
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。 

 

3



目 次 
 

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子 

1. 炭酸水素ナトリウムの分解，酸化銀の

分解……………………………………6 

2. 水の電気分解，塩化銅水溶液の電気分

解………………………………………10 

3. 原子とその性質………………………14 

4. 分子からできている物質……………16 

5. 化学式，単体と化合物………………18 

6. 化学反応式……………………………20 

7. 鉄と硫黄の反応………………………22 

8. 銅と硫黄の反応………………………24 

9. 酸素と結びつく変化…………………26 

10. 酸素をとり除く変化…………………30 

11. 発熱反応と吸熱反応…………………34 

12. 質量保存の法則………………………36 

13. 化学変化の規則性……………………38 

 

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用

1. 回路と回路図，直列回路・並列回路…42 

2. 回路を流れる電流……………………44 

3. 回路に加わる電圧……………………48 

4. オームの法則…………………………52 

5. 導体と不導体，回路全体の電気抵抗・54 

6. 電流のはたらき………………………56 

7. 電流による発熱………………………58 

8. 電気の性質……………………………62 

9. 電流の正体……………………………64 

10. 磁石のはたらき………………………68 

11. 電流による磁界，コイルの磁界………70 

12. モーターのしくみ………………………72 

13. 発電機のしくみ，電流の種類………74 

 

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化 

1. 生物と細胞……………………………76 

2. 唾液のはたらき………………………78 

3. 消化の道すじ，栄養分の吸収………80 

4. 呼吸，血液の成分……………………82 

5. 心臓と動脈・静脈，血液の循環と種類 84 

6. 不要物の排出…………………………86 

7. 感覚器官のつくりとはたらき…………88 

8. 神経系のはたらき……………………90 

9. 脊椎動物の分類，無脊椎動物のなかま

…………………………………………92 

 

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化

1. 気象要素の観測………………………94 

2. 空気中の水蒸気………………………96 

3. 霧・雲のでき方，水の循環……………98 

4. 気圧と大気の動き，海風と陸風……100 

5. 気団と前線，前線の種類……………102 

6. 日本付近の気団，日本付近の天気・104 

 

4



Memo 

5



Memo

第１分野 １ – １ 炭酸水素ナトリウムの分解，酸化銀の分解

〈炭酸水素ナトリウムの分解①〉

[実験]

試験管の口を少し下げる。 火を消す前にガラス管
を水そうからぬく。

炭酸水素
ナトリウム

①炭酸水素ナトリウムを試験管
に入れ、図のような装置を組み
立てる。

②試験管を加熱して、生じた物質
の性質を調べる。

→発生した液体が加熱部分に
流れて、試験管が割れるのを
防ぐため。

→水が試験管に逆流しない
ようにするため。

炭酸水素ナトリウムの加熱

〈炭酸水素ナトリウムの分解②〉

[結果]

①発生した気体は石灰水を白くにごらせた。

→二酸化炭素が発生。

②試験管の口についた液体は、青色の
塩化コバルト紙を赤色に変化させた。

→水が発生。

③加熱後の白い物質は、水へのとけ方
にちがいがあり、フェノールフタレイン
溶液を加えると色のちがいが見られた。

→炭酸ナトリウムが発生。

①

②

石灰水

塩化コバルト紙

加熱後の

白い物質の
水溶液

炭酸水素
ナトリウム
の水溶液

③

〈炭酸水素ナトリウムの分解③〉

[まとめ]

炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムのちがい

炭酸水素ナトリウム 炭酸ナトリウム

少しとける よくとける

うすい赤色 濃い赤色

弱いアルカリ性 強いアルカリ性

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈酸化銀①〉

[実験] 酸化銀の加熱

①酸化銀を試験管に入れ、
図のような装置を組み立
てる。

②試験管を加熱して、
生じた物質の性質を
調べる。

酸化銀

水

〈酸化銀②〉

[結果]

①発生した気体に火のついた線香
を入れると、激しく燃えた。

→酸素が発生。

②加熱後の物質を下の図のようにして調べた。

→銀が発生。

みがくと特有の
光沢が出た たたくとうすくのびた 電流をよく通した

①

薬さじ

〈化学変化〉

化学変化（化学反応）・・・ もとの物質とは性質の異なる
別の物質ができる変化。

分解・・・ １種類の物質が２種類以上の物質に分かれる
化学変化。

熱分解・・・ 加熱による分解。

炭酸水素ナトリウム→ 炭酸ナトリウム＋二酸化炭素＋ 水

酸化銀→ 銀＋酸素

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

１．もとの物質とは性質の異なる別の物質ができる

変化を何というか。

２． １種類の物質が２種類以上の物質に分かれる

変化を何というか。

３．炭酸水素ナトリウムを加熱すると、３種類の物質

に分かれる。そのすべての物質を答えよ。

４．酸化銀を加熱すると、２種類の物質に分かれる。

そのすべての物質を答えよ。

応用問題

図１のような装置で炭酸水素ナトリウムを加熱した。

次の問いに答えよ。

１．図２のように、発生した気体を

石灰水に通した。石灰水はどう

変化するか。

２．図３のように、発生した液体に

青色の塩化コバルト紙をつけた。

塩化コバルト紙は何色に変化

するか。

３．図１で、加熱するとき試験管の

口を少し下げる理由を答えよ。 石灰水

炭酸水素ナトリウム

図１

図２ 図３ 塩化
コバルト紙

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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イークルース 中学２年理科講座

9



Memo

第１分野 １ – ２ 水の電気分解，塩化銅水溶液の電気分解

〈水の電気分解①〉

[実験] 水の電気分解

①装置に水を入れる。

②電源装置につなぎ、電流を流す。

③－極側と＋極側から発生
した気体を調べる。 －極 ＋極

電極

Ｈ字管

水

電源装置

純粋な水は電流を通しにくいので、
電流を通しやすくするために、
少量の水酸化ナトリウムを加える。

電気分解・・・ 電流を通すことによって、物質を分解すること。

〈水の電気分解②〉

[結果]

①－極側の気体にマッチの火を近づける。

→気体が音をたてて燃えた。

→水素が発生。

②＋極側の気体に火のついた線香を入れる。

→線香が激しく燃えた。

→酸素が発生。

〈水の電気分解③〉

[まとめ]

集まった気体の体積は、水素が酸素の約２倍。

水素 酸素

－極 ＋極

水→ 水素＋酸素

水素：酸素＝ ２：１

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈塩化銅水溶液の電気分解①〉

[実験] 塩化銅水溶液の電気分解

①装置に塩化銅水溶液を
入れる。

②電源装置につなぎ、
電流を流す。

③－極側と＋極側から発生
した気体を調べる。

炭素棒
発砲ポリスチレンの板

電源装置

塩化銅水溶液

－極 ＋極

〈塩化銅水溶液の電気分解②〉

[結果]

→銅が発生。

→塩素が発生。

赤色の物質
①－極側に赤い物質が付着した。

②＋極側からにおいのある気体が発生した。

塩化銅→ 銅＋塩素

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

－極 ＋極

電極

Ｈ字管

水

電源装置

１．電流を通すことによって、物質を分解することを

何というか。

２．図のようにして、水に電流

を通した。－極、＋極から

発生した気体は何か。

それぞれ答えよ。

－極

＋極

応用問題

図のような装置で水を電気分解した。次の問いに答えよ。

１．水に水酸化ナトリウムを加えたのはなぜか。理由を答えよ。

２．－極には水素、＋極には酸素

がたまった。この実験が終了

したときの装置の様子は

ア～ウのどれか。

水酸化ナトリウム
を加えた水

＋極

電源装置

－極

ア イ ウ

－極 －極 －極＋極 ＋極 ＋極

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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イークルース 中学２年理科講座
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Memo

第１分野 １ – ３ 原子とその性質

〈原子①〉

銀は表面がつるつるしているように見えるが、

電子顕微鏡で見ると、小さな粒子が集まって
いることがわかる。

原子・・・ 物質をつくっている小さな粒子。

原子はドルトンが発見した。

〈原子②〉

[原子の性質]

①化学変化でそれ以上分けることができない。

②化学変化で新しくできたり、種類が変わった
り、なくなったりしない。

③種類によってその質量や大きさが決まって
いる。

〈原子の記号①〉

Ｏ

大文字の活字体で表す。

Ａｌ

大文字の活字体と、小文字の活字体（または筆記体）
で表す。

[原子の記号の表し方]

①アルファベット１文字のとき

②アルファベット２文字のとき

例）酸素

例）アルミニウム

原子の記号・・・ 原子を表す、アルファベット１文字または
２文字の記号。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈原子の記号②〉

原子の種類 原子の記号

非金属 金属

原子の種類 原子の記号

[原子の記号の種類]

基本問題

１．次の原子の種類を答えよ。

①Ｈ ②Ｃ ③Ｏ ④Ｎａ

２．次の原子の記号を答えよ。

①窒素 ②塩素 ③鉄 ④銅

応用問題

原子について、次の問いに答えよ。

１．原子の性質は３つあった。

①化学変化でそれ以上分けることができない。

②化学変化で新しくできたり、種類が変わったり、

なくなったりしない。

あと一つの性質は何か。

２．①～③の原子の記号を答えよ。

①硫黄 ②カリウム ③マグネシウム

３．①～③の原子の種類を答えよ。

①Ｚｎ ②Ａｇ ③Ａｌ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ４ 分子からできている物質

〈分子〉

水のつくりを考えてみよう。

原子が１個ずつばらばらに存在している
のではなく、いくつかの原子が結びついて
いる。

分子・・・ いくつかの原子が結びついた粒子。

分子は、物質の性質を示す最小の粒子。

〈分子からできている物質①〉

酸素は、酸素原子が２個結びついて酸素分子となっている。

水は、水素原子２個と酸素原子１個が結びついて水分子と
なっている。

〈分子からできている物質②〉

酸素や水以外にも、分子からできている物質はある。

水素分子 窒素分子

アンモニア分子
二酸化炭素分子

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈分子からできていない物質〉

分子をつくらない物質もある。

金属や炭素は、１種類の原子が
集まってできている。

塩化ナトリウムはナトリウム原子と
塩素原子の２種類の原子が集まっ
ている。

銀 Ａｇ

Ｎａ

Ｃｌ塩化ナトリウム

基本問題

１．次の図で示しているのは何という分子か。

２．分子をつくらない物質もある。

塩化ナトリウムは分子をつくらず、２種類の原子が

集まっているが、その２種類の原子の名称を答えよ。

応用問題

水素原子を○、酸素原子を●、炭素原子を◎と表す。

次の問いに答えよ。

１． のモデルは何の分子を表しているか。

２． のモデルは何の分子を表しているか。

３．酸素分子と水素分子をモデルで表せ。

図を見て、次の問いに答えよ。

１．図１は何の分子を表しているか。

２．図２は何の分子を表しているか。

図１ 図２

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ５ 化学式，単体と化合物

〈化学式①〉

化学式・・・ 物質を原子の記号と数字で表したもの。

酸素分子

ＯＯ Ｏ２
同じ原子はまとめ、個
数を右下に小さく書く。

水分子

ＨＯＨ Ｈ２Ｏ

１は書かない。

Ｈ２Ｏ１

二酸化炭素分子

ＯＣＯ ＣＯ２
Ｃ１Ｏ２

[分子からできている物質]

〈化学式②〉

[分子からできていない物質]

原子１個で代表させる

Ｍｇ

②２種類の原子でできている物質

①１種類の原子でできている物質

Ｍｇ

結びついている原子の
数の比で考える

Ｎａ

Ｃｌ

Ｎａ：Ｃｌ＝１：１

ＮａＣｌ

〈単体と化合物①〉

空気、石油、塩化ナトリウム水溶液など

物質

純物質

混合物

単体・・・ １種類の原子でできている物質。

化合物・・・ ２種類以上の原子が組み合わさってできている物質。

単体

化合物

酸素、水素、銀、銅など

二酸化炭素、水、
塩化ナトリウムなど

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈単体と化合物②〉

単体と化合物のどちらにも、分子からできている物質、
分子からできていない物質がある。

単
体

化
合
物

分子からできている物質 分子からできていない物質

窒素Ｎ２ 酸素Ｏ２ 水素Ｈ２

二酸化炭素

ＣＯ２

水
Ｈ２Ｏ

アンモニア

ＮＨ３

銀Ａｇ 鉄Ｆｅ

カルシウムＣａ

ナトリウムＮａ

塩化ナトリウム
ＮａＣｌ 酸化銅ＣｕＯ

酸化銀Ａｇ２Ｏ

硫化鉄ＦｅＳ

基本問題

１．次の図で示す物質を化学式で書け。

２． １種類の原子でできている物質を何というか。

３． ２種類以上の原子が組み合わさってできて

いる物質を何というか。

Ｎａ

Ｃｌ

応用問題

下の図は、物質をモデルで表したものである。

次の問いに答えよ。

１．単体はどれか。ア～エからすべて選べ。

２．分子からできていない物質はどれか。ア～エからすべて

選べ。

３．物質ア～エを化学式で表せ。

４．物質エの、塩素原子とナトリウム原子の数の比を答えよ。

酸素 水

銀 塩化ナトリウム

ア ウ エイ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ６ 化学反応式

〈化学反応式①〉

水を電気分解すると、水素と酸素に変化した。

水 水素 酸素＋

分解

〈化学反応式②〉

化学変化を化学式で表したもの。化学反応式・・・

[化学反応式の作り方]

