
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 ガスバーナーの使い方

〈火のつけ方〉

① ②、③ ④、⑤

①ガス調節ねじ、空気調節ねじが軽くしまっていることを確かめる。

②元栓を開ける。

③コックを開ける。

④マッチに火をつける。

⑤ガス調節ねじをゆるめて、ガスに火をつける。

〈炎の調節の仕方〉

１０ｃｍぐらいの大きさ

①ガス調節ねじで炎の大きさを調節する。

②ガス調節ねじを動かさないようにして、空気調節ねじで炎の
色を調節する。

①空気調節ねじをしめる。

②ガス調節ねじをしめる。

③コックを閉じる。

④元栓を閉じる。

〈火の消し方〉

※火のつけ方と逆の手順

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．次のア～ウのうち、適正な炎はどれか。

２．ねじA・Bをそれぞれ何というか。

A

B

ア

空気調節ねじ

ガス調節ねじ

応用問題

１．ねじA・Bをゆるめる向きは、X・Yの

どちらか。

２．ガスバーナーの使い方について、

ア～オを正しい順に並べよ。

ア）元栓を開ける イ）コックを開ける

ウ）ねじAをゆるめる エ）ねじBをゆるめ点火する

オ）ねじA・Bがしまっていることを確かめる

３．どのような炎になるように調節するか。

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ２ 物質の分類

〈有機物と無機物〉

[実験]

①砂糖、スチールウールを図の
ように炎の中に入れ、燃えるか
どうか調べる。

②火がついたら、燃焼さじを石
灰水の入った集気びんに入れ
る。

スチール
ウール 砂糖

石灰水
③火が消えたら取り出して、集気
びんにふたをしてよく振る。

[結果]

①砂糖は燃えて、石灰水が白くにごった。

燃焼さじ

よく振る

②スチールウールは燃えなくて、石灰水は変化しなかった。

物質の正体を調べる

〈有機物と無機物②〉

[まとめ]

スチールウール・・・

砂糖・・・

→二酸化炭素が発生した。

燃えて、石灰水が白くにごった。

→炭素がふくまれているため。

●炭素をふくむ物質を有機物という。

●有機物以外の物質を無機物という。

→二酸化炭素は発生しなかった。

石灰水は変化しなかった。

白くにごる

二酸化炭素が
発生した

変化なし

〈金属と非金属〉

金属の性質

① ② ③ ④

みがくと特有
の光沢が出る

電気を通す たたいて広げたり、
引き延ばしたりす
ることができる

熱を通す

●これら４つの性質をもつ物質を金属という。
●金属以外の物質を非金属という。

（金属光沢）
（電気伝導性） （熱伝導性）

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．炭素をふくむ物質を何というか。

２．みがくと特有の光沢が出る、電気を通すなどの

性質をもつ物質を何というか。

３．下図のような実験をしたところ、石灰水の色が

変化した。何色に変化したか。

燃焼さじ

ふた

砂糖 石灰水

応用問題

ガスバーナー

石灰水

図のように、石灰水を入れた集気びんの中で

デンプンを燃やした。火が消えたら取り出して、

ふたをして振った。以下の問いに答えよ。

１．ふたをして振った後、石灰水は白く

にごった。何という物質と反応したからか。

２．１の結果から、この物質には何がふくま

れていることがわかるか。

３．この実験と同じ結果になるものはどれか。ア～エから
すべて選べ。

ア）砂糖 イ）食塩 ウ）スチールウール エ）エタノール

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ３ 上皿てんびんの使い方

〈準備〉

①安定した水平な台の上に置く。

②指針が左右同じ程度に振れるように、調節ねじで調節する。

うで
指針 皿

調節ねじ

目盛り板

〈薬品のはかりとり方〉

①左の皿に、はかりとりたい質
量の分銅と薬包紙をのせる。
右の皿に、薬品をのせるため
に折り目を入れた薬包紙をの
せる。

はかりとりたい
質量の分銅

薬品

薬さじ

薬包紙
薬包紙

調節ねじ
（左ききの人は左右を逆にする）

②指針が左右に等しく振れるまで、
薬品を静かにのせていく。

①

②

〈物質の質量のはかり方〉

①左の皿に、質量をはかるもの
をのせる。
右の皿に、分銅をのせる。

（左ききの人は左右を逆にする）

②質量の大きい分銅から順にの
せていき、指針が左右に等しく振
れるまで、分銅を置いていく。

質量をはかる
もの

うで ピンセット

分銅皿

調節ねじ

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈電子てんびんの使い方〉

①安定した水平な台の上に置く。

②表示が0.0g(0.00g)になっていることを確認する。

③必要な量の薬品を少しずつのせていく。表示が落ち着く
のを確認して、表示の数字を読む。

応用問題

上皿てんびんについて、

以下の問いに答えよ。

１．図のように、ある物質

の質量をはかったところ

つりあった。この物質の

質量は何ｇか。

２．１で使用した分銅で、最初にのせた分銅はどれか。

３．上皿てんびんの指針がどのようになったとき、つりあったと

いうか。

質量を
はかるもの

20ｇ 5ｇ

100ｍｇ500ｍｇ

基本問題

１．てんびんを使うとき、どのような場所に置くか。

２．次の図の、①,②の名称を答えよ。

３．てんびんを使って、薬品をはかりとるとき、

薬品をのせる前に皿の上にのせるものは何か。

①

②
うで

① 皿

②

目盛り板

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ４ 密度

〈質量と体積をはかる〉

質量・・・ てんびんではかる物質そのものの量。

単位はグラム（ｇ）、ミリグラム（ｍｇ）など。

〈メスシリンダーを使った体積のはかりかた（液体）〉

①安定した水平な台の上
で使用する。

②目盛りは、液面のへこん
だ面を真横から水平に見
て読み取る。

このとき、最小目盛りの
まで目分量で読む。

１０
１

５６．５ｃｍ３

３３．０ｃｍ３

〈物質の体積のはかり方〉

〈メスシリンダーを使った体積のはかり方（物質）〉

①目盛りが増えた量が、物質の体積になるので、
物質を入れる前と入れた後の目盛りの差から求める。

３０．０ｃｍ３

３３．０－３０．０＝ ３．０ｃｍ３

金属

〈密度の求め方〉

密度・・・ 物質１ｃｍ３あたりの質量。

単位は、グラム毎立方センチメートル（ｇ/ｃｍ３）

物質の密度[ｇ/ｃｍ３]＝
物質の質量[ｇ]

