裂とは異なる。それについて
簡単に書きなさい。

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – ５ 被子植物の有性生殖

受粉から受精へ

受粉から受精へ

動物の有性生殖とのちがい

•受精の前に 受粉 を行う 。

•受粉すると、花粉から胚珠に向かって 花粉管 がのびる。
花粉管は花粉に 砂糖水 をつけてものびる。

•おしべの花粉のなかにある生殖細胞は 精細胞 、
めしべの胚珠のなかにある生殖細胞は 卵細胞 とよぶ。

•受精した後、子房は 果実 、胚珠は 種子 になる。

•種子のままで、何年も過ごすことができる。

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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基本問題

①受粉した後、花粉から胚珠にのびるものを
何というか。 花粉管

②①の中を胚珠まで移動するものは何か。
精細胞

③胚珠の中にあり、②と合体するものは何か。
卵細胞

④②と③が合体することを何というか。
受精

⑤④のあと、胚珠は何に変化するか。
種子

応用問題

右の図は、被子植物の生殖を
表している。これについて、あと
の問いに答えなさい。

③ 受精した後に、胚とよばれる部分はウ・エのうちのどちらか。

④ 受精した後、オとカは何に変化するか。

テストに出る

テストに出る

① 図中のアは何からのびるか。

② 図中のイは生殖細胞である。
これは何か。

応用問題

テストに出る

やや難しい

上の図は、被子植物の受粉のときに起こる現象を確かめる実験である。

① 顕微鏡で観察すると、花粉のようすが変化したものがあった。このとき、
花粉から出てきたものを何というか。

② 砂糖を溶かした寒天溶液で①のようになったのはなぜか。簡単に書き
なさい。

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 １ – ６ 遺伝

遺伝と遺伝子

• 生物がもつ形や性質などの特徴
を 形質 という。

• 形質が親から子へと伝わっていく
ことを 遺伝 という。

• 形質を現すもとになるのは、細胞
の 染色体 の中にある 遺伝子
（ＤＮＡ） である。

• 生殖細胞にふくまれる染色体の
数は通常の細胞の 半分 である。

生殖細胞をつくる特別な細胞分裂を 減数分裂 という。

• 無性生殖では、子は親とまったく同じ遺伝子を受けつぐので、
親と同じ形質になる。有性生殖では、子は両親から遺伝子
を受けつぐので、子の形質は親と異なる。

基本問題

①生物の形や性質などの特徴を何というか。
形質

②①が生殖によって子孫に伝わることを何というか。
遺伝

③②の原因となるものを何というか。
遺伝子

④③は細胞のどこに存在するか。
染色体

⑤生殖細胞をつくる特別な細胞分裂を何というか。
減数分裂

応用問題

右の図は、染色体上にある遺
伝子（DNA）を表したものである。

テストに出る

やや難しい

① 染色体は細胞のどの部分に
あるか。

② カエルのオスの生殖細胞は
何か。

③ カエルの体細胞の染色体数が２４本とすると、②にふくまれる染
色体の数は何本か。また、受精卵にふくまれる数は何本か。

④ 無性生殖では、遺伝子の受けつぎ方と形質はどうなるか。

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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第２分野 １ – ７ 遺伝の規則性①

優性形質と劣性形質

 エンドウのまるい種子としわの
ある種子のように、同時に現
れない形質を対立形質という。

 代々同じ形質を表すように
なったものを純系という。

 対立形質の純系どうしをかけ
合わせると、子にはどちらか１
つの形質が現れる。このことを、
優性の法則といい、現れた形
質を優性形質、現れなかった
形質を劣性形質という。

 減数分裂によって生殖細胞がつくられるとき、対になっている遺
伝子が別々の細胞に分かれることを分離の法則という。

基本問題

①生殖細胞がつくられるとき、対になる染色体が別
々の細胞に分かれることを何というか。 分離の法則

②マツバボタンの花は赤色か白色になる。このよう
に、同時に現れることのない形質を何というか。 対立形質

③②の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる
形質を何というか。 優性形質

④ある生物がＡａという対の染色体を持っているとき、
この生物の生殖細胞の染色体は、どうなるか。 Ａと ａ

⑤まるい種子のエンドウとしわのある種子のエンドウ
をかけ合わせると、すべてまるい種子になった。
このとき、劣性形質はまるとしわのどちらか。 しわ

応用問題

右の図のようなエンドウをかけ合わせて種
子をつくった。ただし、まるい種子をつくる遺
伝子をＡ、しわのある種子をつくる遺伝子をａ
とする。

① まるい種子の純系は、エンドウＸとＹのど
ちらか。

② エンドウＸとＹのそれぞれの生殖細胞の染色体がもつ遺伝子は
何か。

③ かけ合わせてできた種子はすべてまるい種子であった。優性形
質はまるい種子としわのある種子のどちらか。

④ ③のように、純系どうしをかけ合わせたときに、一方の形質だけ
があらわれることを何というか。

テストに出る

テストに出る

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖
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第２分野 １ – ８ 遺伝の規則性②