例）水の電気分解

①物質名で書く。

水 → 水素 ＋ 酸素

②物質名を化学式を置き換える。

Ｈ２Ｏ → Ｈ２ Ｏ２＋

〈化学反応式③〉

③化学変化の前後で、原子の数が等しくなるように調整する。

１）酸素原子の数が合っていないので、酸素原子の数が
等しくなるように、左辺に水分子を増やす。

２）水素原子の数が合っていないので、水素原子の数が
等しくなるように、右辺に水素分子を増やす。

Ｈ２Ｏ Ｈ２Ｏ → Ｈ２ Ｏ２＋

Ｈ２Ｏ Ｈ２Ｏ → Ｈ２ Ｏ２＋Ｈ２

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈化学反応式④〉

④同じ物質はまとめ、その数を化学式の前につけてまとめる。

Ｈ２Ｏ Ｈ２Ｏ → Ｈ２ Ｏ２＋Ｈ２

２Ｈ２Ｏ → ２Ｈ２ Ｏ２＋

１は書かない

水分子が２個 水素分子が２個 酸素分子が１個

２Ｈ２Ｏ → ２Ｈ２ Ｏ２＋

●化学変化の前後で、原子の種類と数は変わらない。

基本問題

１．水を電気分解すると水素と酸素が発生する反応について、

化学反応式をつくった。①～④のうち、正しいものを選べ。

①Ｈ２Ｏ → Ｈ２ ＋ Ｏ

②Ｈ２Ｏ → ２Ｈ ＋ Ｏ２

③２Ｈ２Ｏ → ２Ｈ２ ＋ Ｏ２

④２Ｈ２Ｏ → ２Ｈ２ ＋ ２Ｏ

⑤Ｈ２Ｏ２ → Ｈ２ ＋ Ｏ２

２．下の文章は化学反応について説明したものである。

あてはまる言葉を入れよ。

化学変化の前後で、原子の（ ）と（ ）は変わらない。

化学反応式について、次の問いに答えよ。

①酸化銀を分解すると、銀と酸素が発生した。

この反応の化学反応式は、

２Ａｇ２Ｏ→ ４Ａｇ ＋ Ｏ２

である。この反応に合うようにモデルをかけ。

ただし、銀原子を●、酸素原子を○とする。

②水を電気分解したときの反応を化学反応式でかけ。

応用問題

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ７ 鉄と硫黄の反応

〈鉄と硫黄の反応①〉

[実験] 鉄と硫黄の混合物を加熱する

①鉄粉と硫黄を乳鉢でよく混ぜ、
２本の試験管Ａ、Ｂに半分ずつ
分ける。

②試験管Ｂを図のように加熱し、
赤く色が変わり始めたら、加熱
をやめ、変化の様子を観察する。

Ａ Ｂ

③磁石やうすい塩酸を使用して、
２本の試験管の物質の性質を
調べる。

①

Ｂ

②

混合物の上部を
加熱する

〈鉄と硫黄の反応②〉

[結果]

①反応が始まると、加熱をやめても激しく熱が発生し、
その熱によって反応が続き、黒い物質ができた。

②加熱前の物質（試験管Ａ）と加熱後の物質（試験管Ｂ）の、
磁石やうすい塩酸への反応はちがった。

磁石を近づける
うすい塩酸を
加える

磁石

つく

つか
ない

無臭の
気体

においの
ある気体

加熱前の物質

加熱後の物質

鉄の性質
鉄と塩酸が
反応して、
水素が発生

硫化水素
が発生

〈鉄と硫黄の反応③〉

[まとめ]

①加熱によってできた黒い物質は、もとの鉄とも硫黄とも
性質のちがう物質である。

→硫化鉄ができた

鉄 ＋ 硫黄 硫化鉄

Ｆｅ ＋ Ｓ ＦｅＳ

化合・・・ ２種類以上の物質が結びついて、もとの物質とは
性質のちがう別の１種類の物質ができる化学変化。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子

22



Memo

基本問題

１．２種類以上の物質が結びついて、もとの物質とは

性質のちがう別の１種類の物質ができる化学変化

を何というか。

２．図のようにして鉄と硫黄の混合物を加熱するとき、

ア～ウのどの部分を加熱するか。

３．鉄と硫黄の混合物を加熱すると、何という物質が

できたか。

鉄と硫黄の
混合物

ア

イ

ウ

図のようにして、鉄と硫黄の混合物を加熱した。加熱後、

試験管Ｂには黒い物質が残った。次の問いに答えよ。

１．試験管Ａと試験管Ｂに磁石を

近づけた。磁石につくのはどちらか。

２．試験管Ｂにうすい塩酸を加えると、においのある気体が

発生した。この気体は何か。

３．試験管Ｂに起きた反応を化学反応式でかけ。

応用問題

硫黄

鉄粉

乳鉢

乳棒

試験管Ａ

試験管Ｂ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ８ 銅と硫黄の反応

硫黄

〈銅と硫黄の反応①〉

[実験] 銅と硫黄の変化を調べる

①試験管に硫黄を入れ加熱し、発生した硫黄
の蒸気の中へ銅線を入れる。

②銅線の変化を観察する。

[結果]

①黒色でもろい物質ができた。
銅 加熱後の物質

しなやかに
曲がる

折れる

〈鉄と硫黄の反応②〉

[まとめ]

①加熱によってできた黒い物質は、もとの銅とも硫黄とも
性質のちがう物質である。

→硫化銅ができた

銅 ＋ 硫黄 硫化銅

Ｃｕ ＋ Ｓ ＣｕＳ

＋

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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基本問題

１．図のようにして試験管に硫黄を入れ加熱し、

硫黄の蒸気の中へ銅線を入れる。

このときの化学反応を物質名で表す。

①・②にあてはまる物質を答えよ。

２．銅は赤色であるが、加熱後にできた物質は何色か。

銅線

硫黄

銅 ＋ ① ②

②①

図のように硫黄を加熱し、発生した硫黄の蒸気の

中に銅線を入れ、硫黄と反応させた。

次の問いに答えよ。

１．加熱後の物質を曲げるとどうなるか。

２．この実験で起きた化学変化を、化学反応式

でかけ。

３．この実験のように、２種類以上の物質が

結びついて、もとの物質とは性質のちがう別の１種類の

物質ができる化学変化を何というか。

４．銅線は、何色から何色になったか。

応用問題

硫黄

銅線

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – ９ 酸素と結びつく変化

〈炭素が酸素と結びつく変化〉

[実験] 木炭を加熱する

①木炭をガスバーナーで加熱する。

②加熱して赤くなった木炭を、石灰水
を入れた集気びんに入れ、ふたを
してよく振る。

火をつけた
木炭

石灰水

[結果]
①木炭を加熱すると、最後に灰が残り、質量が減少する。

②石灰水は白くにごることから、二酸化炭素が発生。

→二酸化炭素が空気中に逃げたので、質量が減少した。

炭素 ＋ 酸素 二酸化炭素

Ｃ Ｏ２ ＣＯ２＋

＋

〈銅が酸素と結びつく変化〉

①図のように銅の粉末を加熱する。

[実験] 銅の粉末を加熱する

[結果]

①黒色の物質ができた。

→銅が空気中の酸素と化合したため

②加熱前の銅の質量より増加した。

→酸化銅ができた

銅の粉末
ステンレス皿

ガスバーナー

銅 ＋ 酸素 酸化銅

２Ｃｕ Ｏ２ ２ＣｕＯ

＋

＋

〈鉄が酸素と結びつく変化①〉

[実験] スチールウール（鉄）を加熱する

①図のようにスチールウールを
加熱する。

②火のついたスチールウールを、酸素
で満たした集気びんの中に入れる。

③スチールウールの火が消えたら、
色や手ざわり、電流を通すかどうかを
調べ、うすい塩酸との反応を見る。

①

スチール
ウール

火のついた
スチールウール

②

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈鉄が酸素と結びつく変化②〉

[結果]

①スチールウールは激しく熱と光を出して燃えた。

②加熱後の物質は、黒色でもろい。

③加熱後の物質は、電流を通さない。

④加熱後の物質は、うすい塩酸に入れても気体は発生しない。

鉄 ＋ 酸素 酸化鉄

→②～④は鉄の性質ではないので、別の物質ができている

（何種類かの酸化鉄が混ざっている。）

→酸化鉄ができた

〈マグネシウムが酸素と結びつく変化〉

[実験] マグネシウムを加熱する

①図のようにマグネシウムを
加熱する。

[結果]

①マグネシウムは激しく熱と光を
出して燃えて、白色の物質ができた。

→酸化マグネシウムができた

マグネシウム ＋ 酸素 酸化マグネシウム

２Ｍｇ Ｏ２ ２ＭｇＯ

＋

＋

マグネシウム

ピンセット

〈酸素と結びつく反応〉

燃焼・・・

酸化・・・ 物質が酸素と化合して別の物質に変わる変化。

酸化されてできた物質を酸化物という。

激しく熱や光を出して物質が酸化する変化。

例）スチールウール、マグネシウム

燃焼は酸化の一部。

例）木炭、銅

[まとめ]

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

１．物質が酸素と化合して別の物質に変わる変化を

何というか。

２．酸素と化合されてできた物質を何というか。

３．激しく熱や光を出して物質が酸素と化合する変化

を何というか。

４．次の反応は酸素と化合する変化を表している。

①～③にあてはまる物質を答えよ。

炭素＋酸素→ （ ① ）

銅＋酸素→ （ ② ）

鉄＋酸素→ （ ③ ）

①

②

③

応用問題

スチール
ウール

マグネシウム

ピンセット

図のようにして、スチールウールとマグネシウムを燃焼する

実験をした。次の問いに答えよ。

１．スチールウールをうすい塩酸に入れる

と気体が発生した。何という気体か。

２．スチールウールを燃焼してできた

物質には特有の光沢はあるか。

３．スチールウールを燃焼してできた物質

は何色か。

４．マグネシウムを燃焼すると、

酸化マグネシウムができた。この変化

を化学反応式であらわせ。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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第１分野 １ – １０ 酸素をとり除く変化

〈酸化鉄から酸素をとり除く〉

●鉄を取り出す

鉄はそのまま存在するわけではない。

ほとんどが鉄の酸化物（酸化鉄）として存在する。

コークスと鉄鉱石を
交互に入れる

コークス

鉄鉱石（酸化鉄）

空気

できた鉄

酸化鉄の酸素が
とり除かれた

〈酸化銅から酸素をとり除く①〉

[実験]

①図のような装置で、酸化銅と
活性炭の混合物を加熱する。

②石灰水の変化を見る。

③加熱したものを薬さじでこすり、
加熱前後で様子を調べる。

酸化銅と活性炭の混合物

石灰水

①

③

薬さじ

酸化銅と活性炭の混合物を加熱

〈酸化銅から酸素をとり除く②〉

[結果]

①加熱したものは、黒色から赤色になった。

②加熱したものを薬さじでこすると、特有の光沢がでた。

→①・②から、銅ができた。

③石灰水が白くにごった。

→二酸化炭素が発生

→炭素が酸化銅にふくまれる酸素をうばいとり、
二酸化炭素になる

還元・・・ 酸化物から酸素が離れる化学変化。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈酸化銅から酸素をとり除く③〉

[まとめ]