物質の体積[ｃｍ３]

例題）ある物質の質量が４０．０ｇ、体積が５．０ｃｍ３であった。
この物質の密度はいくらか。

４０．０ｇ

５．０ｃｍ３ ＝ ８．０ｇ/ｃｍ３

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．ｇなどの単位で表される物質の量を何というか。

２．質量は何の器具を使ってはかるか。

３．物質１ｃｍ３あたりの質量を何というか。

４．メスシリンダーの目盛りを読むとき、

正しい位置はどれか。ア～ウから選べ。

ア

イ

ウ

物質

応用問題

図１

図２

物質

１．図１のメスシリンダーの目盛りを読め。

２．図１のメスシリンダーに物質をいれた

ところ、図２のようになった。この物質

の体積はいくらか。

３．２で入れた物質は２５５．３６ｇであった。

この物質の密度はいくらか。

４．メスシリンダーの目盛りは、目の

位置をどのようにして読むか答えよ。

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ５ 気体の集め方

〈水上置換法〉

水にとけにくい気体を集める。

例）酸素、二酸化炭素

気体

水

〈上方置換法、下方置換法〉

上方置換法・・・ 水にとけやすく、密度が空気より小さい
（空気より軽い）気体を集める。

下方置換法・・・

上方置換法

気体 気体

下方置換法

水にとけやすく、密度が空気より大きい
（空気より重い）気体を集める。

例）アンモニア

例）二酸化炭素

〈まとめ〉

水上置換法

発生した気体

水にとけにくい 空気より重い 空気より軽い

水にとけやすい

下方置換法 上方置換法

気体

水

気体

気体

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．水にとけにくい気体を集める方法を何というか。

２．水にとけやすく、空気より軽い気体を集める

方法を何というか。

３．水にとけやすく、空気より重い気体を集める

方法を何というか。

４．アンモニアはどの方法で集めるか。以下から選べ。

気体

水 気体 空気

気体
空気

ア イ ウ

応用問題

次のア～ウは気体の集め方の図である。次の問いに答えよ。

１．ア～ウの気体の集め

方をそれぞれ何とい

うか。

２．水にとけやすく、空気

より重い気体を集める

にはどの方法がよいか。

ア～ウから選べ。

３．酸素はアの方法で集める。その理由を答えよ。

気体
気体

気体

ア イ ウ

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ６ 酸素・二酸化炭素・窒素

〈酸素①〉

①二酸化マンガンにうすい過酸化水素水（オキシドール）
を加える。

[酸素の発生方法]

うすい
過酸化水素水

二酸化マンガン

酸素

水

〈酸素②〉

①酸素を集めた試験管に、
火のついた線香を入れる。

[酸素の発生確認] 火のついた線香

炎を上げて燃える

酸素

[結果]

①線香が激しく燃えた。
→ものを燃やすはたらきがある。

②色やにおいはない。

③水にとけにくいので、水上置換法で集めることができた。

〈二酸化炭素①〉

[二酸化炭素の発生方法]

①石灰石にうすい塩酸を加える。

うすい塩酸

石灰石

二酸化炭素

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈二酸化炭素②〉

[二酸化炭素の発生確認]

[結果]

①気体を集めた試験管に、石灰水
を入れ、ゴム栓をしてよく振る。

①石灰水が白くにごった。

②色やにおいはない。

③空気より重いので、下方置換法で集めることができた。

よく振る

石灰水

二酸化炭素

白くにごる

〈二酸化炭素③〉

[二酸化炭素の性質]

①水に少しとける。

→少しとけるだけなので、
水上置換法でも集めること
ができる。

二酸化
炭素

水

よく振る

二酸化炭素が
水にとける

ペットボトル
がつぶれる

→水溶液は酸性。

②燃えない。 二酸化炭素

〈窒素〉

①空気中に体積で約７８％
ふくまれている。

[窒素の性質]

③水にとけにくい。

②色やにおいはない。
酸素

約２１％

窒素
約７８％

その他の気体 約１％

④燃えない。

イークルース　中学１年理科講座
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基本問題

１．二酸化マンガンにうすい過酸化水素水を加え

ることで発生する気体は何か。

２．１で発生した気体には、ものを燃やす性質は

あるか。

３．１で発生した気体は、何という気体の集め方

で集めるか。

４．石灰石にうすい塩酸を加えることで発生する

気体は何か。

５．４で発生した気体は、何という気体の集め方

で集めるか。

応用問題

図のような装置を用いて二酸化炭素を発生させた。次の問いに
答えよ。

１．固体Aは何か。

２．図のような気体の集め方を

何というか。

３．二酸化炭素は水に少しとけるが、

その水溶液は何性を示すか。

４．二酸化炭素が発生したことを確か

めるために、この気体を石灰水にとおした。

石灰水はどうなるか答えよ。

うすい塩酸

固体A

二酸化
炭素

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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第１分野 １ – ７ アンモニア・水素

〈アンモニア①〉

[アンモニアの発生方法]

①塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。

アンモニア

塩化アンモニウムと
水酸化カルシウム

〈アンモニア②〉

[アンモニアの発生確認]

[結果]

塩化アンモニウムと

水酸化カルシウムの
混合物

かわいた
試験管

水でぬらした
リトマス紙

①水でぬらした赤色リトマス紙
を試験管の口に近づける。

①赤色リトマス紙は、青色に変化する。

→水溶液はアルカリ性

②空気より軽いので、上方置換法で集めることができた。

③特有の刺激臭がある。

〈アンモニア③〉

[アンモニアの性質]

①水に非常にとけやすい。 アンモニア

フェノールフタレイン
溶液を加えた水

スポイトで
水を入れる

アンモニアは水に

よくとけ、アルカリ性
を示す

赤色の噴水

※フェノールフタレイン溶液

→アルカリ性で赤色を示す。
（酸性や中性では、無色）

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈水素①〉

[水素の発生方法]