メンデルの実験（子の代）

メンデルの実験（孫の代）

〔第２分野〕 第１章 生物の成長と生殖

68



Memo

基本問題

丸い種子のエンドウがもつ遺伝子の組み合わせをＡＡ，しわのある
種子のエンドウがもつ遺伝子の組み合わせをａａとする。

①丸い種子のエンドウがつくる生殖細胞の遺伝子を
書きなさい。 Ａ

②２種類のエンドウをかけ合せてできた子の遺伝子
の組み合わせを書きなさい。 Ａａ

③②どうしをかけ合せてできた孫の種子がもつ遺伝
子の組み合わせをすべて書きなさい。 AA,Aa,aa

④③によってできた種子は，丸い種子としわのある
種子の数の比は何：何になるか。 ３：１

⑤このような実験で，遺伝の規則性を発見した人物
はだれか。 メンデル

応用問題

右の図のようなエンドウの親ＸとＹか
ら種子をつくった。ただし、まるい種子
をつくる遺伝子をＡ、しわのある種子を
つくる遺伝子をａとする。

① 優性形質は、丸い種子としわのあ
る種子のどちらか。

② 子の代の種子の遺伝子の組み合
わせを書きなさい。

③ 孫の代の丸い種子の遺伝子の組み合わせをすべて書きなさい。

④ 次のうち、孫の代のしわのある種子の数に最も近いのはどれか。
ア 1850個 イ 2750個 ウ 5500個 エ 11000個

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 ２ – １ 天体の位置と地球

太陽と地球の自転・方位の決め方

①自転：地球の地軸を中心とした回転
運動。１時間に15°，１日に１回転する。

②地軸：北極点（北極）と南極点（南極）
とを結ぶ軸

③地球の北極と南極を結ぶ経線（子午
線：しごせん）が、南北である。

④経線に垂直に交わる緯線（いせん）
が東西である。

⑤太陽がのぼる方向が東になる。

考え方：３６０°÷２４＝１５°

天球と地球

①光年：光が１年間で進む距離
※１光年は、約９兆５０００億Ｋｍ
※太陽の光が地球に届くまで8分19秒
※太陽と地球の距離：1億4960万km

＝0.00001581光年

②天球：星がかがやいているように
見える見かけの球

※星までの距離は非常に遠いので、
距離の違いが感じられないため、天
球上に星がはりついているように考
える。

天体の方位と高度

①天体の高度：観測者と天体とを結ぶ線分が
地平線となす角度

②天頂：観測者の真上。高度90°の点。

③天体の方位：天体と天頂を結ぶ曲線が地平
線と交わる点を観測者から見たときの方向

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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基本問題

①北極と南極を結ぶ地球の回転軸を何というか。

②１日に１回転する地球の回転運動を何というか。

③地球は、１時間に約何度回転するか。

④光が１年間に進む距離を表す単位は何か。

⑤星がかがやいているように見える見かけの球を
何というか。

⑥右図は、地球への太陽の光の当たり方を示して
いる。Ａ地点は、１日のうちいつごろか。

ア 日の入り イ 正午 ウ 日の出 エ 真夜中

応用問題
下図は、北極から地球を見たときの図で、地球への太陽の光の当た
り方を示している。次の問いに答えなさい。

（１）地球の回転する向きは、図のａ，ｂのうちどちらか。

（２）図のようなとき、Ｘ地点は、１日のうちいつごろか答えなさい。

（３）図中のア、イに示す線の名称を答えなさい。ア（ ） イ（ ）

（４）Ｘ地点において、北・東を表しているのは、図中のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの
どれか。 北（ ） 東（ ）

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 ２ – ２ 太陽の１日の動き

太陽の日周運動

６

７

３

１０

４

８

５
１

２

９

太陽の日周運動

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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基本問題
下の図は、日本のある地点で、透明半球におよそ１時間ごとの太
陽の位置と時刻を記入し、記録した位置をなめらかな線で結んだ
観測結果である。次の問いに答えなさい。

（１）太陽の位置をペンで記録するとき、ペンの先の影がＡ，Ｂ，Ｃ，
Ｄ，Ｏ，Ｐのどこにくるようにするとよいか。
（２）ＢＰＤを結んだ曲線を何というか。
（３）点Ｇの位置に太陽がきたときの高度を何というか。

（４）図のような太陽の1日
の動きを何というか。
（５）太陽の1日の見かけ

の動きは、地球の何が原
因か。
（６）北の方向はどれか。

応用問題
図１は、日本のある地点で透明半球を使って太陽の１日の動きを記
録して、なめらかな線で結んだものである。点Ｏは、半球の中心であ
り、点Ｅは１０時、点Ｆは１１時、点Ｇは太陽が最も高く昇った位置、点
Ｈは１３時、点Ｉは１４時、点Ｊは１５時である。図２は、ＸからＹを紙テー
プに写しとり、長さを測ったものである。

（１）観測者の位置はどこか。

（２）観測者から見た西の方位はどれか。

（３）日の入りの位置はどれか。 次のページへ

応用問題
図１は、日本のある地点で透明半球を使って太陽の１日の動きを記
録して、なめらかな線で結んだものである。点Ｏは、半球の中心であ
り、点Ｅは１０時、点Ｆは１１時、点Ｇは太陽が最も高く昇った位置、点
Ｈは１３時、点Ｉは１４時、点Ｊは１５時である。図２は、ＸからＹを紙テー
プに写しとり、長さを測ったものである。

（４）南中高度を∠ＡＢＣのようにして表しなさい。

（５）この日の日の入りは何時何分ごろか。

（６）この日の昼の時間は、およそ何時間何分か。

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 ２ – ３ 星の１日の動き

天球上の星の動き
北極星：天の北極
付近にあるほとんど
動かない星

地球の自転と星の日周運動

空の星の動き

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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空の星の動き

基本問題
右の図は、日本付近で見えるオ
リオン座の１日の動きを表してい
る。

（１）オリオン座の見かけの動き
の向きは、Ｐ，Ｑのどちらか。

（２）星Ｘは、天の北極付近にあ
るほとんど動かない星である。
星Ｘの名前を答えなさい。

（３）北の空の星は、天の北極を
中心として、１時間に約何度の
速さで回転しているか。

（４）星の日周運動は、地球の何
という運動による見かけの動き
か。

イークルース 中学３年理科講座
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応用問題

１．右の図は、北半球のある地点で、
東西南北の方位の空の星の動きを
２時間観察した記録である。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄについて、それぞ
れどの向きの空か答えよ。

Ａ（ ） Ｂ（ ） Ｃ（ ） Ｄ（ ）

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄについて、それぞ
れ星は、ａ，ｂどちらの向きに動いて
いるか答えよ。

Ａ（ ） Ｂ（ ） Ｃ（ ） Ｄ（ ）

（３）Ａでほとんど動かない星Ｘの名
前を答えよ。

（４）Ａの角Ｒは約何度か。
次のページへ

応用問題

２．右の図は、日本のある場所で東の空を見たときに
スケッチしたオリオン座である。

（１）このあと、星Ｘは、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅのどちらの方向
に動くか。

（２）オリオン座が南中したときは、どのように見える
か。下図のア、イ、ウ、エから１つ選べ。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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第２分野 ２ – ４ 観測地による太陽や星の動きの違い