酸化銅 ＋ 炭素 銅 ＋ 二酸化炭素

＋ ＋

２ＣｕＯ Ｃ ２Ｃｕ ＣＯ２＋ ＋

還元

酸化

〈酸化銅から酸素をとり除く④〉

酸化銅 ＋ 水素 銅 ＋ 水

＋ ＋

ＣｕＯ Ｈ２ Ｃｕ Ｈ２Ｏ＋ ＋

還元

酸化

炭素のかわりに、水素を使っても酸化銅の還元ができる。

イークルース 中学２年理科講座

31



Memo

基本問題

１．酸化物から酸素が離れる化学変化を何というか。

２．図のような装置で酸化銅から酸素をとり除く実験

をした。下の式は、この変化を物質名であらわした

ものである。①・②にあてはまる物質を答えよ。

酸化銅＋炭素→ （ ① ）＋ （ ② ）

酸化銅と活性炭の混合物

石灰水

①

②

図のようにして、酸化銅と炭素の混合物を加熱したときの

変化を調べた。次の問いに答えよ。

１．この実験では、酸化と還元が

同時に起きている。

酸化された物質と、還元された

物質は何か。それぞれ答えよ。

２．この変化を化学反応式で

あらわせ。

３．ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水からぬく

必要があるが、それはなぜか。理由を答えよ。

応用問題

酸化銅と炭素の混合物

ガラス管

石灰水

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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第１分野 １ – １１ 発熱反応と吸熱反応

〈熱が発生する化学変化①〉

[実験] 携帯用かいろをつくる

①図のように、鉄粉と活性炭
の混合物に食塩水を加える。

②ガラス棒でよくかき混ぜ、
温度をはかる。

[結果]

①温度が上がった。

→鉄が空気中の酸素と結びつき、おだやかに
酸化されたから

温度計 ガラス棒

食塩水

鉄粉と活性炭
の混合物

〈熱が発生する化学変化②〉

ろう、木、石油などの有機物を燃焼させることで、
熱が得られる。

有機物 酸素

二酸化炭素 水 熱、光

発熱反応・・・ 化学変化のときに熱を発生し、まわりの温度を
上げる反応。

〈熱を吸収する化学変化①〉

[実験]

①図のように、塩化アンモニウムと水酸化バリウムをビーカー
に入れ、ぬれたろ紙をビーカーにかぶせる。

②ガラス棒でよくかき混ぜ、温度をはかる。

塩化アンモニウムと水酸化バリウムを混ぜる

ぬれたろ紙

水酸化バリウム 塩化アンモニウム

ふれ合わない
ようにする。

① ②

温度計 ガラス棒

[結果]
①アンモニアが発生して、温度が下がった。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈熱を吸収する化学変化②〉

吸熱反応・・・ 化学変化のときに周囲の熱を吸収し、
まわりの温度を下げる反応。

①炭酸水素ナトリウムとクエン酸の混合物に、
水を加える。

[実験]

②よく振り混ぜてから、温度をはかる。

[結果]

①二酸化炭素が発生して、
温度が下がった。

簡易冷却パックをつくる 水
①

②

炭酸水素

ナトリウムと
クエン酸の
混合物

基本問題

１．化学変化のときに熱を発生し、まわりの温度を

上げる反応を何というか。

２．化学変化のときに周囲の熱を吸収し、まわりの

温度を下げる反応を何というか。

３．炭酸水素ナトリウムにクエン酸を加え、水を入れて

よく振り混ぜると、ある気体が発生する。その気体

は何か。

また、この反応後の温度は、反応前に比べて

どうなったか。
気体 温度

図のように、２つの実験をした。次の問いに答えよ。

１．図１の実験では、温度は

どうなるか。

２．下の文は、図１の実験で温度

変化が起きる理由を説明した

ものである。①・②にあてはまる

ことばをかけ。

（①）が空気中の酸素と結びつき、

（②）されたから

３．図２の実験は、発熱反応か、

吸熱反応のどちらか。

応用問題

温度計 ガラス棒

食塩水

鉄粉と活性炭
の混合物

温度計
ガラス棒

図１

図２

塩化アンモニウムと
水酸化バリウム

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – １２ 質量保存の法則

〈質量保存の法則①〉

[実験]

①図のように、うすい硫酸と水酸化
バリウム水溶液を入れたビーカーの
質量をはかる。

②２つの溶液を混ぜる。

[結果]

①硫酸バリウムの沈澱ができた。

②全体の質量は変化しなかった。

沈殿ができる反応

③全体の質量をはかる。

うすい
硫酸

水酸化バリウム
水溶液

①

③

〈質量保存の法則②〉

①図のように、酸素を満たした丸底
フラスコの中に銅の粉末を入れる。

[実験]

②ピンチコックを閉じて加熱したあと、
質量をはかる。

気体と化合する反応

[結果]

①酸化銅ができた。

②全体の質量は変化しなかった。

銅の粉末

酸素

ガスバーナー

①

②

ピンチ
コック

〈質量保存の法則③〉

[実験] 気体が発生する反応

①図のように、うすい塩酸と炭酸水素
ナトリウムを用意し、質量をはかる。

②容器を傾けて、２つの薬品を
反応させる。

③全体の質量をはかる。

④容器のふたをゆるめて、ふたたび
全体の質量をはかる。

①

②

③

うすい塩酸

炭酸水素
ナトリウム

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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〈質量保存の法則④〉

[結果]

①二酸化炭素が発生した。

②容器のふたを開ける前は、全体の質量は変化しなかった。

③容器のふたを開けた後は、全体の質量は減った。

→気体の一部が容器の外に逃げたから。

質量保存の法則・・・ 気体の出入りがなければ、物質全体の
質量は、化学変化の前後で変化しない。

→化学変化の前後で、原子の組み合わせは変化しているが、
原子の種類と数は変化していない。

基本問題

１．うすい硫酸と水酸化バリウム水溶液を混ぜると、

何という物質ができるか。

２．酸素を満たした丸底フラスコの中に銅の粉末を

いれ、加熱すると何という物質ができるか。

３．うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを混ぜると、

何という気体が発生するか。

４．気体の出入りがなければ、物質全体の質量は、

化学変化の前後で変化しないことを、何の法則

というか。

５．４の法則が成り立つ理由は、何の種類と数が

変化しないからか。

図のように、密閉した容器全体の質量を

はかってから、容器を傾けて、２つの薬品

を反応させた。次の問いに答えよ。

１．この反応で発生した気体を、化学式で

答えよ。

２．反応後の質量は、反応前と比べてどう

なったか。

３．反応後、容器のふたを開けて、ふたたび質量をはかると、

反応前と比べてどうなったか。

４．３のような結果になった理由を簡単に答えよ。

応用問題

塩酸

炭酸水素
ナトリウム

塩酸

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 １ – １３ 化学変化の規則性

〈化学変化の規則性①〉

[実験] 金属を加熱したときの質量を調べる

①図のように、銅の粉末と
マグネシウムをそれぞれステンレス
皿にうすく広げて、皿を含めた全体
の質量をはかる。

②皿ごと加熱する。

③皿が冷めてから、全体の質量
をはかる。

④②・③の操作を繰り返し、質量
が一定になるかどうか確かめ
ながら記録する。

銅の粉末

金属 ステンレス皿

マグネシウム
の粉末

金網

①

②

〈化学変化の規則性②〉

[結果]

①一定量の金属に化合する酸素の質量には限界がある。

〈化学変化の規則性③〉

②反応前の金属の質量と、酸化物の質量は比例している。

→金属と化合する酸素の質量は金属の質量に比例している。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子

38



Memo

〈化学変化の規則性④〉

③銅と化合する酸素は一定の
割合になる。

酸化銅の
質量

銅の質量

銅：酸化銅＝ ４：５

銅：酸素＝４：１

１ ２ ３ ４ ５ ６

１

２

３

４

５
１

５

４

化合している
酸素の質量

・

・

〈化学変化の規則性⑤〉

④マグネシウムと化合する酸素
は一定の割合になる。

酸化マグネ
シウムの
質量

マグネシウム
の質量

マグネシウム：酸化マグネシウム
＝３：５

マグネシウム：酸素
＝３：２

２

５

３

化合している
酸素の質量

１ ２ ３ ４ ５ ６

１

２

３

４

５・

・

イークルース 中学２年理科講座
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１．一定量の金属に化合する酸素の質量には限界

があるか、ないかどちらか。

２．反応前の金属の質量と、酸化物の質量にはどの

ような関係があるか。

３．次のグラフを見て、銅

の質量と化合する酸素

の質量を、もっとも簡単

な整数の比で表せ。

１ ２ ３ ４ ５ ６

１

２

３

４

５

基本問題

応用問題

化
合
し
た
酸
素
の
質
量[

]ｇ

０ ０.５ １.０ １.５
０

０.５

１.０

１.５

マグネシウムの質量[ｇ]

図は、マグネシウムの質量を

変えて、加熱したときの化合

した酸素の質量をはかった

結果をグラフに表したもので

ある。次の問いに答えよ。

１．１.５ｇのマグネシウムは、

何ｇの酸化マグネシウムに

なったか。

２．マグネシウムの質量と化合する酸素の質量の割合を、

もっとも簡単な整数の比であらわせ。

３．４.２ｇのマグネシウムと化合する酸素の質量はいくらか。

〔第１分野〕 第１章 化学変化と原子・分子
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第１分野 ２ – １ 回路と回路図，直列回路・並列回路

〈回路と回路図①〉

回路・・・電流が切れ目なく流れる道すじ。

回路に切れ目があると、
電流は流れない。

導線は電流の通り道と
なっている。

電流の向きは、＋極から
出て、－極に向かうと
決められている。

豆電球

－
＋

乾電池
スイッチ

〈回路と回路図②〉

豆電球

－
＋

乾電池
スイッチ

回路図・・・電気用図記号を使って表した図。

[電気用図記号]

〈直列回路〉

直列回路・・・電流の流れる道すじが１本道の回路。

－
＋

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈並列回路〉

並列回路・・・電流の流れる道すじが枝分かれしている回路。

－
＋

基本問題
１．電流について、①②にあてはまることばを答えよ。

電流の向きは、（ ① ）から出て、（ ② ）に向かう

と決められている。

２．電気用図記号を使って表した図を何というか。

３．以下の電気用図記号は何を表しているか。

４．電流の流れる道すじが１本道の回路を何というか。

５．電流の流れる道すじが枝分かれしている回路を

何というか。

① ②

応用問題

乾電池と豆電球をつなぎ、図のような回路をつくった。

次の問いに答えよ。

１．図のような回路を、何回路と

いうか。

２．スイッチを入れたとき、電流の

流れる向きは、図のａ・ｂの

どちらか。

３．図の回路を、回路図で表せ。

（解答は右の枠内にすること）

－
＋ ａ

ｂ

イークルース 中学２年理科講座

43



Memo

第１分野 ２ – ２ 回路を流れる電流

〈電流①〉

電流の単位はアンペア（記号：Ａ）。

１Ａ＝１０００ｍＡ

１アンペアの１０００分の１を１ミリアンペア（記号：ｍＡ）という。

１ｍＡ＝ Ａ （０.００１Ａ）
１

１０００

[電流計のつなぎ方]

①電流をはかりたい部分に直列につなぐ。

②電源の＋極側の導線を電流計の＋端子
につなぐ。

③電源の－極側の導線を電流計の－端子
につなぐ。

＋

＋

－

－

〈電流②〉

[電流計の－端子の選び方]

①電流の強さが予想できない
ときは、まず５Ａの－端子
につなぐ。

②指針の振れが小さければ、
５００ｍＡ、５０ｍＡの順に
つなぎかえる。

指針

調整ねじ

５０ｍＡ
５００ｍＡ

５Ａ
＋端子

－端子

[目盛りの読み方]

つないだ－端子に合わせて読む。

５０ｍＡのとき・・・３５.０ｍＡ

５００ｍＡのとき・・・３５０ｍＡ

５Ａのとき・・・３.５０Ａ

〈回路を流れる電流①〉

[実験]

①豆電球と乾電池を以下の回路図のようにつなぎ、Ａ点から
Ｉ点の電流をはかる。

・ ・

・
・・

・・

・
・ＡＢ

Ｃ
ＤＥ

ＦＧ

Ｈ
Ｉ

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈回路を流れる電流②〉

[結果]

豆電球１個 直列回路

はかった点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

電流[ｍＡ]

並列回路

はかった点 Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

電流[ｍＡ]

４００４００ ２００ ２００ ２００

４５０ ２００ ２５０ ４５０

①豆電球を通る前後で、電流の強さは変わらない。

②直列回路では、どの点でも電流の強さは同じ。

③並列回路では、枝分かれした電流の強さの和は、
分かれる前の電流の強さ、合流した後の電流の強さと同じ。

〈回路を流れる電流③〉

[まとめ]

直列回路 並列回路

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題
１．電流計のつなぎ方のついて、①～③にあてはまる言葉を