①亜鉛などの金属にうすい塩酸を加える。

うすい塩酸

亜鉛

水

水素

〈水素②〉

[水素の発生確認]

①水素を集めた試験管の口に
マッチの火を近づける。

[結果]

①燃えて、水ができた。

②色やにおいはない。

③水にとけにくいので、水上置換法で集めることができた。

④水素は非常に軽く、物質の中で密度が一番小さい。

イークルース　中学１年理科講座
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基本問題

１．塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合

物を加熱することで発生する気体は何か。

２．１で発生した気体を水にとかした水溶液は何

性を示すか。

３．１で発生した気体は、何という気体の集め方

で集めるか。

４．亜鉛にうすい塩酸を加えることで発生する気

体は何か。

５．４で発生した気体は、何という気体の集め方

で集めるか。

応用問題

水を入れた
スポイト

フェノールフタレイン溶液
を加えた水

アンモニアアンモニアを発生させ、かわいた丸

底フラスコに集め、図の装置を組み

立てた。次の問いに答えよ。

１．アンモニアは、水酸化カルシウム

と何の混合物を加熱して発生する

か。

２．スポイトの水をフラスコの中に入

れると、ビーカーの中の水が吸い

込まれて、噴水のようになった。

この噴水は何色か。

３．噴水はアンモニアのどのような性質のためできたか。

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質

22



Memo 

イークルース　中学１年理科講座

23



Memo

第１分野 １ – ８ 水溶液の性質

〈物質のとけるようす〉

ラップ
フィルム

砂糖

（コーヒー
シュガー）

入れた直後 ５分後 ３日後 ５日後

５日後のようす・・・

→放置しても下のほうが濃くなったり、とけた砂糖が固体
になってでてくることはない。

砂糖は水にとけた。

〈水溶液①〉

溶質・・・液体にとけている物質。

溶媒・・・ 溶質をとかしている液体。

溶液・・・ 溶質が溶媒にとけた液。

水溶液・・・溶媒が水の溶液。

溶媒
（水）

溶質
（砂糖）

溶液
（砂糖の水溶液）

[水溶液の性質]

①透明。
（色のついたものもある。）

②濃さはどの部分も同じ。

〈水溶液②〉

①きわめて小さな粒
（粒子）がばらばら
になって、水の中に
広がっていく。
粒子１つ１つは目
に見えないので、
液は透明になる。

[水溶液の特徴]
粒子

粒子が水の中
に広がっていく

粒子が水の中に
均一に広がる

溶質

②水溶液をつくったとき、
全体の質量は変化し
ない。

溶媒＋ ＝ 水溶液

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．次の図で、物質が水にとけて水溶液になった

状態はどれか。

２．１の状態のとき、水溶液の水面近くの部分と

底に近い部分とでは、水溶液の濃さはどうな

っているか。

３．溶質をとかしている液体を何というか。

ア イ ウ エ

応用問題

水

図のように、水に塩化ナトリウム

を加えてよくかき混ぜ、塩化ナト

リウム水溶液をつくった。次の問

いに答えよ。

１．この水溶液の溶質と溶媒は何か。

２．水溶液のようすで正しいものはどれか。

ア～エから選べ。

ア）全体が白い イ）水面近くは白く、底のほうは透明

ウ）水面近くは透明、底のほうは白い エ）全体が透明

３．水の質量は１５０ｇ、塩化ナトリウムの質量は２０ｇであった。

この塩化ナトリウム水溶液の質量は何ｇか。

塩化ナトリウム

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – ９ 濃度

〈溶液の濃さ①〉

どちらの水溶液が濃いかを考える。

A

B

砂糖１０ｇ

砂糖２０ｇ

水９０ｇ 砂糖水
１００ｇ

水８０ｇ 砂糖水
１００ｇ

砂糖水１００ｇに
とけている砂糖
の質量は、Bの
ほうが大きい。

Bのほうが濃い。

〈溶液の濃さ②〉

質量パーセント濃度・・・溶液の質量に対する溶質の質量の割合。

質量パーセント濃度[％]＝
溶液の質量[ｇ]

溶質の質量[ｇ]
×１００

＝
溶媒の質量[ｇ]＋溶質の質量[ｇ]

溶質の質量[ｇ]
×１００

〈溶液の濃さ③〉

例題）水１００ｇに塩化ナトリウム２５ｇをとかして、塩化ナトリウム
水溶液をつくった。
この塩化ナトリウム水溶液の質量パーセント濃度は何％か。

解答） 溶質の質量・・・

溶液の質量・・・

２５ｇ

１００＋２５ｇ＝１２５ｇ

質量パーセント濃度[％]＝
溶液の質量[ｇ]

溶質の質量[ｇ]
×１００

＝
２５ｇ

１２５ｇ
×１００

＝ ２０％

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．下の式は質量パーセント濃度を求める公式である。

①・②にあてはまることば、③にあてはまる数字を答えよ。

２．水８５ｇに塩化ナトリウム１５ｇをとかして、

塩化ナトリウム水溶液をつくった。この水溶液の

質量パーセント濃度は何％か。

質量パーセント濃度[％]＝
（②）の質量[ｇ]

（①）の質量[ｇ]
×③

① ② ③

応用問題

１．１８％の砂糖水には、砂糖水１００ｇ中に砂糖が何ｇとけてい

るか。

２．次のA～Dの食塩水のうち、もっとも濃度が濃いものはどれ

か。

A B C D
食塩３０ｇ

水９０ｇ

食塩６ｇ

水５４ｇ

食塩７ｇ

水１３３ｇ

食塩１０ｇ

水４０ｇ

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – １０ 溶解度

〈飽和水溶液①〉

飽和・・・ ある溶質が限界までとけている状態。

飽和水溶液・・・ 飽和している水溶液。

→一定量の水にとける物質の量は、物質の種類によってちがう。

ミョウバン
１５ｇ

とけ残った 全部とけた

３０℃の水
５０ｇ

３０℃の水
５０ｇ 塩化ナトリウム

１５ｇ

〈飽和水溶液②〉

とけきれなかった
塩化ナトリウム

とけきれなかった
ミョウバン

一定量の水にとける物質の量は、温度によってもちがう。

６０℃に
あたためる

温度計塩化
ナトリウム ミョウバン

とけ残った
全部とけた

●一定量の水にとける物質の質量は、物質の種類と温度
によって決まる。

[まとめ]