観測地によって見える空の違い（北極付近）

北極付近での星の見え方

観測地によって見える空の違い（日本）

日本での星の見え方

観測地によって見える空の違い（赤道付近）

赤道付近での星の見え方

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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観測地によって見える空の違い（南半球）

南半球での星の見え方

基本問題
図１，２，３は、北極付近、赤道付近、日本での秋分の日の太陽の
動きを示した図である。図１，２，３について、それぞれ、どこでの太
陽の動きであるか答えなさい。

図１（ ） 図２（ ） 図３（ ）

図１

図２

図３

応用問題

（１）下の図に、オーストラリアでの秋分の日の太陽の動きをかき
こみなさい。

（２）オーストラリアでは、日の出の方位は、東と西のどちらである
か。

（３）日本でオリオン座が南の空に見えるとき、オーストラリアでは、
オリオン座はどの方位に見えるか。

イークルース 中学３年理科講座
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第２分野 ２ – ５ 星・太陽の１年の動き

星座の星の年周運動

＜星座の星の年周運動＞

オリオン座などの星は、年間を通
じて、同じ時刻に同じ場所で観測
すると、天の北極を中心に、

１ヶ月で約３０°（１日で約１°）
ずつ東から西に動いているよう
に見える。

＜地球の公転＞

星座の星の年周運動は、地球が
太陽のまわりを１年かけて回る
公転によって生じている。

午前０時の空の動き

地球の公転による星座の見え方

地球の公転による星座の見え方

太陽と同じ方向にある星座は、
太陽が明るすぎて見えない。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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地球の公転と星座の動き
①地球は、１ヶ月に約３０°太
陽の周りを回転している（地球
の公転）。

②冬の０時に南中したオリオ
ン座は、１ヶ月後の０時には、
約３０°動いている。

すなわち、南中時刻は２時間
早い２２時となる。

午前０時の空の動き

１ヶ月の動き
３６０°÷１２ヶ月＝３０°

地球の公転と太陽の１年の動き
黄道：星座の中の
太陽の通り道

黄道を移動して見える太陽
黄道

地球から太陽を見ると、黄道上を１年かけて移動して、
元に戻ってくるようにみえる。
この動きを、太陽の年周運動という。

イークルース 中学３年理科講座
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基本問題

右図のＡ～Ｇは、毎月１５日０時に
南の空でオリオン座の位置を観測
した結果を示している。

（１）Ｄは、１２月１５日０時の位置で
ある。
①１１月１５日０時の位置はどれか。

②２月１５日０時の位置はどれか。

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ Ｅ

Ｆ
Ｇ

（２）右図のような星座の星の１年間の動きを何というか。

（３）（２）の動きは、地球の何によるものか。

応用問題
右図は、太陽の周りを公転する地
球と、天球上を太陽が移動して見
える経路付近の星座を表している。

（１）太陽が天球上を移動していく
点線Ｘで示した経路を何というか。

（２）（１）の経路を太陽が移動する
方向は、ア、イのどちらか。

Ｘ

（３）地球がＡの地点にあるとき、日本で真夜中によく見える星座はどれか。

ａ おとめ座 ｂ いて座 ｃ うお座 ｄ かに座

（４）地球がＢの地点にあるとき、日本で真夜中にふたご座を見ることはで
きない理由を簡潔に書きなさい。

（５）日本で夏の真夜中の南の空に見えた星座は、３ヶ月後の秋の真夜中
にはどこに見えるか。

ａ 東の空 ｂ 西の空 ｃ 北の空 ｄ 南の空

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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第２分野 ２ – ６ 太陽の高度の変化と季節

Ａ：冬至（１２月下旬）
日の出・日の入→最も南より
南中高度→最も低い
昼間→最も短い

Ｂ：春分（３月下旬）
秋分（９月下旬）
日の出・日の入→真東から真西
南中高度→ ９０°－観測地点の緯度
昼間→昼間と夜間がほぼ同じ長さ

Ｃ：夏至（６月下旬）
日の出・日の入り→最も北より
南中高度→最も高い
昼間→最も長い

季節による太陽の日周運動の変化

地軸の傾きと太陽の南中高度

①地球の地軸は、公転
面に垂直な方向に対し
て、約23.4°傾いたま

ま、自転しながら公転
している。

※公転面：地球が公
転する軌道の平面。

②地軸の傾きによって、
南中高度が季節によっ
て変わる。

季節による気温の変化

①太陽の光が当たる角度が
垂直に近いほど、太陽から
多くのエネルギーを受けるの
で、気温が高くなる。

②昼間の長さが長いほど、
太陽から多くのエネルギーを
受けるので、気温が高くなる。

③日本では、太陽の南中高
度や昼間の長さが１年を通
じて変化するので、季節によ
る気温の変化が生じる。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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太陽の南中高度と気温の変化（東京）

たとえば、日本では、南中高度と実際の気
温との間には、ずれが生じる。

※地球が温まるのに時間がかかるから。

気温は月平均
気温の変化

基本問題

ア（ ） イ（ ） ウ（ ） エ（ ）

（４）昼間と夜間の長さがほとんど同じなのは、地球がア、イ、ウ、エ
のどこにあるときか。
（５）地軸は、公転面に対して約何度傾いているか。

右図は、地球の公転を表す図で
ある。

（１）地球の公転の向きは、ａ，ｂの
どちらか。

（２）地球の自転の向きは、ｃ，ｄの
どちらか。

（３）ア、イ、ウ、エは、春分、秋分、
夏至、冬至を表している。それぞ
れどれか。
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応用問題
１．図１は、北半球のある観測点を示す図である。

（１）地軸の傾きは、∠Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅのうちどれか。

（２）南中高度は、∠Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅのうちどれか。

２．太陽の光が地面に垂直に当たることがあるのは、

地球上のどの地点か。

ア 北極 イ 南極 ウ 赤道上 エ オーストラリア

３．１日中太陽が沈まないことがあるのは、２．の

ア～エのうち、どの地点か。

次のページへ

図１

応用問題

図２ 図３４．図２は、北緯３５°のある地点
での１年間の南中高度の変化を
示すグラフである。北緯４５°地
点の南中高度の変化を表したグ
ラフを、図３のア、イ、ウ、エの中
から選べ。