答えよ。

・電流をはかりたい部分に（ ① ）につなぐ。

・電源の＋極側の導線を電流計の（ ② ）端子につなぎ、

－極側の導線を電流計の（ ③ ）端子につなぐ。

２．電流計の－端子の選び方で、電流の強さが予想できないとき

は、まず何Ａの－端子 につなぐか。

３．電流の強さについて、（ ）にあてはまることばを答えよ。

並列回路では、枝分かれした電流の強さの（ ）は、

分かれる前の電流の強さ、合流した後の電流の強さと同じ。

③②①

応用問題

電流について、次の問いに答えよ。

１．図１・２の回路

で①・②・③に

流れる電流の

強さはいくらか

答えよ。

２．図３の電流計で、電源の＋極側

につなぐ端子はどれか。ア～エ

から選べ。

３．図３の電流計は、５００ｍＡの

－端子を使ったときの指針である。

電流の強さは何ｍＡか。

図１ 図２

２Ａ

（① ）Ａ （② ）Ａ

３Ａ

（③ ）Ａ

２Ａ

ア イ ウ エ

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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第１分野 ２ – ３ 回路に加わる電圧

〈電圧①〉

単位はボルト（記号：Ｖ）。

[電圧計のつなぎ方]

①電圧をはかりたい部分に並列につなぐ。

②電源の＋極側の導線を電圧計の＋端子
につなぐ。

③電源の－極側の導線を電圧計の－端子
につなぐ。

＋

＋

－

－

電圧・・・電流を流そうとするはたらきの大きさを表す量。

〈電圧②〉

①電圧の強さが予想できない
ときは、まず３００Ｖの
－端子につなぐ。

②指針の振れが小さければ、
１５Ｖ、３Ｖの順につなぎ
かえる。

[目盛りの読み方]

つないだ－端子に合わせて読む。

３Ｖのとき・・・０.５０Ｖ

１５Ｖのとき・・・２.５０Ｖ

３００Ｖのとき・・・５０Ｖ

[電圧計の－端子の選び方]

調整ねじ

指針

３００Ｖ
１５Ｖ

３Ｖ
＋端子

－端子

〈回路に加わる電圧①〉

[実験]

①豆電球と乾電池を以下の回路図のようにつなぎ、ＡＢ間、
ＢＣ間、ＡＣ間、ＤＥ間、ＡＥ間、ＣＤ間、ＦＧ間、ＨＩ間、ＪＫ間
の電圧をはかる。

・・・

・

・ ・

・Ｃ

Ｄ Ｅ

ＦＧ

ＨＩ
ＡＢ

・ ・

・

・
Ｊ Ｋ

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈回路に加わる電圧②〉

直列回路

はかった区間 ＡＢ ＢＣ ＡＣ ＤＥ ＡＥ ＣＤ

電圧[Ｖ]

並列回路

はかった区間 ＦＧ ＨＩ ＪＫ

電圧[Ｖ]

１.３１.２ ２.５ ２.５ ０

２.８

①回路の導線部分の電圧は０Ｖと考えてよい。
②直列回路では、それぞれの豆電球に加わる電圧の和が、

乾電池（電源）の電圧と同じ。

③並列回路では、それぞれの豆電球に加わる電圧は同じで、
乾電池（電源）の電圧に等しい。

[結果]

０

２.８２.８

〈回路に加わる電圧③〉

[まとめ]
直列回路 並列回路

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

１．電圧計のつなぎ方のついて、①～③にあてはまる言葉を

答えよ。

・電圧をはかりたい部分に（ ① ）につなぐ。

・電源の＋極側の導線を電圧計の（ ② ）端子につなぎ、

－極側の導線を電圧計の（ ③ ）端子につなぐ。

２．電圧計の－端子の選び方で、電圧の強さが予想できないとき

は、まず何Ｖの－端子 につなぐか。

３．電圧の強さについて、（ ）にあてはまることばを答えよ。

並列回路では、それぞれの豆電球に加わる電圧は（ ）で、

電源の電圧に等しい。

① ② ③

応用問題

図１

図２

２Ｖ （① ）Ｖ

（③ ）Ｖ

（② ）Ｖ

５Ｖ ４Ｖ

図３

電圧について、次の問いに答えよ。

１．図１・２の回路

で①・②・③に

流れる電圧は

いくらか答えよ。

２．図３は３００Ｖの－端子を使った

ときの電圧計の指針である。

電圧は何Ｖか。

３．図４の回路に電流計と電圧計を

つなげたい。○の中に電流計ならＡ、

電圧計ならＶを書き入れよ。

図４

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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第１分野 ２ – ４ オームの法則

〈オームの法則①〉

[実験]

①図のような回路をつくる。

電流と電圧の関係を調べる

②電源装置で抵抗器Ａに加わる
電圧を変えて、電流をはかる。

③抵抗器Ｂに変えて、②と同様
にはかる。

電源装置＋－

抵抗器

電流計電圧計

〈オームの法則③〉

電気抵抗（抵抗）・・・電流の流れにくさを表す量。

単位はオーム（記号：Ω）

電気抵抗[Ω] ＝
電流[Ａ]

電圧[Ｖ]

例題）次の回路の抵抗の大きさを求めよ。

０．２Ａ

２Ｖ

電気抵抗[Ω] ＝
０.２[Ａ]

２[Ｖ]

＝ １０ Ω 

※電流がｍＡの場合、
Ａに直してから計算する。

〈オームの法則②〉

[結果]

電圧[Ｖ] ０ １.０ ２.０ ３.０ ４.０ ５.０ ６.０

電流
[ｍＡ]

抵抗器Ａ ０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００

抵抗器Ｂ ０ ５０ １００ １５０ ２００ ２５０ ３００

電圧[Ｖ]

電
流

[ｍＡ]

抵抗器Ａ

抵抗器Ｂ

原点を通る直線

→比例

オームの法則
・・・抵抗器や電熱線を

流れる電流は、それらに
加える電圧に比例する。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈オームの法則④〉

電圧[Ｖ]＝ 電流[Ａ]電気抵抗[Ω] ×

電流[Ａ]＝
電圧[Ｖ]

電気抵抗[Ω] 

１）電圧を求める

０．１Ａ

２０Ω
０.１[Ａ]２０[Ω] ×

＝２Ｖ

２）電流を求める

３０Ω

＝０.２Ａ

６Ｖ

６[Ｖ]

３０[Ω] 

基本問題

１．抵抗器や電熱線を流れる電流は、それらに加える

電圧に比例することを何の法則というか。

２．下の式は電気抵抗を求める公式である。

①・②にあてはまることばを答えよ。

３．２の公式を用いて、次の回路の抵抗の大きさを求めよ。

電気抵抗[Ω] ＝
（ ② ）[Ａ]

（ ① ）[Ｖ]

０．２Ａ

４Ｖ

①

②

応用問題

図のように回路を組み立て、

抵抗器に流れる電流と電圧の

関係を調べた。次の問いに答えよ。

１．抵抗器や電熱線を流れる電流

と、それらに加わる電圧には

どのような関係があるか。

２．抵抗器Ｐ・Ｑはどちらのほうが

電流が流れにくいか。

３．抵抗器Ｐ・Ｑそれぞれの抵抗

を求めよ。

電源装置

＋－

抵抗器

電流計

電圧計

電圧[Ｖ]
０ ２ ４ ６ ８

０

１００

２００

３００

４００

[ｍＡ]

電
流
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第１分野 ２ – ５ 導体と不導体，回路全体の電気抵抗

〈導体・不導体〉

電気抵抗は物質によって異なる。

導体・・・電気抵抗が小さく、電流を通しやすい物質。

不導体（絶縁体）・・・電気抵抗がひじょうに大きく、
電流をほとんど通さない物質。

例）金属など

例）ガラス、ゴムなど

〈回路全体の電気抵抗①〉

直列回路 並列回路

２個の抵抗器を使った場合の、全体の電気抵抗

Ｒ＝ｒ１＋ｒ２
１

Ｒ ＝ ｒ１

１
ｒ２

１
＋

ｒ１ ｒ２

ｒ１

ｒ２

全体の抵抗
Ｒ

全体の抵抗
Ｒ

〈回路全体の電気抵抗②〉

例題）それぞれの場合の、回路全体の電気抵抗を求めよ。

５Ω １０Ω

２Ω

３Ω

Ｖ

Ｖ

Ｒ＝ｒ１＋ｒ２

＝５＋１０

＝１５Ω

１
Ｒ ＝ ｒ１

１
ｒ２

１
＋

＝ ２
１

３
１

＋

＝
６

５

＝
６

３

６

２
＋

１
Ｒ

Ｒ＝
５

６

Ｒ＝１.２Ω

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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基本問題

１．電気抵抗は物質によって同じか、異なるか

どちらか。

２．電気抵抗が小さく、電流を通しやすい物質を

何というか。

３．電気抵抗がひじょうに大きく、電流をほとんど

通さない物質を何というか。

４．次の回路図の、回路全体の電気抵抗はいくらか。

６Ω ８Ω

応用問題

２つの抵抗器を用いて図のような回路をつくった。

次の問いに答えよ。

１．電源の電圧は何Ｖか。

２．ａ点を流れる電流は何Ａか。

３．ｂ点を流れる電流は何Ａか。

４．この回路全体の電気抵抗は

何Ωか。

２０Ω

３０Ω

０.３Ａ

ａ

ｂ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – ６ 電流のはたらき

〈電流のはたらき①〉

電気エネルギー・・・電流がもっている、光や熱を発生させたり
物体を動かしたりする能力。

電力・・・電流が一定時間に電気エネルギーによって、光や熱を
発生させたり、物体を動かしたりするはたらき。

単位はワット（記号：Ｗ）。

〈電流のはたらき②〉

１ｋＷ＝１０００Ｗ電力[Ｗ] ＝電圧[Ｖ] ×電流[Ａ]

例題）ある電球に１０Ｖの電圧を加えたら、４Ａの電流が流れた。
この電球の電力は何Ｗか。

電力[Ｗ] ＝電圧[Ｖ] ×電流[Ａ]

＝１０[Ｖ] ×４[Ａ]

＝４０Ｗ

〈消費電力〉

１００Ｖ ４０Ｗ

１００Ｖの電圧で使用した場合、４
０Ｗの電力を消費する

消費電力・・・電気器具に表示されている電力。

●消費電力が大きいほど、電気器具のはたらきは大きくなる。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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基本問題

１．電流が一定時間に電気エネルギーによって、

光や熱を発生させたり、物体を動かしたりする

はたらきを何というか。

２．１のはたらきを表す単位は何か。記号で答えよ。

３．以下の公式は、１のはたらきを求めるものである。

①・②にあてはまることばを答えよ。

４．３の公式を用いて、ある電球に１００Ｖの電圧を加えたら、

０.４Ａの電流が流れたときの電気エネルギーのはたらきは

いくらか求めよ。

（ ① ）[Ｖ] ×（ ② ）[Ａ]
①

②

応用問題

電力について、次の問いに答えよ。

１．図のように、テレビには

「１００Ｖ ４０Ｗ」、ポット

には「１００Ｖ ４００Ｗ」

の表示があった。１００Ｖ

の電源につないで使用

したとき、それぞれ

消費する電力は何Ｗか。

２．１のとき、それぞれの電気器具に流れている電流の強さは

何Ａか。

１００Ｖ ４０Ｗ １００Ｖ ４００Ｗ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – ７ 電流による発熱

〈電流による発熱①〉

熱・・・物体の温度を変化させる原因となるもの。

[実験]

①図のような装置をつくり、
ヒーターＡで水をあたためる。

②電圧は固定し、電流を流す。

③ヒーターＢ・Ｃに変え、①②と
同様に実験をおこなう。

電源装置

温度計

電圧計

－ ＋

－ ＋

電流計

ヒーター

－＋

加えた熱の量のことを熱量という。

〈電流による発熱②〉

[結果]

時間[分] ０ １ ２ ３ ４ ５

水温[℃] ２１.０ ２１.５ ２２.０ ２２.５ ２３.０ ２３.５

上昇温度[℃] ０ ０.６ １.２ １.８ ２.４ ３.０

ヒーターＣ

時間[分] ０ １ ２ ３ ４ ５

水温[℃] ２１.０ ２２.０ ２３.０ ２４.０ ２５.０ ２６.０

上昇温度[℃] ０ ０.９ １.８ ２.７ ３.６ ４.５

時間[分] ０ １ ２ ３ ４ ５

水温[℃] ２１.０ ２２.８ ２４.６ ２６.４ ２８.２ ３０.０

上昇温度[℃] ０ １.６ ３.２ ４.８ ６.４ ８.０

ヒーターＢ

ヒーターＡ 電圧：５.０Ｖ 電流：３.２Ａ

電圧：５.０Ｖ 電流：１.８Ａ

電圧：５.０Ｖ 電流：１.２Ａ

〈電流による発熱③〉

[まとめ]