〈溶解度〉

溶解度・・・ 水１００ｇに物質をとかして飽和水溶液にしたとき、
とけた溶質の質量[ｇ]の値。

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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基本問題

１．ある溶質が限界までとけている状態を何とい

うか。

２．水１００ｇに物質を限界までとかしたとき、

とけた溶質の質量[ｇ]の値を何というか。

３．６０℃の水１００ｇに、

食塩とミョウバンでは、

どちらが多くとけるか。

応用問題

溶解度と温度の関係のグラフ

について、次の問いに答えよ。

１．物質を限界までとかした水

溶液を何というか。

２．４０℃の水１００ｇにもっとも

多くとける物質はＡ～Ｄのど

れか。

３．１００ｇの水にとける質量が、

温度によってほとんど変化しないのはＡ～Ｄのどれか。

４．２０℃の水１００ｇに、物質Ｂを６０ｇ加えた。

物質Ｂはすべてとけるか、とけ残るか。

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 １ – １１ ろ過のしかた・再結晶

〈ろ過①〉

ろ過・・・ろ紙などを使って固体と液体を分けること。

水でぬらし、
ろうとに密着
させる

[ろ紙の折り方]
円すい形に開く

[ろ過のしくみ]

ろ紙の穴

ろ紙

大きい粒

小さい粒

穴より大きい粒は、
通り抜けられない

ろ紙の上に残る

〈ろ過②〉

ガラス棒[ろ過のしかた]

液はガラス棒を
伝わらせて入れる

切り口の長いほうを
ビーカーの壁につける

ろ紙

ろ液

ガラス棒の先は、

ろ紙が重なっていると
ころにあてる

〈再結晶①〉

①試験管の水に、塩化ナトリウム、硝酸カリウムをそれぞれ
入れて、加熱してとかす。

②試験管を冷やし、とけていた物質が出てきたら、ろ過して
観察する。

水溶液からとけている物質を取り出す[実験]

③物質が出てこない場合は、水溶液を蒸発皿にとり、水を
蒸発させ観察する。

① ② ③塩化
ナトリウム

硝酸
カリウム

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈再結晶②〉

結晶・・・ 純粋な物質で規則正しい形をした固体。

再結晶・・・ 物質を一度溶媒にとかし、ふたたび結晶として取
り出す操作。

[結果]

①硝酸カリウムは、水溶液を冷やすことによって取り出せた。

②塩化ナトリウムは、水を蒸発させることで取り出せた。

硝酸カリウム 塩化ナトリウム

〈再結晶③〉

①硝酸カリウムの溶解度は、
温度によって大きくちがう。

→冷やすことで、とけきれなく
なった硝酸カリウムが出てくる。

②塩化ナトリウムの溶解度は、
温度によってあまり変化しない。

→水溶液を冷やすより、水を
蒸発させる方法のほうが
適している。

イークルース　中学１年理科講座
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基本問題

１．ろ紙などを使って固体と液体を分けることを

何というか。

２．物質を一度溶媒にとかし、ふたたび結晶とし

て取り出す操作を何というか。

３．ろ過の仕方で正しいものをａ・ｂから１つ、

ｃ・ｄから１つ選べ。

応用問題

溶解度と温度の関係のグラフに

ついて、次の問いに答えよ。

１．６０℃の水１００ｇに、物質Ｘ～Ｚ

をそれぞれ限界までとかして

飽和水溶液をつくった。

この水溶液の温度を１０℃まで

下げたとき、もっとも多くの結晶

が出てきたのはどれか。

２．水溶液の温度を下げることによって

とけている物質を取り出すことに適し

ている物質と、適していない物質はどれか。それぞれ選べ。

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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第１分野 １ – １２ 状態変化

〈物質のすがた〉

身のまわりにある物質は、固体、液体、気体の３つの状態がある。

木 鉄 食塩

固体

水 エタノール

液体

空気 酸素

気体

〈状態変化①〉

状態変化・・・物質が温度によって、固体、液体、気体と
状態を変えること。

[実験] エタノールの状態の変化

ポリエチレン
の袋

熱湯

エタノール

袋がふくらむ

エタノールはあたためられて、液体から気体へと状態を変えた。

[結果]

〈状態変化②〉

状態変化では、温度を変えると状態はくり返し変わるが、
ほかの物質に変わっているわけではない。

ドライアイス（固体
の二酸化炭素）
などのように、

固体から直接気体
になったり、

気体から直接固体
になる物質もある。

気体

加熱 加熱

加熱

冷却冷却

冷却

固体 液体

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈状態変化③〉

状態変化するとき、物質の体積や質量はどうなるのか。

体積

質量

ろう 液体 固体

体積が減少

体積が増加

液体 固体

体積は変化する。

質量は変化しない。

〈状態変化④〉

液体→気体の変化・・・ 体積が大きくなる。

液体→固体の変化・・・ 体積が小さくなる。

固体 液体 気体

加熱

加熱 加熱

冷却

冷却 冷却

粒子はすきまなく

規則正しく並んで
いる。

粒子の間隔は固体より

広く、粒子は比較的自由
に動くことができる。

粒子の間隔は広く、
自由に飛び回って
いる。

イークルース　中学１年理科講座
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基本問題

１．物質には３つの状態がある。そのすべての

状態を答えよ。

２．物質が温度によって状態を変えることを何と

いうか。

３．物質の状態が変化するとき、体積は変化する

か、変化しないか、どちらか答えよ。

４．物質の状態が変化するとき、質量は変化する

か、変化しないか、どちらか答えよ。

５．物質が液体から気体に状態が変化するとき、

体積はどうなるか。

応用問題

図は様々な物質の状態変化を表した

ものである。次の問いに答えよ。

１．Ａは、何の状態から何の状態に

変化したか。

２．Ｂは、何の状態から何の状態に

変化したか。

３．Ｃは液体から固体に状態変化

している。このとき、固体のろう

の状態として適切なものを選べ。

ドライアイス

エタノール

熱湯

ろう

Ａ

Ｂ

Ｃ

固体

ア イ ウ エ

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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第１分野 １ – １３ 水の状態変化，融点・沸点