５．夏至、冬至、春分、秋分につ
いて、南中高度を求める式として
適切なものを、次のａ，ｂ，ｃの中
から選べ。 ａ： ９０°－観測地点の緯度

ｂ： ９０°－（観測地点の緯度－２３．４°）
ｃ： ９０°－（観測地点の緯度＋２３．４°）
夏至（ ） 冬至（ ） 春分（ ） 秋分（ ）

６．北緯３５°の地点における夏至の南中高度をａ°、冬至の南中高度を
ｂ°としたとき、地軸の傾きはどのように表されるか。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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第２分野 ２ – ７ 太陽系の天体

太陽系の軌道図

太陽系：太陽と、太陽の周りを公転している天体の集まり
惑星：太陽の周りを公転する地球の仲間の天体

水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星

地球型惑星と木星型惑星

地球型惑星：水星・金星・地球・火星
主に岩石からできていて、大きさ・質量は小さいが平均密度は大きい。

木星型惑星：木星・土星・天王星・海王星

厚いガスや氷におおわれていて、大きさ・質量は大きいが平均密度
は小さい。

その他の太陽系の天体
①衛星：惑星のまわりを公転している天体

例：月（地球の衛星）、ガニメデ・カリスト・イオ（木星）

タイタン（土星）

②小惑星：

おもに火星と木星の間にある不規則な形をした小天体

小惑星のなかには、地球の軌道と交差するものもあり、いん石となっ
て、地球上に落下する場合もある。

③太陽系外縁天体（がいえんてんたい）

海王星軌道の外側を回る小天体で、他の惑星と起源や構造が異なる。

例：冥王星（めい王星）、エリス

④すい星（彗星）

おもに氷や小さな石などでできており、太陽に近づくと尾を生じさせる。

例：ハレーすい星、ヘール・ボップすい星

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙

88



Memo

基本問題
１．太陽とそのまわりを公転している天体の集まりを何というか。
２．太陽のまわりを公転する地球のような天体をなんというか。

３．下の図は、太陽系と惑星の軌道を表している。Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ
の名称を答えなさい。
Ａ（ ） Ｂ（ ） Ｃ（ ） Ｄ（ ）
Ｅ（ ） Ｆ（ ） Ｇ（ ）
４．地球型惑星はどれか。
５．Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇの惑星を何型惑星というか。

A
B

C

D

E

F G

応用問題

右の表は、太陽と太陽系の惑星の特徴をま
とめたものである。

（１）惑星Ａ～Ｇについて、それぞれの名称を
記載しなさい。

Ａ（ ） Ｂ（ ） Ｃ（ ）

Ｄ（ ） Ｅ（ ） Ｆ（ ）

Ｇ（ ）

（２）表を参考に、地球型惑星の特徴を記載
しなさい。

（３）表を参考に、木星型惑星の特徴を記載
しなさい。

（４）太陽に近づくと尾を引いて見えたりする
氷や小さな石が集まった天体を何というか。

（５）惑星ＢとＧの間にある不規則な形をした
天体を何というか。

（６）惑星Ｅの外側の軌道を回り、他の惑星と
起源や構造が異なる小天体を何というか。

太陽か
らの平
均距離

赤道
直径

質量

平均
密度
（ｇ／
㎤）

惑星Ａ 0.4 0.38 0.06 5.43
惑星Ｂ 1.5 0.53 0.11 3.93
惑星Ｃ 0.7 0.95 0.82 5.24
地球 1.0 1.00 1.00 5.52

惑星Ｄ 19.2 4.0 14.5 1.27
惑星Ｅ 30.1 3.9 17.2 1.64
惑星Ｆ 9.6 9.4 95.2 0.69
惑星Ｇ 5.2 11.2 317.8 1.33
太陽 － 109 332946 1.41

太陽からの平均距離、赤道直径、質
量は、地球を１とする。
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第２分野 ２ – ８ 地球から見た金星

地球から見た金星の見え方

明けの明星：

日の出よりも早
く、明け方に東
の空に見える

よいの明星：

日の入後に、西
の空に見える。
※一番星

東の空西の空

地球と金星の位置変化

①地球は１年で１公転してい
るのに対して、金星は0.62年
で１公転している。

②地球と金星の位置関係は
複雑に変化する。

③金星は、星座の星の間を
複雑に移動する。

④このような星座の星に対
する見かけの動きは、他の
全ての惑星でも見られる。

ある年の金星と地球の動き

金星の位置と満ち欠け

ポイント
①金星は太陽に照らされた側の光が反射しているので、満ち欠けして見える。
②地球と金星との距離が変化するので、金星の見える大きさが変化する。
③金星は太陽の側にあるので、夕方の西の空か、明け方の東の空でだけ見える。

注：金星の満ち欠けの形は、
望遠鏡で見た形を、肉眼で
見たときの向きに直してある。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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基本問題
右図は、太陽・金星・地球の位置関係を
示す図である。