電流を流した時間[分]
０ １ ２ ３ ４ ５

０

２

４

６

８

１０

水
の
上
昇
温
度

[℃]

ヒーターの電力[Ｗ]
０ ５ １０ １５ ２０ ２５

０

２

４

６

８

１０

５
分
間
の
水
の
上
昇
温
度
[℃]

Ａ

Ｂ

Ｃ

水の上昇温度（電流による発熱量）は、
電流を流した時間、電力に比例する。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈電流による発熱④〉

発生した熱量や電気エネルギーの量は、ジュール（記号：Ｊ）
という単位で表す。

電流による発熱量 [Ｊ] ＝電力 [Ｗ] ×時間 [ｓ]

例題）４００Ｗの電熱器を１分間使用したときの、電熱器の
発熱量は何Ｊか。

１分間・・・６０秒

電流による発熱量 [Ｊ] ＝電力 [Ｗ] ×時間 [ｓ]

＝４００ [Ｗ] ×６０ [ｓ]

＝２４０００ [Ｊ]

〈電力量〉

電力量・・・電流によって消費したエネルギー量。

単位はジュール（記号：Ｊ）。

電力量[Ｊ] ＝電力 [Ｗ] ×時間 [ｓ]

１Ｗの電力を１時間使ったときの電力量を１ワット時（記号：Ｗｈ）と
表すこともある。

例題）１００Ｗの電気器具を２分間使用したときの、電気器具の
電力量は何Ｊか。

２分間・・・１２０秒 電力量[Ｊ] ＝電力 [Ｗ] ×時間 [ｓ]

＝１００ [Ｗ] ×１２０[ｓ]

＝１２０００ [Ｊ]

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

１．物体の温度を変化させる原因となるものを何と

いうか。

２．次の（ ）にあてはまることばを答えよ。

電流による発熱量は、電流を流した時間や電力に

（ ）する。

３．発生した熱量や電気エネルギーの量は、何という単位で

表すか。記号で答えよ。

４．以下の公式は３を求めるものである。①・②にあてはまる

ことばを答えよ。
電流による発熱量＝ （ ① ） [Ｗ] ×（ ② ） [ｓ]

②①

応用問題

電源装置

温度計

電圧計

－ ＋

－ ＋

電流計

電熱線

－＋

時間[分] ０ １ ２ ３ ４

上昇温度[℃] ０ ０.６ １.２ １.８ ２.４

図のように、電熱線に６Ｖの電圧をかけ、水の上昇温度を調べ
た。次の問いに答えよ。

１．この実験のとき、１.０Ａの

電流が流れていた。

電熱線の電力は何Ｗか。

２．実験結果は以下の表のように

なった。９分後の上昇温度は

何度か。

３．１のとき、１分間電流を流した

場合の電熱線の

発熱量は何Ｊか。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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第１分野 ２ – ８ 電気の性質

〈静電気①〉

静電気・・・ちがう種類の物質をたがいにまさつしたときに発生し、
物体にたまった電気。

[実験] 静電気の力を調べる

①ティッシュペーパーでこすったストローＡを図のように用意する。

③②のティッシュペーパーをストローＡに近づける。

②ティッシュペーパーでこすったストローＢをストローＡに近づける。

ストローＡ

虫ピン
消しゴム

ストローＡ

ストローＢ

① ② ③

ストローＡ

ティッシュ
ペーパー

〈静電気②〉

[結果]

②ストローＢを近づけると、ストローＡは離れた。

→同じ種類の電気には、しりぞけ合う力がはたらく。

①ティッシュとストローをこすることで、ティッシュは＋の電気、
ストローは－の電気をもつ。

③ティッシュペーパーを近づけると、ストローＡは近づいた。

→異なる種類の電気には、引き合う力がはたらく。

〈電気の性質〉

[まとめ]

①電気には＋（正）と－（負）の２種類がある。

②同じ種類の電気の間には、しりぞけ合う力がはたらく。

③異なる種類の電気の間には、引き合う力がはたらく。

電気の性質

電気の力・・・電気の間にはたらく力。
磁石の力や重力のように離れていてもはたらく。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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基本問題

１．ちがう種類の物質をたがいにまさつしたときに発生し、

物体にたまった電気を何というか。

２．電気には２種類あるが、その２種類を答えよ。

３．同じ種類の電気には、どんな力がはたらくか。

４．異なる種類の電気には、どんな力がはたらくか。

５．電気の間にはたらく力を何というか。

６．５の力は離れていてもはたらくことができるか。

応用問題

ストローＡ

ストローＢ

ストローＡ

ティッシュ
ペーパー

ティッシュペーパーでストローＡ、ストローＢをこすり静電気を

発生させた。その後、図のような実験をおこなった。

次の問いに答えよ。

１．図１のように、ストローＡにストローＢ

を近づけると、ストローＡはア・イの

どちらに動くか。

２．１のようになった理由を答えよ。

３．図２のように、ストローＡにティッシュ

ペーパーを近づけると、ストローＡは

ア・イのどちらに動くか。

４．３のようになった理由を答えよ。

図１

図２

ア イ

ア イ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – ９ 電流の正体

〈電流の正体①〉

放電・・・電気が空間を移動したり、
たまっていた電気が流れ
出す現象。

真空放電・・・圧力を低くした
気体の中を電流が
流れる現象。

プラスチックの
下じき

蛍光灯

放電管

真空ポンプ

電流計

誘導コイル

〈電流の正体②〉

[実験]

①図１のように、放電管のＡを＋極、Ｂを－極にしたときと、
Ａを－極、Ｂを＋極にしたとき、それぞれの場合に電圧を
加えて様子を見る。

②図２のような装置に、電極Ｘ・Ｙに電圧を加えないときと、
電極Ｘを＋極、電極Ｙを－極にして電圧を加えたときの
様子を見る。

Ａ

Ｂ 蛍光板

電極Ｘ

電極Ｙ

図１ 図２

〈電流の正体③〉

[結果]

①Ａを－極、Ｂを＋極にしたとき、影ができた。

②Ａを＋極、Ｂを－極にしたとき、影はできなかった。

→－極から、電流のもとになるものが出ている。

－極

＋極 －極

＋極

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈電流の正体④〉

③電流のもとになるものは、＋極側にまがった。

蛍光板

電極Ｘ

電極Ｙ

→電流のもとは、－の電気をもっている。

＋

－

電子・・・電流をつくっている、質量をもったひじょうに小さな粒子。

①－極からでてくる。

②質量をもつひじょうに小さな粒子。

③－の電気をもつ。

電子の性質

〈電子〉

電子の動く向きは、－極から＋極。

電流の向きとは逆。
電流の向き

＋－

静電気は、物体間で電子が受
けわたしされることで生じる。

電子をわたした物体が＋の
電気、電子を受けとった物体
が－の電気を帯びる。

ストロー ティッシュペーパー

電子の動く向き

イークルース 中学２年理科講座
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基本問題

１．電気が空間を移動したり、たまっていた電気が流れ出す

現象を何というか。

２．圧力を低くした気体の中を電流が流れる現象を

何というか。

３．電流をつくっている、ひじょうに小さな粒子を何と

いうか。

４．３の粒子の性質について、①～③にあてはまることばを

答えよ。

・（ ① ）からでてくる

・（ ② ）をもつひじょうに小さな粒子

・（ ③ ）の電気をもつ

①

②

③

応用問題

図１のように、放電管を使用して、電子の性質について調べる

実験をおこなった。次の問いに答えよ。

１．図１で、－極はＡかＢの

どちらか。

２．実験の結果、図２のように

電子線が少し下に曲がった。

このことから、＋極は電極Ｘ・Ｙ

のどちらか。

３．２の結果より、電子はどのような

性質をもつことがわかるか。

蛍光板

電極Ｘ

電極Ｙ

電子線図１

図２ 電極Ｘ

電極Ｙ

Ａ

Ｂ

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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第１分野 ２ – １０ 磁石のはたらき

〈磁石のはたらき①〉

[実験] 棒磁石のまわりの様子を調べる

①棒磁石のまわりに磁針を置き、磁針の向きを調べる。

[結果]

①磁針の向きはＮ極からＳ極を結ぶ曲線をえがくようになった。

〈磁石のはたらき②〉

磁力・・・磁石による力。

磁界・・・磁力のはたらく空間。

磁界の向き・・・磁界の中の各点で磁針のＮ極がさす向き。

磁力線・・・磁界の向きを順につないだ線。

磁力線

磁界の向き

〈磁石のはたらき③〉

①Ｎ極からＳ極に向かって矢印をかく。

②間隔がせまいところ・・・磁界が強く、磁力も大きい。

→磁界の向きを表している。

③間隔が広いところ・・・磁界が弱く、磁力も小さい。

磁力線について

磁力線の間隔
が広い
→磁界が弱い
磁力が小さい

磁力線の間隔
がせまい
→磁界が強い
磁力が大きい

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈磁石のはたらき④〉

[２つの磁石を近づける]

①異極

②同極

引き合う

しりぞけ合う

基本問題

１．磁石による力を何というか。

２．１の力のはたらく空間を何というか。

３．２の空間の中の各点で磁針のＮ極がさす向きを

何というか。

４．３の向きを順につないだ線を何というか。

５．２つの磁石を近づけたとき、同極どうしでは何の力が

はたらくか。

６．２つの磁石を近づけたとき、異極どうしでは何の力が

はたらくか。

図１は、棒磁石のまわりの磁界の様子を表したものである。

次の問いに答えよ。

１．この棒磁石のＮ極は、ＸかＹ

のどちらか。

２．①～③の各点のうち、磁力

がもっとも強いのはどれか。

３．ａ～ｄに磁針を置いたときの

向きとして正しいものは

どれか。図２のア～エから

それぞれ選び答えよ。

応用問題

図１ ①
・

・
②

③
・

図２

ａ

ｂ

ｃｄ

ア イ ウ エＮ

Ｓ

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – １１ 電流による磁界，コイルの磁界

〈電流による磁界①〉

[実験] 電流がつくる磁界を調べる

①図のような装置をつくり、電流
をＡからＢの向きに流し、鉄粉
の並び方の変化を観察する。
このとき、導線のまわりに磁針
を置き、磁界の向きを調べる。

②電流の向きをＢからＡに変え、
磁界の向きを調べる。

③磁針を導線から遠ざけたり、電流を強くしたりして、
磁針の向きの変化を調べる。

鉄粉

電源
装置へＡ

Ｂ白紙

発泡ポリ
スチレンの板

導線

〈電流による磁界③〉

③導線からの距離や、電流の強さを変えることで、磁針の振れ方
に変化があった。

→磁界の強さは、導線に近いほど、電流が強いほど強くなる。

[まとめ]

①導線を中心とした同心円状の磁界ができる。

②磁界の向きは電流の向きで決まる。

③磁界の強さは、電流が強いほど、導線に近いほど、強くなる。

〈電流による磁界②〉

[結果]
①導線を中心とした、同心円状の磁界ができる。

電流の向きＡ

Ｂ
磁界の向き

Ａ

Ｂ

導線

電流の向き

磁界の向き

右ねじの回転
する向き

右ねじの
進む向き

②電流の向きを変えると、磁界の向きも変わる。

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用

70



Memo

〈コイルの磁界〉

①電流を強くする。

②コイルを巻く回数（巻数）を多くする。

③コイルに鉄心を入れる。

磁界の強さを強くする方法

電流の向き

電流の向き

右手の４本の指を
電流の向きに合わせる

親指の向きが
磁界の向き

磁界の
向き

右手

電流の向き

基本問題

１．１本の導線に電流を流したときの様子について、ア～エに

あてはまることばを答えよ。

①導線を中心とした（ ア ）の磁界ができる。

②磁界の向きは（ イ ）の向きで決まる。

③磁界の強さは、電流が（ ウ ）ほど、導線に（ エ ）ほど、

強くなる。

２．コイルに電流を流したときにできる磁界を強くする方法に

ついて、オ～キにあてはまることばを答えよ。

①電流を（ オ ）する。

②コイルを巻く回数（巻数）を（ カ ）する。

③コイルに（ キ ）を入れる。

ア

イ

ウ エ

オ

カ

キ

応用問題

磁界について次の問いに答えよ。

１．図１は、導線に電流を流したときにできる

磁界のようすをあらわしている。

電流の向きはＡからＢ、ＢからＡの

どちらか。

２．図２・３はコイルに電流を流したときにできる

磁界について調べたものである。Ｂ・Ｃ・Ｄそれぞれの磁針の

向きの組み合わせとして、ア～エから正しいものを選べ。

導線

Ａ

Ｂ

図１

図２ 図３

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – １２ モーターのしくみ

〈モーターのしくみ①〉

[実験] 電流が磁界から受ける力を調べる

①図のような装置を
組み立て、電流を
流してコイルが動く
ことを確認する。

②電流の向きや磁石の
極の位置を変え、
コイルにはたらく力の
向きを確認する。

③電流の強さや磁石の強さを変え、コイルの動き方の変化
を見る。

コイル

電源装置

－ ＋

電熱線

電流計 電圧計

〈モーターのしくみ②〉

[結果]