〈水の状態変化①〉

[実験] 氷を加熱して温度変化を調べる

①ガスバーナーでゆっくり加熱し、
沸騰するまで温度をはかる。

氷

温度計

〈水の状態変化②〉

[結果]

①氷がとけて水になるのは０℃であった。

②水が沸騰して水蒸気になるのは１００℃であった。

１００℃

０℃

温
度

加熱時間

とけ終わる

とけ始める

固体

液体

固体＋液体

沸騰が始まる 気体

液体＋気体

沸騰が終わる

状態が変化
している間は、
温度が一定。

〈沸点①〉

[実験] エタノールが沸とうする温度を調べる

①試験管にエタノールを入れ、
図のような装置を組み立てる。

エタノールは引火しやすいので、
直接加熱しないようにする。

②ガスバーナーで加熱し、１分ごと
に温度をはかる。

液体が急に沸騰することを防ぐため
に沸とう石を入れる。

温度計

水

沸とう石

エタノール

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈沸点②〉

[結果]

①沸とうする温度は物質の量には
関係なく、物質の種類によって
決まっている。

②沸とうしている間は温度は一定。

沸点・・・液体が沸とうして気体に変化するときの温度。

〈融点①〉

[実験] パルミチン酸がとける温度を調べる

①試験管にパルミチン酸を入れ、
図のような装置を組み立てる。

②ガスバーナーで加熱し、１分ごと
に温度をはかる。

温度計

水につけて、
ゆっくり
加熱する。

水

ゴム栓

パルミチン酸

沸とう石

〈融点②〉

[結果]

①固体がとける温度は物質の量に
は関係なく、物質の種類によって
決まっている。

②固体がとけている間は温度は一定。

融点・・・ 固体がとけて液体に変化するときの温度。
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基本問題

１．液体が沸とうして気体に変化するときの温度

を何というか。

２．固体がとけて液体に変化するときの温度を

何というか。

３．グラフは、氷を加熱して温度変化

を調べた結果である。液体のみの

状態になっているのは、グラフの

どの部分か。ア～ウから選べ。

１００

温
度[

]℃

０

加熱時間[分]

ア

イ

ウ

応用問題

図のような装置でエタノールを加熱し、温度変化を調べた。

グラフはその結果である。

次の問いに答えよ。

１．エタノールの温度は７８℃で一定に

なった。このときの温度を何というか。

２．７８℃でグラフが一定になっている

とき、エタノールはどのような状態

か。ア～ウから選べ。

ア）液体 イ）液体＋気体 ウ）気体

３．沸とう石を入れるのはなぜか。

理由を答えよ。

温度計

エタノール

水

沸とう石

℃

温
度[

]

加熱時間[分]

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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第１分野 １ – １４ 混合物の状態変化，蒸留

〈混合物①〉

混合物・・・ 複数の物質が混ざり合ったもの。

純物質（純粋な物質）・・・ １種類の物質でできているもの。

空気、石油、塩化ナトリウム水溶液など

酸素、二酸化炭素、水、銅など

物質

混合物

純物質

〈混合物の状態変化、蒸留①〉

[実験] 水とエタノールの混合物を加熱して、出てくる物質を分ける

①図のような装置を組み、水と
エタノールの混合物を加熱する。

②出てきた液体を順に３本の試験管
に集め、それぞれのにおいを確かめ、
火を近づけたときの様子を調べる。

温度計の液だめは
枝の高さにする

たまった液中にガラス管の先が
入らないようにする

枝付きフラスコ

ゴム管

ガラス管

沸とう石 水とエタノール
の混合物

水

蒸留・・・ 液体を加熱して沸とうさせ、出てくる気体を冷やして
ふたたび液体にして集める方法。

〈混合物の状態変化、蒸留② 〉

[結果]

①最初の試験管はエタノールを多くふくむ液体である。

②最後の試験管は水を多くふくむ液体である。

火がつく
長く燃える

火はつくが、
すぐに消える

火がつかない

１本目 ２本目 ３本目

火を近づけた
ときの様子

においをかぐ
エタノールの
においがする

少しエタノール
のにおいがする

においはない

〔第１分野〕　第１章　身のまわりの物質
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〈蒸留〉

[まとめ]

①混合物の融点や沸点
は一定の温度にならない。

沸とうが始まる

温
度[
]℃

加熱時間

エタノールが多い

沸点の低い物質
が多く出る

沸点の高い物質
が多く出る

水が多い

②エタノールは水より沸点
が低いので、はじめに
エタノールが多く出てくる。

エタノールの沸点：７８℃
水の沸点：１００℃

蒸留は物質の沸点のちがいを利用している。

基本問題

１．複数の物質が混ざり合ったものを何というか。

２． １種類の物質でできているものを何というか。

３．液体を加熱して沸とうさせ、出てくる気体を

冷やしてふたたび液体にして集める方法を

何というか。

４．図のようにして、水とエタノールの

混合物を加熱した。先に沸とうして

出てきた気体は、水とエタノールの

どちらを多くふくんでいるか。

沸とう石

水とエタノール
の混合物

応用問題

図のような装置で水とエタノールの

混合物を加熱し、出てきた気体を

冷やした。次の問いに答えよ。

１．このように、液体を加熱して

沸とうさせ、出てくる気体を

冷やしてふたたび液体にして

集める方法を何というか。

２．液体を加熱するときに入れるＡは何か。

３．先に沸とうして出てきた気体にはエタノールが多くふくまれて

いるが、その理由を答えよ。

枝付きフラスコ

ゴム管

ガラス管

Ａ
水とエタノール
の混合物

水
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第１分野 ２ – １ 光の反射，光の屈折

〈光の反射〉

[光の反射]