（１）金星が地球から見ることが出来な
いのは、金星がア～オのどの位置にあ
るときか。

（２）金星が夕方西の空に見えるのは、
金星がア～オのどの位置にあるときか。

（３）金星が明け方東の空に見えるのは、
金星がア～オのどの位置にあるときか。

（４）金星がオの位置にあるとき、ａ～ｄ
のうち、肉眼で見たとしてどのような形
に見えるか。ただし、大きさは無視して
考えるものとする。

ａ ｂ ｃ ｄ

応用問題
図１は、日本のある場所で観測された６月９日
と７月１９日の金星の形である（望遠鏡で金星
を見た形を肉眼で見たときの向きに直してあ
る）。

（１）６月９日と７月１９日の金星の位置は、図２
のＡ～Ｇのうちどれか。

６月９日（ ） ７月１９日（ ）

（２）図３は、６月９日の金星の位置を示す。図
３の方位は東西南北のどれか。また、時刻は
明け方・正午・夕方・夜中のうちいつ頃か。

方位（ ） 時刻（ ）

（３）図３において、６月９日に金星はこのあとａ
～ｄのうち、どの方向に動くか。

（４）金星が夜中に見ることができない理由を
記載しなさい。

図１

図２

図３
b

cd

a
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第２分野 ２ – ９ 月の動きと見え方

月の形と位置の変化

（観測）同じ場所・同じ時刻で、月の形と位置の変化を調べる。
①月の形は、三日月から、半月、満月へと変化していく。
②月の位置は、西から東へと移動していく。

注：一日の中では、東から西へ移動
③月の満ち欠けの周期は、約２９．５日である。

④地球から見た月は、１日につき約１２°ずつ西から東へと移動
していく。

日本のある地点で夕方同じ時刻に観測した結果

月の形と位置の変化

（観測）同じ場所・同じ時刻で、月の形と位置の変化を調べる。
①月の形は、三日月から、半月、満月へと変化していく。
②月の位置は、西から東へと移動していく。

注：一日の中では、東から西へ移動
③月の満ち欠けの周期は、約２９．５日である。

④地球から見た月は、１日につき約１２°ずつ西から東へと移動
していく。

日本のある地点で夕方同じ時刻に観測した結果

月の公転と満ち欠け

三日月→上弦の月→満月→下弦の月→新月→三日月→・・・
をくりかえす。

満月に向かっていく

新月に向かっていく

地球からの見た目は
西から東へ移動

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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月の公転と満ち欠け

三日月→上弦の月→満月→下弦の月→新月→三日月→・・・
をくりかえす。

満月に向かっていく

新月に向かっていく

地球からの見た目は
西から東へ移動

日食

図のように、太陽・月・地球の位置関係によっては、太陽・月・地球の順
に、一直線に並ぶ場合がある。
このとき、太陽の全体又は一部が月に隠れて見えなくなる。
このような現象を日食という。
皆既日食：太陽の全体が隠れる場合
部分日食：太陽の一部が隠れる場合

太陽の直径は月の直径の約４００倍
地球から太陽までの距離は、地球から月までの距離の約４００倍
→太陽の大きさと月の大きさは、ほぼ同じに見える。

皆既日食と部分日食
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日食についての注意

日食は、新月のときに起こることがある。
ただし、新月のときに必ず日食が起こるわけではない。
理由：地球の公転軌道面と月の公道軌道面は約５°ずれているため。

こんなイメージ

月食

月の公転によって、太陽・地球・月の順番に一直線上に並ぶ場合がある。
このとき、月の全体又は一部が地球の影（かげ）に入る場合がある。
この現象を月食という。
皆既月食：月の全体が地球の影に入る場合
部分月食：月の一部が地球の影に入る場合

月食が起こるのは満月のときであるが、満月のときに必ず月食が起こる
わけではない。
理由：地球の公転軌道面と月の公道軌道面は約５°ずれているため。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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基本問題

右図は、月が地球の周りを回る様子を示
す図である。

（１）満月になるのは、月がア～クのどの
位置にあるときか。

（２）新月になるのは、月がア～クのどの
位置にあるときか。

（３）下弦の月になるのは、月がア～クの
どの位置にあるときか。

（４）夕方ごろに南中して見えるのは、月
がア～クのどの位置にあるときか。

（５）満月から次の満月まで約何日かか
るか。

応用問題
１．図１は、月が太陽の光を反射しなが
ら地球を公転する様子を示す図である。

（１）図２のア、イ、ウ、エのように月が
見えるとき、月はそれぞれａ～ｈのどの
位置にあるか。

ア（ ） イ（ ） ウ（ ） エ（ ）

（２）図３は、日本のある地点で、同じ時
刻に観測した月の形と動きを示す図で
ある。

①この観測はいつ頃行われたか。Ａ
～Ｄから選べ。

Ａ:夕方 Ｂ:真夜中 Ｃ:明け方 Ｄ:正午

②１０月３０日のときに、月は、図１の
ａ～ｈのどの位置にあるか。

g

図３

２．（１）日食が起こるときは、
月、地球、太陽は、図①～④
のどの位置関係にあるか。

（２）そのような位置関係にあ
るとき、必ず日食が起こるか。

３．（１）月食が起こるときは、
月、地球、太陽は、図①～④
のどの位置関係にあるか。

（２）そのような位置関係にあ
るとき、必ず月食が起こるか。

応用問題

① ②

③ ④
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第２分野 ２ – １０ 太陽

太陽の様子
太陽：
①地球から約１億５０００万Km離れてい
る。

②水素やヘリウムなどのガスからなる巨
大なガスのかたまり
③直径は約１４０万Km（地球の約１０９
倍）
④中心部：約１６００万℃
⑤表面：約６０００℃
⑥黒点：約４０００℃以上
→表面温度より低いので黒く見える。
⑦コロナ：約１００万℃以上

⑧プロミネンス（紅炎）：表面の炎のよう
なガスの動き

恒星：太陽や星座の星のように、みずか
ら光りかがやく天体。

皆既日食のときに
見えるコロナ

以上

黒点の観察
①記録用紙には円をかいておく。

②図１のように、投影板に記録用紙を取
り付け、接眼レンズの周りに日よけ用の
板を取り付ける。

③接眼レンズと投影板の距離を調整して、
太陽の像と記録用紙の円の大きさを合
わせる。

④図２のように、黒点の位置、形を記録
する。
⑤太陽の像がずれていく方向を西とする。
⑥天体望遠鏡の倍率を上げて、黒点を
拡大して観察する。

注意：太陽を望遠鏡や肉眼で直接見ては
いけない。

黒点の観察結果
観察結果：

①黒点は、太陽の赤道をはさんだあたりに
多く見られる。
②黒点の数は、変化する。
③黒点の形や大きさには、ばらつきがある。

④黒点は少しずつ移動し、２７日～３０日で
１周している。

考察結果：

①黒点の温度は、表面の他の部分に比べ
て低いので、黒く見える。
②太陽は自転している。

③中央部で円形に見えた黒点は、自転に
よって周辺部に行くとだ円形に見える。よっ
て、太陽は球形である。

方位は地球上の方位

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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基本問題
（１）太陽や星座の星のように、自ら光りかがやく天体を何と
いうか。