①コイルに電流が流れると、磁界から力を受ける。

電
流
の
向
き

磁界の向き
力の向き

磁界

磁界
電流

電流

力

力

左手

〈モーターのしくみ③〉

②電流の向きや、磁界の向きを逆にするとコイルの動く向きは
①と逆になった。

③電流や磁界の強さを強くすると、コイルは大きく動いた。

→電流や磁界の向きを逆にすると、力の向きは逆になる。

→電流や磁界を強くすると、力は大きくなる。

モーター・・・電流が磁界から受ける
力を利用して、連続的に回転する
ように工夫した装置。

整流子

ブラシ
磁界の向き電流の向き

力の向き

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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基本問題

コイル

電源装置

－ ＋

電熱線

電流計 電圧計

１．電流が磁界から受ける力を利用して、連続的に回転する

ように工夫した装置を何というか。

２．図のような装置を使って、

電流が磁界から受ける

力を調べた。このとき、

コイルは矢印の方向に

動いた。

電流の向きを逆にする

と、コイルの動く向きはどうなるか。

また、磁石の極の位置を逆にすると、

コイルの動く向きはどうなるか。
電流 磁石

応用問題

アルミニウムの棒

Ｕ字型
磁石ｂ

ａ

電源装置

ニクロム線

図のような装置を使って、電流が磁界から受ける力を調べた。

次の問いに答えよ。

１．電流を流すと、アルミニウム

の棒はａ・ｂどちらに動くか。

２．磁石の極を入れ替えて

同様の実験をすると、

アルミニウムの棒は

ａ・ｂどちらに動くか。

３．流す電流を強くすると、

アルミニウムの棒の動く向きと

動く大きさはどうなるか。

イークルース 中学２年理科講座
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第１分野 ２ – １３ 発電機のしくみ，電流の種類

〈発電機のしくみ①〉

[実験]

①図のように、装置を用意する。

②コイルや磁石をどのように
動かすと、電流がどう流れるか
調べる。

－ ＋

検流計

〈発電機のしくみ②〉

[結果]

①磁石をコイルに出し入れすると電流が流れた。

②コイルを磁石に近づけたり遠ざけたりすると電流が流れた。

Ｎ極を近づける Ｎ極を遠ざける Ｓ極を近づける Ｓ極を遠ざける

電流の
向き

Ｎ極

Ｓ極

Ｓ極

Ｎ極 Ｎ極

Ｓ極 Ｎ極

Ｓ極

〈発電機のしくみ③〉

電磁誘導・・・コイルの中の磁界が変化すると、その変化に
応じた電圧が生じてコイルに電流が流れる現象。

誘導電流・・・電磁誘導のときに流れる電流。

①磁石を速く動かす。
（コイルの中の磁界を速く変化させる。）

②磁石の磁力を強くする。

③コイルの巻数を多くする。

誘導電流を強くする方法

〔第１分野〕 第２章 電流とその利用
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〈電流の種類〉

直流・・・向きが変わらない電流。

交流・・・向きと強さが周期的に変わる電流。

周波数・・・交流で、電流の変化が１秒間にくり返す回数。

単位はヘルツ（記号：Ｈｚ）。
交流

電
流

直流

電
流

＋

＋

－

－

０

０

－

－
＋

＋

屋内配線用
ケーブル

抵抗器

直流
または
交流

直流

交流

基本問題

１．コイルの中の磁界が変化すると、その変化に応じた電圧が

生じてコイルに電流が流れる現象を何というか。

２．１の現象のときに流れる電流を何というか。

３．２の電流を強くする方法として３つある。

ア～ウにあてはまることばを答えよ。

①磁石を（ ア ）動かす。

②磁石の磁力を（ イ ）する。

③コイルの巻数を（ ウ ）する。

４．向きが変わらない電流を何というか。

５．向きと強さが周期的に変わる電流を何というか。

ア

イ

ウ

応用問題

検流計

－ ＋

コイル

図のようにＮ極を近づけると、→の向きに誘導電流が流れ、

検流計の針は－側に振れた。

次の問いに答えよ。

１．Ｎ極を遠ざけると、検流計

の針は＋側、－側の

どちらに振れるか、または

どちらにも振れないか。

２．Ｎ極をコイルの中に入れた

まま静止すると、検流計の針は＋側、－側の

どちらに振れるか、またはどちらにも振れないか。

３．使用する棒磁石やコイルは変えないで、誘導電流の

強さを強くするにはどうすればよいか。

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – １ 生物と細胞

細胞の観察
【試料の準備】

• 染色液･･･酢酸オルセイン溶液などの、核を染める溶液。
↓

赤紫色になる

細胞のつくり

• 核・細胞質・細胞膜は、植物と動物の細胞に共通するつくり。

生物の体のつくり
【生物の体のつくり】

• 単細胞生物･･･体が１個の細胞からできている生物。

例：ゾウリムシ，ミカヅキモ，ミドリムシ など

• 多細胞生物･･･体が多数の細胞からできている生物。

例：ミジンコ，オオカナダモ，カエル など

【多細胞生物の体】

• 組織･･･同じ形やはたらきをする細胞が集まったもの。

例：筋組織，表皮組織 など

• 器官･･･いろいろな組織が集まったもの。

例：心臓，根，茎，葉 など

• 個体･･･器官が集まってできる、独立した１つの生物。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①核の色を染める溶液を何というか。

②①の１つである酢酸オルセイン溶液を用いる
と、核は何色になるか。

③細胞のつくりのうち、核のまわりを満たしてい
る物質を何というか。

④細胞のつくりのうち、光合成を行う部分を何と
いうか。

⑤体が多数の細胞からできている生物を何と
いうか。

⑥⑤の体において、同じ形やはたらきをする細
胞が集まったものを何というか。

染色液

赤紫色

細胞質

葉緑体

多細胞生物

組織

応用問題
右図は、植物の細胞のつくりを模

式的に表したものである。

1. 図のア～エのつくりの名称を答
えなさい。

2. 図のア～エのうち、動物の細胞
には見られないつくりはどれか。

3. 次の文のうち、液胞を説明したものはどれか。

ア．古い細胞のものほど大きくなる。
イ．日光が当たると、光合成を行う。
ウ．酢酸カーミン溶液によって赤色に染まる。

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ２ 唾液のはたらき

唾液のはたらき
【唾液のはたらきを調べる実験】

① デンプン溶液を２つの試験

管Ａ・Ｂに分け、Ａにはうす

めた唾液、Ｂには水を加え

る。その後約４０℃の湯に

５分間つける。

② Ａ・Ｂの溶液の半分を別の

試験管Ｃ・Ｄに分け、Ａ・Ｂにはヨウ素液を加えて反応を確か

める。Ｃ・Ｄにはベネジクト溶液を加えて試験管ごと加熱し、

反応を確かめる。

ベネジクト溶液・・・もとは青色の溶液で、糖が含まれる
液体に加えて加熱すると、赤褐色や黄色を示す。

唾液のはたらき

【結果】

Ａ．変化なし。 Ｃ．赤褐色を示した。

Ｂ．青紫色に変化。 Ｄ．変化なし。

唾液のはたらき
【まとめ】

• 唾液のはたらきによって、デンプンは糖に分解された。

• 唾液は体温付近（４０℃ぐらい）で最もよくはたらき、温度が

低いとはたらきが弱くなる。また、温度が高すぎるとまったく

はたらかなくなる。

【食物の消化】

• 唾液のように、食物を細かく分解するはたらきを消化という。

• 食物に含まれるおもな栄養分には、炭水化物（デンプン） ・

タンパク質 ・脂肪がある。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①ヨウ素液は、何があることを調べられるか。
また、そのとき何色に変化するか。

②ベネジクト溶液は、何があることを調べられ
るか。また、反応によって何色を示すか。

③②の反応を調べるとき、薬品を加えた後に必
要な操作は何か。

④唾液のように、食物を細かくして吸収しやすく
するはたらきを何というか。

⑤④のはたらきは、どのような温度のときに最
もさかんに行われるか。

⑥唾液は８０℃になっても④を行えるか。

デンプン
青紫色

糖
赤褐色(黄色)

加熱

消化

体温(４０℃)
ぐらいのとき

行えない

応用問題
右図のように４本の試験管を

用意し、それぞれのビーカーに
５分程度つけておいた。その後
４本の試験管の溶液とヨウ素
液・ベネジクト溶液が反応する
かどうかを調べた。

1. ベネジクト溶液を加えた後、
必要な操作は何か。また、反応した溶液は試験管Ａ～Ｄの
どれか。

2. この実験から、唾液にはどのようなはたらきがあると考えら
れるか。

3. 試験管Ａ～Ｄの結果より、2.のはたらきに必要な条件を簡単
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２年理科講座
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第２分野 １ – ３ 消化の道すじ，栄養分の吸収

消化の道すじ
【消化液】

• 食物は、口→食道→胃→小腸→大腸→肛門という１本の管を

通りながら消化される。この管を消化管という。

• 消化のはたらきをする液を消化液という。消化液には決まっ

た物質だけにはたらく消化酵素が含まれている。

 唾液･･･唾液腺から分泌される。アミラーゼという消化

酵素を含み、デンプンを分解する。

 胃液･･･胃から分泌される。ペプシンという消化酵素を

含み、タンパク質を分解する。

 胆汁･･･肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられる、消化

酵素を含まない消化液。小腸から分泌されて、

脂肪の分解を助ける。

消化の道すじ
 すい液･･･すい臓でつくられて、小腸から分泌される。

いくつかの消化酵素を含み、デンプン・タンパク

質・脂肪を分解する。

 小腸の消化酵素･･･小腸の壁から出されるいくつかの

消化酵素は、デンプン・タンパク質を分解する。

【栄養分の分解】

• 消化によって、栄養分は細かく分解され、吸収しやすくなる。

 炭水化物（デンプン）→ ブドウ糖

 タンパク質→ アミノ酸

 脂肪→ 脂肪酸とモノグリセリド

栄養分の吸収
• 栄養分の吸収は小腸で行われる。

• 小腸の壁にはたくさんのひだがついている。その部分を

拡大すると、さらに小さな柔毛というつくりがあり、栄養分は

そこから吸収される。

• 柔毛があると、小腸の内部の表面積が大きくなり、栄養分を

効率よく吸収することができる。

• 柔毛には２つの管が通っていて、

吸収される栄養分が異なる。

 毛細血管

→ ブドウ糖 ・アミノ酸

 リンパ管

→ 脂肪酸・モノグリセリド

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①口→食道→小腸→大腸→肛門とつながる、
１本の管を何というか。

②消化液に含まれる、決まった物質にはたらく
ものを何というか。

③唾液に含まれる②は何か。

④脂肪の消化を助ける消化液は何か。また、
その消化液はどこでつくられるか。

⑤小腸の壁にある、栄養分の吸収を行う小さな
突起状のつくりを何というか。

⑥⑤の中にある２本の管の名称を答えなさい。

消化管

消化酵素

アミラーゼ

胆汁
肝臓

柔毛

毛細血管
リンパ管

応用問題
右図は消化に関係する器官を模式的

に表したものである。

1. 図のア～オのうち、食物が通る道す
じにある器官をすべて選びなさい。

2. 図のア～オのうち、栄養分が吸収さ
れる器官はどれか。また、その名称
を答えなさい。

3. 図のア～オのうち、胆汁をつくっている器官はどれか。また、
胆汁は消化においてどのようなはたらきを行っているか。
簡単に答えなさい。

4. 図のア～オのうち、最も多くの栄養分を分解する消化液を分
泌するのはどれか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ４ 呼吸，血液の成分

呼吸
• 食物から吸収した栄養分は、体の細胞で酸素によって水と

二酸化炭素に分解される。そのときにエネルギーを取り出し、

生命活動に利用している。このはたらきを細胞呼吸という。

• 細胞呼吸で必要な酸素や不要となった二酸化炭素は、血液

によって運ばれ、肺で交換を行っている。

血液の成分
• 赤血球･･･中央がくぼんだ円盤状をしている。赤色の色素で

あるヘモグロビンを含み、酸素を運ぶ。

• 白血球･･･いろいろな形のものがあり、ウィルスや細菌などを

分解する。

• 血小板･･･小さくて不規則な形をしており、出血したとき血液

を固める。

• 血しょう･･･液体の成分で栄養

分や不要物などを溶かして運

んでいる。血管からしみ出して

組織液となり、細胞との物質

の交換のなかだちを行う。

酸素の多い所で酸素と結びつき、酸素の少ない所で酸素を離す

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①生物の細胞で、栄養分を酸素を使って分解
し、エネルギーを得るはたらきを何というか。