反射光

物体で反射して出ていく光

鏡

入射角 反射角

物体の面に
垂直な直線と
入射光の間の角

物体に入ってくる光

入射光

物体の面に
垂直な直線と
反射光の間の角

反射の法則・・・光が反射するとき、入射角＝反射角となること。

光源・・・みずから光を発するもの。 例）蛍光灯、太陽

直進・・・光がまっすぐに進むこと。

反射・・・光が物体の表面に当たってはね返ること。

〈光の屈折①〉

空気→水

屈折・・・光がちがう種類の物質へ進むとき、２つの物質の境界で
光が曲がること。

入射角＞屈折角 入射角＜屈折角

空気

水 水

一部は
反射

光

水→空気

入射角 反射角

空気

光

入射角

屈折角

屈折角

一部は
反射

〈光の屈折②〉

全反射・・・光がちがう種類の物質へ進むとき、２つの物質の境界で
光がすべて反射すること。

入射角が大きくなり、限界の角度をこえたときに起こる。

光ファイバーは全反射を
利用したものである。

空気

水

光

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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基本問題

１．蛍光灯や太陽のように、みずから光を発するものを

何というか。

２．光がまっすぐに進むことを何というか。

３．光が物体の表面に当たってはね返ることを何と

いうか。

４．光が反射するとき、入射角＝反射角となることを

何の法則というか。

５．光がちがう種類の物質へ進むとき、２つの物質の

境界で光が曲がることを何というか。

６．光がちがう種類の物質へ進むとき、２つの物質の

境界で光がすべて反射することを何というか。

応用問題

図１ 図２

図１・２のように、光源の光をあてた場合の光の進み方について

次の問いに答えよ。

１．図１のとき、空気

から水中に入った

光はどのように

進むか。ａ～ｄから

選べ。

２．図２のとき、水から空気中に入った光はどのように進むか。

ａ～ｄから選べ。

３．図１のとき、入射角と屈折角のどちらが大きいか。

４．図２のとき、入射角を大きくし限界の角度をこえると、

何という現象が起こるか。
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第１分野 ２ – ２ 凸レンズの性質

〈凸レンズの性質①〉

凸レンズ・・・ふちよりも中央部が厚くなったレンズ。

焦点・・・凸レンズの真正面から平行な光をあてたとき、
光が屈折して１つに集まる点。

焦点距離・・・凸レンズの中心から焦点までの距離。

軸に平行な光

軸

中心

凸レンズ

焦点

焦点距離

〈凸レンズの性質② 〉

●凸レンズのふくらみが大きいほど、焦点距離は短い。

うすい凸レンズの場合 厚い凸レンズの場合

焦点 焦点

長い
焦点距離

短い
焦点距離

〈凸レンズの性質③ 〉

[凸レンズを通る光の進み方]
像・・・その位置には物体がないのに、そこに物体があるように

見えるもの。

①光軸に平行に入った光→ 屈折し、焦点を通る

②中心に入った光→ そのまま直進

③焦点を通って入った光→ 屈折し、光軸に平行に進む

①

②

③

光軸
物体 焦点

焦点距離 焦点距離

焦点

像

焦点は凸レンズの
両側にある。
焦点距離は同じ。

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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１．ふちよりも中央部が厚くなったレンズを何というか。

２．凸レンズの真正面から平行な光をあてたとき、

光が屈折して１つに集まる点を（ ① ）という。

また、凸レンズの中心から（ ① ）までの距離を

（ ② ）という。

３．凸レンズのふくらみが大きいほど、焦点距離は

どうなるか。

４．その位置には物体がないのに、そこに物体が

あるように見えるものを何というか。

基本問題

①

②

応用問題

光軸

光
光 光

焦点

ア イ

凸レンズについて、次の問いに答えよ。

１．ア～ウは、さまざまな角度から光を凸レンズにあてた図で

ある。光の進み方の様子を作図せよ。

２．凸レンズはふくらみによって焦点距離がちがう。

ふくらみが小さいほど、焦点距離はどうなるか。

ウ
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第１分野 ２ – ３ 実像・虚像

〈実像、虚像①〉

実像・・・凸レンズを通った光が実際に集まってできる像。

虚像・・・凸レンズを通して見える見かけの像。

[実験] 凸レンズでできる像を調べる

①図のように装置を組み
立て、凸レンズは固定し、
物体を図の位置に置き、
スクリーンを動かして
像の様子を調べる。

電球 物体

凸レンズ
スクリーン

光学台

②物体の位置を変え、
①と同様に像の様子を調べる。

③スクリーンに像が映らないときは、スクリーンを
はずして凸レンズを通して物体の様子を調べる。

〈実像、虚像②〉

[結果] 物体

光学台

焦点焦点
凸レンズ

スクリーン

物体の
位置

像ができる位置
物体と比べた
像の大きさ

物体と比べた
上下左右の向き

ア

イ

ウ

エ

オ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

できない

スクリーンに映らない

大きい

小さい

同じ

大きい

逆向き

逆向き

逆向き

同じ向き

ア

焦点距離
の２倍

焦点距離
の２倍

イ ウ エ オ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

実像

虚像

〈実像、虚像③〉

[まとめ]
物体が焦点距離の２倍より遠い場合

物体が焦点距離の２倍の位置にある場合

物体が焦点距離の２倍と焦点の間にある場合

焦点距離
の２倍

物体 焦点

焦点

物体より小さい
実像が焦点距離
の２倍より近くに
できる。

焦点距離
の２倍

物体と同じ大きさ
の実像が焦点距
離の２倍の位置
にできる。

物体より大きい
実像が焦点距離
の２倍より遠くに
できる。

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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〈実像、虚像④〉