（２）太陽の直径は、地球の直径の約何倍か。

（３）皆既日食のときに、太陽の周りにかがやいて見える高
温のガスの層を何というか。

（４）太陽の表面を観測したときにみられる黒い斑点を何と
いうか。

（５）太陽の中心部分の温度は約何℃か。

（６）（４）の温度は約何℃か。

（７）太陽の表面の温度は約何℃か。

（８）（３）の温度は約何℃か。

ア 約１６００万℃ イ 約６０００℃ ウ 約４０００℃以上 エ 約１００万℃以上
（５）～（８）は、ア～エから１つ選べ。

応用問題

図１のように、天体望遠鏡の接眼レンズに日よけ
板を取り付け、太陽投影板にうつる太陽の様子を
記録用紙に記録した。記録用紙には、円をかいて
ある。図２は、ほぼ同じ時刻に６日間記録したとき
の観察結果の内の１日目と６日目である。１日目
の黒点Ａの直径は、５ｍｍであった。

（１）太陽の赤道直径は地球の赤道直径の約１０９
倍であるとしたとき、黒点Ａの直径は、地球の赤道
直径の約何倍か。

（２）黒点Ａが移動した理由を簡潔に書きなさい。

（３）黒点Ａが黒く見える理由を簡潔に書きなさい。

（４）図２において、１日目の黒点Ａと６日目の黒点
Ａの形を比べて、太陽の形状について、どのような
ことが分かるか簡潔に書きなさい。

図２

図１
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第２分野 ２ – １１ 太陽系外の天体

銀河系
①等級：天体の明るさ示す。
６等星：肉眼で見えるもっとも暗い恒星
１等星：６等星より１００倍明るい恒星
１等級小さくなると明るさは約２．５倍になる。
６等星の明るさ×約２．５＝５等星の明るさ
・・・・

６等星の明るさ
×約（２．５×２．５×２．５×２．５×２．５）
＝１等星の明るさ

天体の明るさは、地球からの距離によっても変
化する。
②銀河系：太陽系が属している恒星の集団

直径：約１０万光年
約２０００億個の恒星がある。

太陽系は、中心部から約２．８万光年のとこ
ろにある。
③太陽系の外にある恒星が星座をつくる。

真横から見た銀河系

97.6・・・

銀河系

④天の川：銀河系にそった方向に密集した恒星
が、地球からは、天の川としてみられる。

⑤星団：銀河系には、星団とよばれる恒星の集
団がある。
例：プレアデス星団

⑥星雲：銀河系には、星雲とよばれるガスのか
たまりもある。
例：オリオン星雲

＜銀河系の外はどうなっているか。＞

銀河系の外には、銀河系と同じような恒星の
集団が無数に存在する。
これらは、それぞれ、銀河とよばれる。
例：アンドロメダ銀河

銀河系の外には、
無数の銀河がある。

〔第２分野〕 第２章 地球と宇宙
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応用問題
（１）恒星の明るさを表す単位は何か。

（２）肉眼でみえるもっとも暗い恒星は何等星か。

（３）（２）の恒星より１００倍明るい恒星は何等星か。

（４）天体の明るさは、地球からの何によっても変化するか。

（５）太陽系が属している恒星の集団を何というか。

（６）銀河系の直径は、約何万光年か。

（７）太陽系は、銀河系の中心部から約何光年のところにあるか。

（８）銀河系の中には、約何億個の恒星があるか。

（９）地球から見た銀河系を何というか。

（１０）銀河系の外にある銀河系のような恒星の集団を何というか。

考察問題

恒星（星座） 色 表面温度（℃）
リゲル（オリオン座） 青 白 約１１０００

シリウス（おおいぬ座） 白 約１００００
北極星（こぐま座） うす黄 約６０００

太陽 黄 約６０００
ペテルギウス（オリオン座） 赤 約３０００

アンタレス（さそり座） 赤 約３０００

下の表は、恒星の色と表面温度の関係を表したものである。
この表から、どのようなことが言えるか。
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第２分野 ３ – １ 食物連鎖

食べる・食べられるの関係１

植物プランクトン→動物プランクトンに食べられる。
植物・動物プランクトン→小魚に食べられる。
小魚→大型の魚に食べられる。
自然界では、食べる・食べられるの関係がある。

→この関係のつながりを食物連鎖（しょくもつれんさ）という。

食べる・食べられるの関係２

食物連鎖は、陸上や水
中、土中など、あらゆる
ところで見られ、一直線
に表されるものではない。

いろいろな生物があみ
の目のようにつながって
いる。

食物網（しょくもつもう）：
食物連鎖によって、生物
があみの目のようにつ
ながる様子。

カワセミ

フナ

ミジンコ

ケイソウ

タカ

リス

バッタ

イネ コナラ

ネズミ

カエル

フクロウ
イタチ

ヘビ

ミミズ

モグラ

生物の数量的な関係

生産者：光合成を行って、自分で栄養
分（有機物）を作る生物

消費者：光合成を行わずに、他の生物
の栄養分を得ている生物
数量的な関係：

植物、草食動物（草食性の動物）、小
型の肉食動物（肉食性の動物）、大型
の肉食動物（肉食性の動物）の順に、
数量が少なくなる。

注意：肉食性の動物の中には、植物を
食べる動物もいる。例：スズメなど

大型の動物でも草食動物の場合があ
る。例：牛・馬など

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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生物の数量のつり合い１

右グラフは、ある地域でのカンジ
キウサギとオオヤマネコの個体
数の変化を示すグラフである。

このグラフから分かること

①カンジキウサギの方が個体数
は多い。

②カンジキウサギの個体数が増
えると、オオヤマネコも増える。

③逆に、カンジキウサギの個体
数が減ると、オオヤマネコも減る。

④このようにして、生物の数量
はつり合いがとれている。

ただし、自然災害や人間の活
動によって、つり合いがくずれ
る場合がある。

基本問題

ａ

ｂ

ｃ

d

（１）自然界において、生物どうしの食べる・食べられるの関係を何とい
うか。

（２）光合成によって自分で栄養を作る生物を何というか。

（３）光合成を行わずに、他の生物の栄養分を得ている生物を何という
か。

（４）右図のａ～ｄのうち、草食性の動物はどれか。

（５）右図のａ～ｄのうち、肉食性の動物はどれか。

（６）右図のａ～ｄのうち、（２）の生物はどれか。

（７）右図のａ～ｄのうち、（３）の生物はどれか。
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応用問題
１．図１は、生物の食べる
食べられるの関係を表そ
うとした図である。
（１）植物→バッタ→カエル