②①のはたらきで、栄養分を分解した後にでき
るものを２つ答えなさい。

③血液中の酸素や二酸化炭素は何という器官
で交換されるか。

④血液中の成分のうち、酸素を運ぶはたらきを
するものを何というか。

⑤④にふくまれる、赤色の色素を何というか。

⑥血液の成分である血しょうが血管からしみ出
すと何になるか。

細胞呼吸

水
二酸化炭素

肺

赤血球

ヘモグロビン

組織液

応用問題
右図は血液中の成分を模式的に表

したものである。

1. Ａ～Ｄのうち、細菌やウィルスを分
解するのはどれか。また、その名
称は何か。

2. Ａ～Ｄのうち、出血したときに血液
を固まらせるのはどれか。また、
その名称は何か。

3. Ａ～Ｄのうち、血管からしみだして細胞との物質交換のなか
だちを行うものはどれか。

4. Ａに含まれるヘモグロビンは、酸素に関してどのような性質
をもっているか。簡単に答えなさい。

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ５ 心臓と動脈・静脈，血液の循環と種類

心臓と動脈・静脈
【心臓のつくり】

• ヒトの心臓は、右心房（Ａ）・右心室（Ｂ）

・左心房（Ｃ）・左心室（Ｄ）の４つの部屋

に分かれている。

• 血液の逆流を防ぐ、弁がついている。

【動脈・静脈】

• 動脈･･･心臓から送り出される血液が

流れる血管。壁が厚く、弾力性

がある。

• 静脈･･･心臓に戻ってくる血液が流れる

血管。壁が薄く、血液の逆流を

防ぐ弁がついている。

血液の循環と種類
【血液の循環】

• 肺循環･･･心臓→肺動脈→肺

→肺静脈→心臓と流れる循環。

• 体循環･･･心臓→（大）動脈→
全身の細胞→（大）静脈→心臓

と流れる循環。

【動脈血と静脈血】

• 動脈血･･･酸素を多く含んだ

血液。あざやかな

赤色をしている。

• 静脈血･･･酸素が少ない血液。

暗い赤色をしている。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①ヒトの心臓は、左右の（ ）と（ ）の４つ
の部屋に分かれている。（ ）にあてはま
ることばは何か。（順不同）

②心臓から送り出される血液が流れる血管を
何というか。

③②の血管の壁は、厚いか薄いか。

④心臓から肺へと流れる血液が通る血管を何
というか。

⑤心臓から全身へと流れ、再び心臓に戻ってく
る血液の流れを何というか。

⑥酸素が少ない血液を何というか。

心房
心室

動脈

厚い

肺動脈

体循環

静脈血

応用問題
右図は血液の循環を模式的に表し

たものである。

1. Ａ～Ｄのうち、動脈をすべて選び
なさい。

2. Ａ～Ｄのうち、酸素を最も多く含む
血液が流れている血管はどれか。
また、その名称を答えなさい。

3. 心臓→Ｃ→体の細胞→Ｄ→心臓
と流れる道すじを何というか。

4. ＣとＤのうち、弁のついている血管はどちらか。また、弁のは
たらき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２年理科講座
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第２分野 １ – ６ 不要物の排出

不要物の排出
【体内の不要な物質】

• 細胞のはたらきによって、二酸化炭素やアンモニアなどの

不要な物質が体内にできる。

• 二酸化炭素は血液によって肺まで運ばれ、呼吸によって

排出される。

【肝臓のはたらき】

• 血液中のアンモニアを害の少ない

尿素に変える。

• 脂肪の消化を助ける胆汁をつくる。

• 小腸から吸収した栄養分を蓄える。

• 食物中の有害な物質を無害にする。

不要物の排出
【じん臓のはたらき】

• 血液中の尿素などの不要な物質や

余分な水などをこしとる。

• じん臓でこしとられたものは、輸尿管

を通ってぼうこうにためられ、尿とし

て体外へ排出される。

【各器官と血液の関係】

• 肺･･･肺を通る前の血液には二酸化炭素が多く、

通った後の血液には酸素が多く含まれている。

• 小腸･･･小腸を通った後の血液には栄養分が多く含まれる。

• じん臓･･･じん臓を通った後の血液には尿素が少ない。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①細胞のはたらきによってできる二酸化炭素は
どの器官から体外へ排出されるか。

②細胞のはたらきによってできるアンモニアを
害の少ない物質に変える器官は何か。

③②によって、アンモニアは何に変えられるか。

④血液中に含まれている③などの不要な物質
をこしとる器官を何というか。

⑤④でこしとられた不要な物質は一時的に何と
いう器官にためられるか。

⑥血液中にふくまれる栄養分が多くなるのは、
何という器官を通った後か。

肺

肝臓

尿素

じん臓

ぼうこう

小腸

応用問題
右図は、不要物の排出に関係する器官を

模式的に表したものである。

1. Ａの器官を何というか。

2. 次の文はＢとＣのはたらきについて説明
したものである。ＢとＣの名称は何か。
Ａでこしとられた血液中の不要な物質

はＢを通って一時的にＣにためられた後、
尿として体外に排出される。

3. 不要な物質の1つである尿素は、人体に
有害なある物質が変えられてできたもの
である。その有害な物質とは何か。また、
それを行った器官はどこか。 テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ７ 感覚器官のつくりとはたらき

感覚器官のつくりとはたらき
【感覚器官とは】

• 光や音などの刺激を受けとる器官を感覚器官という。

【目のつくり】

• 虹彩（ａ）･･･瞳の大きさを変え、目に入る

光の量を調節する。

• レンズ（ｂ）･･･網膜上に像ができるように、

厚みを変えて光を屈折させる。

• 網膜（ｃ）･･･光の刺激を受けとる細胞が

並んでいる。

• 視神経（ｄ）･･･網膜で受けとった刺激の

情報を脳に伝える。

感覚器官のつくりとはたらき
【耳のつくり】

• 鼓膜（ア）･･･音による空気の振動

によって振動する。

• 耳小骨（イ）･･･鼓膜の振動を拡大

して、うずまき管に伝える。

• うずまき管（ウ）･･･内部の液体が

振動して、その振動を音の刺激と

して受けとる。

• 聴神経（エ）･･･受けとった刺激の情報を、脳に伝える。

【その他の感覚器官】

• 鼻の奥には臭いの刺激を受けとる細胞がある。

• 皮膚では、熱さ・冷たさ・痛さ・触覚などの刺激を受けとる。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①外界の光や音などの刺激を受けとる器官を
何というか。

②①のうち、味の刺激を受けとる器官はどこか。

③目のつくりのうち、厚みを変えて光を屈折させ
る部分は何か。

④目のつくりのうち、③で屈折させられた光が
像を結ぶ部分は何か。

⑤耳のつくりのうち、音による空気の振動をとら
えて振動する部分は何か。

⑥耳のつくりのうち、内部が液体で満たされて
いて、音の刺激を受けとる部分は何か。

感覚器官

舌

レンズ

網膜

鼓膜

うずまき管

応用問題
Ⅰ．右図は、目のつくりを表している。

1. Ａ～Ｃのつくりの名称を答えなさい。

2. Ｂのはたらきを簡単に答えなさい。

Ⅱ．右図は、耳のつくりを表している。次の文の（ ）にあて
はまることばを答えなさい。
鼓膜の振動を（ あ ）が拡大して、

（ い ）の内部の液体を振動させる。
その刺激の情報が（ う ）まで伝わる
ことで音を聞くことができる。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ８ 神経系のはたらき

神経系のはたらき
【神経系のつくり】

• 動物は感覚器官で受けとった刺

激を中枢神経で処理し、中枢神

経から筋肉に命令が伝わること

で行動している。

• 中枢神経とは、脳と脊髄のことを

いう。

• 感覚器官からの刺激の情報を伝

える神経を感覚神経、中枢神経

からの命令を伝える神経を運動

神経といい、それらをあわせて

末しょう神経という。

神経系のはたらき
【意識のある反応】

• 意識のある反応は、（刺激）→感覚

器官→脊髄→脳→脊髄→運動神経

→筋肉→（反応）という経路で起こる。

【反射】

• 生まれつき持っている、無意識に

起こる反応を反射という。

• 反射は、（刺激）→感覚神経→脊髄

→運動神経→筋肉→（反応）という

経路でおこり、短い時間で反応する

ことができる。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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基本問題

①情報を処理し、筋肉に命令を出す神経をまと
めて何というか。

②①にあてはまる神経を２つ答えなさい。

③感覚器官と①をつなぎ、刺激の情報を伝える
神経を何というか。

④筋肉と①をつなぎ、①からの命令を筋肉に伝
える神経を何というか。

⑤③と④の神経をまとめて、何というか。

⑥目の前にボールが飛んできたときのように、
無意識に起こる反応を何というか。また、
その反応で筋肉に命令を出すのはどこか。

中枢神経

脳，脊髄

感覚神経

運動神経

末しょう神経

反射
脊髄

応用問題
右図は、神経のつくりを模式的

に表したものである。

1. 意識的に反応する場合の信
号が伝わる経路を、ａ～ｅを
使って表しなさい。

2. 生まれつきもっていて、無意
識に起こる反応を何というか。
また、その反応で信号が伝わ
る経路をａ～ｅを使って表しな
さい。

3. 2.の反応はどのようなことに役立っているか。簡単に答えな
さい。

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 １ – ９ 脊椎動物の分類，無脊椎動物のなかま

脊椎動物の分類
【脊椎動物のなかま】

• 動物のうち、背骨のあるものを脊椎動物、背骨のないものを

無脊椎動物という。

• 脊椎動物には、魚類 ・両生類 ・は虫類 ・鳥類 ・ほ乳類

の５種類のなかまがいる。

【呼吸のしかた】

• えら呼吸･･･水中で生活するなかまの呼吸。

魚類・両生類の子

• 肺呼吸･･･陸上で生活するなかまの呼吸。

両生類の親・鳥類・ほ乳類

※両生類の親は、皮膚でも呼吸している。

脊椎動物の分類
【体温】

• 変温動物･･･周りの温度によって、体温が変化するなかま。

魚類・両生類・は虫類

• 恒温動物･･･周りの温度に関係なく体温が一定であるなかま。

鳥類・ほ乳類

【なかまのふやし方】

• 卵生･･･卵を産んでなかまをふやす。

 水中に殻のない卵を産む･･･魚類・両生類

 陸上に殻のある卵を産む･･･は虫類・鳥類

• 胎生･･･子を体内で成長させてから産んでなかまをふやす。

ほ乳類

無脊椎動物のなかま
【昆虫類】 バッタ・ハチ・トンボなどのなかま

• 体が、頭部・胸部・腹部の３つに分かれている。

• 頭部に目・口・触覚などがある。

• 胸部に３対のあしと、２対のはねがある（ないものもある）。

〔第２分野〕 第１章 動物の生活と生物の変化
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無脊椎動物のなかま
【甲殻類】 エビ・カニなど

• 体が、頭部・胸部・腹部か

頭胸部・腹部に分かれる。

• あしの数は昆虫類よりも

多い。

【節足動物】

昆虫類や甲殻類のように、体やあしが多くの

節に分かれているなかまを節足動物という。

• なかまのふやし方は卵生。

• 変温動物である。

• 体が外骨格でおおわれている。

基本問題

①動物のうち、背骨があるなかまをまとめて何
というか。

②動物のうち、背骨のないなかまをまとめて何
というか。

③水中で生活するなかまの呼吸方法は何か。

④周りの温度が変化しても、体温が変化しない
なかまを何というか。

⑤昆虫類のあしやはねは、体のどの部分につ
いているか。

⑥体やあしが多くの節に分かれているなかまを
まとめて何というか。

脊椎動物

無脊椎動物

えら呼吸

恒温動物

胸部

節足動物

応用問題
次の７種類の動物について、あとの問いに答えなさい。

イモリ ウサギ カツオ ニワトリ

イセエビ カメ カマキリ

1. 脊椎動物のなかまであるものをすべて選びなさい。

2. 周りの温度が変化しても体温が変化しないなかまをすべて
選びなさい。また、そのようななかまを何というか。

3. 体が外骨格でおおわれているなかまをすべて選びなさい。
また、それらをまとめて何動物というか。

4. オオサンショウウオはどの動物と同じなかまか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – １ 気象要素の観測