物体が焦点にある場合

物体が焦点より近い場合

像はできない。

焦点

物体より大きい虚像
ができる。

１．凸レンズを通った光が実際に集まってできる像を

何というか。

２．凸レンズを通して見える見かけの像を何というか。

３．物体が焦点距離の２倍の位置より遠い場合、

できる実像の大きさは物体より大きいか、同じか、

小さいか。

４．物体が焦点距離の２倍の位置の場合、できる実像

の大きさは物体より大きいか、同じか、小さいか。

５．物体が焦点距離の２倍の位置より近い場合、

できる実像の大きさは物体より大きいか、同じか、

小さいか。

基本問題

応用問題

図のようにしてスクリーンに像を映したところ、実物と同じ大きさ

のはっきりとした像が映った。次の問いに答えよ。

１．この実験でできた、はっきりとした像のことを何というか。

２．この凸レンズの焦点距離は何ｃｍか。

３．電球の側から見たときの、スクリーンに映った像をア～エ

から選べ。 ア イ ウ エ

電球
厚紙

凸レンズ

５０ｃｍ

スクリーン

光学台

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 ２ – ４ 振動と振動数

〈音の発生〉

音源（発音体）・・・音を発生しているもの。

音は物体が振動することによって伝わる。

音さを鳴らし、水に入れる ギターの弦をはじく

〈振動と振動数①〉

[実験] 音と振動の様子を調べる

①モノコードの音が大きくなるとき、音が高くなるときのそれぞれ
の弦の振動のしかたを調べる。

③①②のときの波形をオシロスコープで調べる。

②弦の太さや長さ、張り方を変えて同様の実験をおこなう。

弦の長さを変える
ことじ

弦

弦の張り方を
変えるねじ

振動の幅を
見る目盛り

〈振動と振動数②〉

[結果]
①弦を強くはじくほど、音が大きくなった。

→弦の振幅が大きくなるから

②弦を短くするほど、弦を強く張るほど、弦を細くするほど、
音が高くなった。
→弦の振動数が多くなるから

振幅・・・振動の振れ幅。

振動数・・・１秒間に振動する回数。単位はヘルツ（Ｈｚ）。

①

振幅大

振幅小

②

振動数多

振動数少

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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〈振動と振動数③〉

③オシロスコープの波形を見ると、音の大きさや高さによって
ちがいがあることがわかった。

小さい音 大きい音

高い音 低い音

振幅

振動数

１．音を発生しているものを何というか。

２．音は物体が（ ）することによって伝わる。

（ ）にあてはまることばを答えよ。

３．振動の振れ幅を何というか。

４．１秒間に振動する回数を何というか。

５．弦を強くはじくほど、音はどうなるか。

６．弦を短くするほど、音はどうなるか。

７．弦を強く張るほど、音はどうなるか。

基本問題

応用問題

音について、次の問いに答えよ。

１．図１はオシロスコープで

見られた波形である。

もっとも大きい音と、

もっとも高い音の波形を

それぞれア～エから選べ。

２．図２のモノコードで、高い音

を出すには、ことじを左右の

どちらに動かすか。

また、弦の太さは太くするか、

細くするかどちらか。

ア イ

ウ エ

ことじ 弦の長さ

モノコード

図１

図２

イークルース　中学１年理科講座
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第１分野 ２ – ５ 音の伝わり方

〈音の伝わり方①〉

Ａの音さが振動するとＢの音さも振動する。

→音がまわりの空気を振動
させて伝わるから。

空気そのものが移動する
わけではなく、空気の振動
が伝わっている。

容器内の空気が抜けていくと、
だんだん音が聞こえなくなる。

→空気が音を伝えている。

真空中では音は伝わらない。
簡易真空ポンプ

空気をぬく

ピンチ
コック

波・・・振動が次々と伝わる現象。

ブザーを入れる

Ａ Ｂ

〈音が伝わる速さ〉

音の速さ[ｍ/ｓ]＝
音が伝わる距離[ｍ]

音が伝わる時間[ｓ]
（ ｍ/Ｓ・・・メートル毎秒 ）

例題）１３６０ｍ離れたところから花火が打ち上げられたのを見て、
ちょうど４秒後に音が聞こえた。このときの音の速さを求めよ。

解答）
音の速さ[ｍ/ｓ]＝

１３６０[ｍ]

４[ｓ]

＝ ３４０ [ｍ/ｓ]

●音の速さは約３４０ｍ/ｓである。

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象

52



Memo

１．振動が次々と伝わる現象を何というか。

２．真空中では音は伝わるか、伝わらないか。

３．以下の公式の①・②にあてはまることばを答えよ。

４．３の公式を利用して、 １０２０ｍ離れたところから

花火が打ち上げられたのを見て、ちょうど３秒後

に音が聞こえたときの、音の速さを求めよ。

基本問題

音の速さ[ｍ/ｓ]＝
音が伝わる（ ① ）[ｍ]

音が伝わる（ ② ）[ｓ]
①

②

応用問題

簡易真空ポンプ

空気をぬく

ピンチ
コック

ブザーを入れる

図１

図２壁

音の伝わり方について、次の問いに答えよ。

１．図１のような装置をつくり、

簡易真空ポンプで空気を

抜いていくと、音の聞こえ

方はどうなるか。

２．図２で、Ａさんが壁に

向かって声をだしたところ、

壁ではねかえってＡさんの

もとに５秒後に聞こえた。

Ａさんと壁までの距離は

何ｍか。音の速さを

３４０ｍ/ｓとして求めよ。
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第１分野 ２ – ６ 力のはたらき，いろいろな力

〈力のはたらき〉

①物体を変形させる。

②物体を支える。

③物体の動き（速さや向き）を変える。

① ② ③

[力のはたらき]

〈いろいろな力①〉

[力の種類]

弾性の力・・・変形したものがもとにもどろうとして生じる力。

例）輪ゴムがもとにもどろうとする

重力・・・物体を地球の中心に
向かって引っ張る力。

大きく変形するほど、弾性の力は大きくなる。

重力

〈いろいろな力②〉

抗力（垂直抗力）・・・物体を面上に置いたときにはたらく、物体を
支える力。

磁石の力・・・磁石のＮ極とＳ極の間にはたらく力。

まさつ力・・・物体どうしがふれあう面ではたらき、物体の動きを
止める向きにはたらく力。

抗力

重力

磁石
の力

同じ極どうし→しりぞけ合う力 異なる極どうし→引き合う力

押す力 まさつ力

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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基本問題

１．力のはたらきについて、あてはまることばを答えよ。

①物体を（ ）させる ②物体を（ ）

③物体の（ ）を変える

２．変形したものがもとにもどろうとして生じる力を

何というか。

３．物体を地球の中心に向かって引っ張る力を

何というか。

４．物体を面上に置いたときにはたらく、物体を支える

力を何というか。

５．磁石のＮ極とＳ極の間にはたらく力を何というか。

６．物体どうしがふれあう面ではたらき、物体の動きを

止める向きにはたらく力を何というか。

①

② ③

応用問題

力について、次の問いに答えよ。

１．力のはたらきは、①物体を変形させる、②物体を支える、

③物体の動き（速さや向き）を変える、の３つがあるが、以下

の場面にあてはまるものを①～③から選べ。

ア）空き缶をつぶす イ）転がってきたサッカーボールをける

ウ）カバンを持ち続ける

２．以下の図のＡ～Ｃは、それぞれ何の力の種類を表している

か答えよ。
Ａ

Ｂ 押す力 Ｃ
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第１分野 ２ – ７ フックの法則，重さと質量