の矢印の記載にならって、
食べられるものから食べ
るものへの矢印をかきな
さい。

次ページへ

図１

（２）（１）でかいたように、生物の食べる食べられるの関係は、あみの
目のように表される。このような関係を何というか。
（３）図１において、個体数が一番少ないと考えられるのはどれか。

応用問題
２．図２は、肉食動物・草食動物・植物の個体数を模式的に示した図
である。個体数のつり合いのとれたＡの状態から草食動物が増える
とすると、その後、それぞれの個体数はどのように変化し、再びもと
の状態に戻ると考えられるか、Ａを先頭として、Ｂ～Ｄを適切な順に
並べなさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ→（ ）→（ ）→（ ）→Ａ

図２

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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第２分野 ３ – ２ 土の中の食物連鎖・微生物の働き

土の中の微生物の働き（実験）

実験：①落ち葉の下の土そのままをＡとし、焼いた土をＢとする。
②１％のデンプンのりを入れて密閉。２～４日置く。
③２つのペットボトル内の二酸化炭素の割合を調べる。
④２つのペットボトルの上ずみ液を試験管に取って、ヨウ素
液を入れてデンプンの有無を調べる。

土の中の食物連鎖

土の中にも、落ち葉やかれた植物から始まる食物連鎖が成り
立っている。

土の中の微生物の働き（実験結果）

二酸化炭素の割合 ヨウ素デンプン反応
Ａ ８％以上 無し
Ｂ 約２％ 有り

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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土の中の微生物の働き（まとめ）
①落ち葉や生物のふん、生物の遺
骸（いがい）などは、いつの間にか小
さくなっていく。

②このような変化は、土の中の小動
物が食べる以外に、菌類や細菌類な
どの微生物の働きも関係している。

③土の中の小動物や微生物のよう
に、生物の遺骸やふんなどから栄養
分を得ている生物を分解者という。

菌類：体が多細胞の糸のような菌糸
（きんし）からできている生物 例：カ
ビ・キノコ

細菌類：乳酸菌や納豆菌、大腸菌な
どの単細胞の生物

土の中の微生物の働き（考察）

①Ｂは、焼いた土であるので、土の中の微生物は、死んでいると考え
られる。よって、Ａにのみ、土の中の微生物がいる。
②Ａのペットボトルでは、デンプンがなくなり、二酸化炭素が増えている。

③よって、土の中の微生物は、デンプンを分解して、二酸化炭素を発
生させたといえる。

基本問題

（１）土の中の生物において、枯れ葉や落ち葉から始まる食べる・食べ
られるの関係を名というか。

土の中の（ ）

（２）カビやキノコなどのように、体が多細胞の糸のような菌糸でできて
いる生物を何というか。

（３）乳酸菌や納豆菌、大腸菌のような単細胞の生物を何というか。

（４）生物の遺骸やふん、枯れ葉などから栄養分を得ている生物を何と
いうか。
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応用問題

落ち葉の下の土を採集したところ、図１のような小動物がいた。その小動
物を取り除いた土を、図２のようにガーゼにとって、水の入ったビーカーに
入れ、よくかき混ぜて、ろ液を取り、Ａ，Ｂのビーカーに分けて、それぞれに
デンプンを入れた。ビーカーＢは、沸騰させた。そして、ふたをして、４日間
置いた後、ビーカーＡ，Ｂにヨウ素を入れたところ、Ｂは、青紫色に変化し、
Ａには変化は見られなかった。次の問いに答えなさい。

図１ 図２

ムカデ

ヤスデ ミミズ

ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼ

ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ

ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ

Ａ

Ｂ

ろ液水

ｶﾞｰｾﾞ

沸とう

（１）図１の小動物の中で、落ち葉やくさった植物を食べる生物はどれか。
（２）図１のような背骨がない動物を何というか。
（３）図２の実験で、最後にふたをした理由を、次のア～エの中から1つ選べ。
ア 空気を入れないようにするため。 イ 水の量を一定に保つため。
ウ 微生物が入らないようにするため。 エ 水の温度を一定に保つため。

（４）土の中の微生物の働きについて、下の文の空欄を埋めなさい。

土の中の微生物である（① ）や（② ）が、ビーカーＡの中の
（③ ）を分解して、（④ ）を発生させた。ビーカーＢの中の微生
物は、沸騰によって、死滅（しめつ）したので、ビーカーＢでは、（⑤ ）
は分解されなかった。
（５）菌類の性質として正しいものを、次のア～エの中から1つ選べ。
ア 菌類は、光合成と呼吸をする。
イ 菌類は、単細胞生物であり、呼吸をする。
ウ 菌類は、体が菌糸からできた多細胞生物であり、呼吸をする。
エ 菌類は、体が菌糸からできた多細胞生物であり、光合成と呼吸をする。

応用問題

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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第２分野 ３ – ３ 物質の循環

生物を通しての物質の循環

炭素の移動

酸素の移動

2 3

4

56 7
8

1 9 10

11

12

13

14

15

生物を通しての物質の循環

炭素の移動

酸素の移動

炭素などの物質は、生物の体と外界（がいかい）との間を循環している。

光合成・呼吸と物質の循環の関係
①生産者である植物は、水と二酸
化炭素を取り入れ、光エネルギー
を利用して光合成を行う。

②光合成では、デンプンなどの有
機物が生成される。

③消費者は、生産者が作った有機
物を直接又は間接的に食物として
取り入れる。

④取り入れた有機物は、体を作る
材料となり、呼吸にも使われる。

⑤呼吸によって、有機物と酸素が水と二酸化炭素に分解される。

⑥分解者は、枯れた植物や動物の遺骸（いがい）やふん、尿（排出
物）などに含まれる有機物を、呼吸によって水や二酸化炭素などの
無機物に分解する。

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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基本問題