気象要素の観測
【気象要素】

大気の状態を表すさまざまな要素を気象

要素といい、それをもとに気象を予測する。

• 気温･･･乾湿計の乾球温度計の示度。

• 湿度･･･空気の湿り具合を表し、乾湿計と

湿度表から求める。

• 気圧･･･アネロイド気圧計や水銀気圧計で

測る。

• 風向･･･風がふいてくる方向。１６方位で

表す。

• 風力･･･風速を風力階級表にあてはめて、

０～１２の１３階級で表す。

気象要素の観測
【湿度表の使い方】

1. 乾球温度計（乾球）の示度を読み

取る。右図では１２.０℃。

（現在の気温も１２.０℃。）

2. 湿球温度計（湿球）の示度を読み

取る。右図では１０.０℃。

3. 乾球と湿球の示度の差を求める。

１２.０（℃）ー１０.０（℃）＝２.０（℃）

4. 湿度表を使って、「乾球の示度」と

「乾球と湿球の示度の差」が交差す

る値を読み取る。右図では７６％。

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化
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基本問題

①大気の状態を表す要素を何というか。

②空気の湿り具合を表す①を何というか。

③風がふいてくる方向を表す①を何というか。

④北東から南西に向けて風がふいているとき、
③はどの方向になるか。

⑤風の強さを０～１２の１３階級で表す①を何と
いうか。

⑥乾球温度計と湿球温度計をあわせた計器を
何というか。

⑦⑥の２つの温度計のうち、気温を表している
のはどちらか。

気象要素

湿度

風向

北東

風力

乾湿計

乾球温度計

応用問題
Ⅰ．右図について、あとの

問いに答えなさい。

1. 乾湿計の２つの温度
計のうち、示度が気温
よりも低くなることがあ
るのはどちらか。また、
そのようになる理由を
簡単に答えなさい。

2. 湿球の値が１１.５℃で湿度が７１％のとき、気温は何℃か。

テストに出る

応用問題

Ⅱ．右図の計器について、あとの問いに
答えなさい。

1. 図１の計器の名称は何か。また、海面
の高さでの平均値はおよそいくらになる
か。単位をつけて答えなさい。

2. 図２は、東西南北を記した紙
の中央に火の着いた線香を
置き、けむりの動きをスケッチ
したものである。この図から、
風向を答えなさい。

テストに出る

図１

図２

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – ２ 空気中の水蒸気

空気中の水蒸気
【飽和水蒸気量】

• 空気１ｍ３中にふくむことができる水蒸気の量には限度が

あり、飽和水蒸気量 （単位：ｇ/ｍ３）という。

• 飽和水蒸気量は気温によって変化し、気温が高いほど飽和

水蒸気量も大きくなる。

• 空気中にふくまれる水蒸気が水滴に変わりはじめる温度を

露点という。

• 飽和水蒸気量に対する、空気１ｍ３中にふくまれる水蒸気の

割合を湿度という。

湿度（％）＝
空気１ｍ３中にふくまれる水蒸気量（ｇ/ｍ３）

その気温での飽和水蒸気量（ｇ/ｍ３）
×100

空気中の水蒸気
• １ｍ３中に水蒸気を１７.３ｇふくむ空気を、気温３０℃から冷や

したときのようす。

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化
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基本問題

①空気中の水蒸気が水滴に変わりはじめると
きの温度を何というか。

②湿度を求める公式の（ ）にあてはまる
語句を答えなさい。
空気１ｍ３中にふくまれる（ア）（ｇ/ｍ３）

その気温での（イ）（ｇ/ｍ３）
×100

③気温が高くなると飽和水蒸気量はどうなるか。

④ある空気１ｍ３を調べると、気温が１４℃でふ
くまれる水蒸気は９.６ｇであった。この空気の

湿度は何％か。ただし、気温１４℃での飽和
水蒸気量は１２ｇ/ｍ３とする。

露点

ア：水蒸気量

イ：飽和水蒸
気量

大きくなる

８０％

応用問題
右のグラフは、異なる地点ＡとＢ

での空気のようすを示している。

1. 地点Ｂの湿度は何％か。

2. 地点Ａの湿度は、地点Ｂと比べ
てどうであるか。

3. 地点ＡとＢのうち、露点が低い
のはどちらか。また、その露点
は何℃か。

4. 地点Ｂの空気１ｍ３を０℃まで冷やしたとき、水滴は何ｇでき
るか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – ３ 霧・雲のでき方，水の循環

雲のでき方

雨や雪・霧のでき方

【雨や雪】
• 雲をつくる水滴や氷の粒はとても小さいので、上昇気流に
よって支えられている。

• 水滴や氷の粒が集まって大きくなり、上昇気流で支えきれな
くなって落ちてくると雨や雪となる。これらをまとめて降水
という。

• 降水をもたらすおもな雲には、乱層雲と積乱雲がある。

【霧のでき方】

• 水蒸気を多くふくむ地表付近の空気が冷やされると、水蒸気
が水滴となり霧が発生する。

• 霧は深夜から早朝にかけて発生しやすく、太陽が出て気温
が上がってくると消える。

水の循環

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化
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基本問題

①空気が膨張すると、その空気の温度は高くな
るか低くなるか。

②雲をつくっていた水滴や氷の粒が落ちてきた
ものをまとめて何というか。

③②をもたらす原因となる雲の名称を２つ答え
なさい。

④水蒸気を多くふくむ空気が地表付近で冷やさ
れたときに発生するものを何というか。

⑤④は早朝と正午のどちらに発生しやすいか。

⑥地表を流れる水と地下を流れる水では、どち
らの方が多いか。

低くなる

降水

乱層雲
積乱雲

霧

早朝

地下を流れる
水

応用問題
右図のような装置をつくり、

注射器のピストンをすばやく

引いて変化を観察した。

1. ピストンを引いたとき、フラ
スコ内の温度はどうなった
か。

2. ピストンを引いたとき、フラ
スコ内のようすはどのようになったか。

3. 2.のようになった理由を簡単に答えなさい。

4. この実験は、空気が上昇したときと下降したときのどちらの
変化と同じか。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – ４ 気圧と大気の動き，海風と陸風

気圧と大気の動き

【高気圧・低気圧】
• 気圧が等しい地点を曲線で結んだ
ものを等圧線という。

• 等圧線によって分かる気圧の分布
を気圧配置という。

• まわりよりも気圧が高くなっている
ところを高気圧、気圧が低くなって
いるところを低気圧という。

【大気の動き】
• 地表から上空へ向かう大気の流れを上昇気流、
上空から地表へ向かう大気の流れを下降気流という。

• 大気は高気圧から低気圧に向かって移動し、風となる。
等圧線の間隔がせまいほど、風は強い。

気圧と大気の動き

海風と陸風

• 陸と海のあたたまり方のちがいにより、大気が移動する。
温度が高くなったほうに上昇気流が発生する。

• 海風･･･晴れた日の昼間に、海から陸の方に向かってふく風。
陸があたためられて、海よりも温度が高くなる。

• 陸風･･･晴れた日の夜間に、陸から海の方に向かってふく風。
陸が冷やされて、海の方が温度が高くなる。

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化

100



Memo

基本問題

①気圧が等しい地点を結んだ曲線を何というか。

②①が丸く閉じていて、まわりよりも気圧が高く
なっているところを何というか。

③①が丸く閉じていて、まわりよりも気圧が低く
なっているところを何というか。

④上空から地表へと向かう空気の流れを何と
いうか。

⑤晴れた日の昼間は、陸と海ではどちらの方が
よくあたためられるか。

⑥⑤によって、海から陸の方に向かってふく風
を何というか。

等圧線

高気圧

低気圧

下降気流

陸

海風

応用問題

高気圧・低気圧について、あとの問いに答えなさい。

1. 地面があたためられたときに発生する、地表から上空へと
向かう空気の流れを何というか。

2. 高気圧付近での大気の流れを
ア～ウ、エ～カからそれぞれ
１つずつ選びなさい。

3. 低気圧付近での大気の流れを
ア～ウ、エ～カからそれぞれ
１つずつ選びなさい。

4. 高気圧と低気圧のうち、雲ができやすく、天気が悪くなること
が多いのはどちらか。

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – ５ 気団と前線，前線の種類

気団と前線

• 気温や湿度などの性質が同じである大気のかたまりを気団
という。そのうち、冷たい気団を寒気団、あたたかい気団を
暖気団という。

• 気団どうしが衝突したとき、異なる性質の気団はすぐには
混じり合わず境界面ができる。これを前線面といい、前線面
と地面が交わる部分を前線という。

前線の種類

【通過後の天気の変化】
• 寒冷前線･･･風向が南よリから北よりに変わり、気温が

急に下がる。
• 温暖前線･･･風向が南よりに変わり、気温が上がる。

積乱雲 乱層雲

通過後の
短い時間

通過前の
長い時間

前線の種類

• 停滞前線･･･衝突する寒気団と暖気団の勢力がほぼ等しい
ときにできる前線で、ほとんど動かなくなる。
梅雨の頃は梅雨前線、初秋の頃は秋雨前線。

• 閉塞前線･･･温暖前線よりも寒冷前線の方が移動するのが
速く、寒冷前線が温暖前線に追いついてできる。

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化
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基本問題

①異なる気団どうしが接したときにできる境界
面を何というか。

②寒気団が暖気団を押し上げながら進む前線
を何というか。

③②が通過すると、気温はどうなるか。

④暖気団が寒気団の上をはい上がるように進
む前線を何というか。

⑤寒気団と暖気団の勢力がほぼ等しいまま接
するときにできる前線を何というか。

⑥②の前線が④の前線に追いついてできる前
線を何というか。

前線面

寒冷前線

急に下がる

温暖前線

停滞前線

閉塞前線

応用問題
右図は、ある地点での気温と

天気を記録したものである。

1. 右図より、観測中に通過した
前線は何か。また、通過した
時刻はいつ頃か。

2. 1.のように考えた理由を簡単に答えなさい。

3. この前線付近で発達しやすい雲は何か。また、どのような
天気をもたらすか。

4. 記録を終えた２４時以降、この地点の天気はどのように変化
していくと考えられるか。理由とともに答えなさい。

テストに出る

テストに出る

イークルース 中学２年理科講座
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第２分野 ２ – ６ 日本付近の気団，日本付近の天気

日本付近の気団

日本付近の天気

【冬の天気】
シベリア気団が発達し、西高東低の

気圧配置になりやすい。北西の季節風

が日本海を渡ってくるため、日本海側は
雪が多くなり、太平洋側は乾燥した晴れ
の日が多くなる。

【夏の天気】
小笠原気団が発達し、南高北低の

気圧配置になりやすい。南東の方から、

あたたかくて湿った季節風がふくので、
気温・湿度ともに高くなる。また、積乱雲
が発達すると夕立が発生する。

日本付近の天気

【春・秋の天気】
発達した揚子江気団から高気圧が

日本に移動してくることがあり、これを
移動性高気圧という。移動性高気圧と

低気圧が交互に日本に移動してくるの
で、天気は周期的に変化する。

【梅雨の天気】
湿った気団であるオホーツク海気団

と小笠原気団が衝突し、東西に停滞

前線（梅雨前線）ができる。前線付近で
は雨やくもりの日が続き、小笠原気団が
さらに発達すると、梅雨が明ける。初秋
にも同じように秋雨前線ができる。

〔第２分野〕 第２章 気象とその変化
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日本付近の天気

日本の上空ではつねに西よりの偏西風がふいているため、
日本の天気は西から東へと変化していく。

基本問題

①シベリア気団は（温暖・寒冷）、（乾燥・湿潤）
のどちらになるか。それぞれ選びなさい。

②夏に日本の南東に発達しやすい気団を何と
いうか。

③日本の冬にふく季節風の風向は何か。

④春や秋に、日本の西の方の気団からやってく
る高気圧を何というか。

⑤梅雨前線は、（ ）気団と（ ）気団が衝
突したときに発達する。（ ）は何か。

⑥日本の上空に一年中ふいている西よりの風
を何というか。

寒冷
乾燥

小笠原気団

北西

移動性
高気圧

オホーツク海
小笠原

偏西風

応用問題
右図は、ある季節における特徴的な

気圧配置を表したものである。

1. この図の時期はいつ頃と考えられる
か。次のア～エから選びなさい。
ア １月 イ ４月 ウ ７月 エ １０月

2. 図の高気圧付近で発達している気団
は何か。また、その気団の性質には
どのような特徴があるか。

3. この時期の日本の天気を季節風の向きとともに答えなさい。

4. この図の低気圧付近で気団が発達する時期はいつ頃か。
1.のア～エから選びなさい。

テストに出る
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