右図は、生物を通しての
物質の循環を表した図で
ある。空らんの（１）～（８）
に該当する適切な語句を
記載しなさい。

（１） （２）

（３） （４） （５）

（６）

（７）

（８）

応用問題

右の図は、生物を通した
物質の循環を示す図であ
る。

（１）気体Ｘを化学式で表し
なさい。

（２）物質Ｙは、どのような
物質か。

（３）矢印ａ～ｍのうち、有
機物の流れを表している
のはどれか。

（４）矢印ｇは、植物のどの
ような働きによるか。
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第２分野 ３ – ４ 自然環境と人間の関わり

人間活動の自然環境への影響
①地球温暖化

石油や石炭などの化石燃料の大量消費によって、二酸化炭素が大
量に排出された。また、開発などによって、森林の樹木が伐採（ばっ
さい）された。その結果、大気中の二酸化炭素の割合が高くなってい
る。二酸化炭素やメタンなどの気体は、温室効果があり、これらの気
体の増加によって、地球の気温が上昇する地球温暖化が起こってい
ると考えられている。

化石燃料
の大量消費 二酸化炭素

増大
森林伐採

温室効果 気温上昇

自然環境：人間をとり巻いている自然物
人間の活動によって、自然環境へ影響が生じる。

人間活動の自然環境への影響

②赤潮（あかしお）・アオコ

海や湖の水には、窒素化合物などの物質が含まれる。これらの物
質は、植物プランクトンの栄養として吸収される。通常は、その量は
一定である。しかし、窒素化合物などを含む生活排水が大量に海な
どに流れ込むと、これを栄養として、植物プランクトンが大量発生する。
このような現象を赤潮やアオコという。赤潮やアオコが発生すると、酸
素濃度が低下して、魚が大量に死ぬ危険がある。

窒素加工物などを
含む生活排水

植物プランクトン
が大量発生

赤潮・アオコ
魚が大量に死ぬ

人間活動の自然環境への影響

③大気汚染

化石燃料を燃焼させると窒素酸化物や硫黄酸化物、粉じんなどが
排出され、大気汚染の原因となる。

④酸性雨

大気中に排出された窒素酸化物や硫黄酸化物が、硝酸（しょうさ
ん）や硫酸（りゅうさん）となって、大量に雨にとけ込むと強い酸性を有
する酸性雨となる。酸性雨は、建物の腐食、森林破壊、湖の酸性化
による魚の死滅（しめつ）につながるおそれがある。

大気中に窒素酸化物
や硫黄酸化物を排出

硝酸や硫酸となっ
て雨にとけ込む

酸性雨となって
環境破壊

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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人間活動の自然環境への影響

⑤光化学スモッグ

大気中の窒素酸化物は、紫外線の影響で、化学変化を起こして有
害な物質に変化する。有害物質によって、目やのどを強く刺激する光
化学スモッグが起こる。

大気中に窒素酸化物
を排出

紫外線の影響で
化学変化

有害物質発生
光化学スモッグ

人間活動の自然環境への影響

⑥オゾンホール

大気の上空には、オゾン層が存在する。オゾン層は、太陽からの紫
外線の量を減少させる働きがある。冷蔵庫やエアコンに使われてい
たフロンが、上空で紫外線によって分解されて塩素を生じる。この塩
素は、オゾン層のオゾンの量を減少させる。オゾン層のオゾンの量が
減少すると、地表に届く紫外線の量が増えて、皮膚ガンが増えるとい
われている。

現在では、フロンの生産は、国際的に規制・禁止されている。

フロンを大気中に
放出

フロンが紫外線
で分解され塩素
を生じる

オゾン層が破壊

人間活動の自然環境への影響

⑦外来種

海外から持ち込まれて、日本に定着した生物。

⑧生物濃縮

生物が取り込んだ物質が体内に蓄積されて、物質の濃度が周囲の
環境よりも高濃度となること。

近年の人間活動は、自然環境に急激な変化をもたらす。

それによって、それまで保たれてきた自然界のつり合いが
乱れる。
場合によっては、生物が生存できなくなる可能性もある。

イークルース 中学３年理科講座

111



Memo

用語解説

⑤大地の変化

プレートの境界付近で、地震や火山活動が多く発生する。

⑥火山活動の監視

日本では、現在、１００以上の活火山の活動を監視しており、火山
の噴火の予知を試みている。

⑦地震の予知

地震の予知は、火山噴火の予知よりも難しいと言われている。

⑧緊急地震速報

地震の発生直後に、各地の主要動の到達時刻や震度を予測してす
ばやく知らせる情報

用語解説

①固体地球圏（こたいちきゅうけん）

地球はおもに岩石でできており、その部分を固体地球圏という。

②水圏（すいけん）

固体地球圏の外側で、水で覆われている部分。

③大気圏（たいきけん）

固体地球圏の外側で、大気で覆われている部分。

④生物圏（せいぶつけん）

地球上の生物が生活する部分で、固体地球圏と水圏、大気圏が接
する地球表層（ひょうそう）の部分。

〔第２分野〕 第３章 自然と人間
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Memo

基本問題

（１）二酸化炭素やメタンが宇宙へ放出される熱の一部を地球に戻
す働きを何というか。
（２）地球の平均気温が上昇する現象を何というか。

（３）赤潮やアオコの原因となる生活排水に含まれる物質を何とい
うか。
（４）窒素酸化物や硫黄酸化物がとけこんで降る雨を何というか。

（５）オゾン層が破壊される原因となる物質を何というか。
（６）オゾン層は、地表に何が到達するのを妨げているか。
（７）海外から持ち込まれて日本に定着した生物を何というか。

（８）生物が体内に取り込んだ物質を蓄積し、高濃度になっていくこ
とを何というか。
（９）地球上、生物が生活できる部分を何というか。

応用問題
交通量の多い日本のある場所
で、マツの葉を採集し、右図の
ように、スライドガラスに固定し
た松の葉の一部を１０倍の顕
微鏡で気孔の様子を観察した。
すると、汚れている気孔と汚れ
ていない気孔があることが分
かった。
（１）なぜ、気孔が汚れていると考えられるか簡潔に記載しなさい。

（２）気孔を汚す原因以外に、自動車の燃料を燃焼させたときに排出され
る大気汚染の原因となる物質として、どのような物質があるか。

（３）（２）の物質が原因となって起こる環境問題としてどのような問題があ
ると考えられるか。

イークルース 中学３年理科講座
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