〈フックの法則①〉

重さ・・・物体にはたらく重力の大きさ。

ニュートン（記号：Ｎ）・・・力の大きさを表す単位。

１００ｇ＝１Ｎ

[実験]

①図のように装置を組み立て、ばねＡにおもり
をつり下げ、ばねののびを読みとる。

②おもりを増やして、同様にばねののびを
読みとる。

③ばねＢに変えて、①②をおこなう。

ばねＡ

〈フックの法則②〉

[結果]

おもりの数[個] ０ １ ２ ３ ４ ５

力の大きさ[Ｎ]

ばねＡののび[ｃｍ]

ばねＢののび[ｃｍ]

０

０

０

０．１ ０．２ ０．３ ０．４ ０．５

５ １０ １５ ２０ ２５

２ ４ ６ ８ １０

〈フックの法則③〉

[まとめ]

フックの法則・・・ばねののびはばねを引く力の大きさに比例する。

０.１ ０.２ ０.３ ０.４ ０.５０
０

５

１０

１５

２０

２５

ばねＡ

ばねＢ

原点を通る直線になる

→比例

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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〈重さと質量〉

質量・・・てんびんではかる物質そのものの量。

重さ・・・物体にはたらく重力の大きさ。

月の重力は、地球の６分の１

６Ｎ １Ｎ

応用問題

図は、おもりの質量とばねののびの関係を表したものである。

次の問いに答えよ。

１．ばねののびとばねを

引く力には、どのような

関係があるか。

２．ばねにはたらく力が

０.５Ｎのとき、ばねの

のびは何ｃｍか。

３．ばねののびが１８ｃｍの

とき、ばねにはたらく力の

大きさは何Ｎか。

基本問題

１．物体にはたらく重力の大きさを何というか。

２．てんびんではかる物質そのものの量を何というか。

３．１の大きさと２の量は、地球上と月面上では同じか、

異なるか。

４．力の大きさを表す単位を何というか。また、記号

も答えよ。

５．ばねののびはばねを引く力の大きさに比例する

ことを何というか。
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第１分野 ２ – ８ 力の表し方

〈力の表し方①〉

[力の三要素] ①作用点（力のはたらく点）

②力の向き

③力の大きさ

●力の表し方

①作用点を ではっきりと示す。

②矢印は、力がはたらいている向きにかく。

③矢印の長さは、力の大きさに比例させてかく。

〈力の表し方②〉

ふれているところ全
体に力が加わって
いるときは、１本の
矢印でまとめて表す。

重力は物質全体には
たらいているが、物質
の中心から１本の矢印
でまとめて表す。

重力

〈力の表し方③〉

①すべての物質に重力が
はたらく。

②物体にふれてはたらく力を
見つける。
例）手で押す力、ばねの力、

抗力（垂直抗力）

ばねの力
（ばねがおもりを引く力）

磁石の力
（磁石がおもりを引く力）

重力
（地球がおもりを引く力）

③離れていてもはたらく力を
見つける。
例）磁石の力

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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（ ① ）（力のはたらく点）

力の（ ② ）

力の（ ③ ）

１．力の三要素について、①～③にあてはまることば

を答えよ。

２．重力がはたらいている

のを表すとき、正しいの

はアとイのどちらか。

基本問題

①

②

③
ア イ

応用問題

図で示したそれぞれの場合について、はたらく力を矢印で表せ。

ただし、１Ｎの力の大きさを１めもりとする。

１．手で壁を５Ｎの ２．糸が物体を ３．手が３００ｇの

力で右向きに ２Ｎの力で 物体を支える力

押す 引く力
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第１分野 ２ – ９ 圧力

〈圧力①〉

[実験] スポンジのへこみぐあいを調べる

①図のような装置をつくり、スポンジの
へこみぐあいを観察する。

②板の面積を変えて、①と同じように
実験をおこなう。

[結果]

①板の面積が小さいほど、スポンジは
大きくへこんだ。

→同じ面積あたりにはたらく力が大きくなるから。

板

スポンジ

〈圧力②〉

圧力・・・一定面積（１ｍ２や１ｃｍ２）あたりの面を垂直に押す力。
単位はニュートン毎平方メートル（Ｎ/ｍ２）やパスカル（Ｐａ）。

圧力[Ｎ/ｍ２] ＝
力がはたらく面積[ｍ２]

力の大きさ[Ｎ]
１Ｎ/ｍ２＝１Ｐａ

例題）質量１０００ｇ、底面積が５ｍ２の物体がある。これを水平な床
に置いたとき、床にかかる圧力は何Ｎ/ｍ２か。

解答）

５[ｍ２]

１０[Ｎ]１０００ｇ＝１０Ｎ
＝ ２Ｎ/ｍ２

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象
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基本問題

１．一定面積あたりの面を垂直に押す力を圧力と

いうが、圧力の単位を２つ、記号で答えよ。

２．下の式は、圧力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の式を利用して、質量２０００ｇ、底面積が１０ｍ２

の物体を水平な床に置いたとき、床にかかる圧力

は何Ｎ/ｍ２か求めよ。

力がはたらく（ ② ）[ｍ２]

力の（ ① ）[Ｎ] ①

②

応用問題

図のように、スポンジの上に質量３００ｇの直方体の物体を

置いた。次の問いに答えよ。

１．物体がスポンジを押す力は

何Ｎか。

２．この図のとき、物体が

スポンジに加える圧力は

何Ｎ/ｍ２か。

３．もっとも圧力が大きくなる

のは、Ａ～Ｃのどの面を下にして置いたときか。

スポンジ

イークルース　中学１年理科講座

61



Memo

第１分野 ２ – １０ 水圧・浮力・大気圧

〈水圧〉

[実験] 水の深さによるゴム膜のようすを調べる
①図１の筒を、水にしずめる。

②図２、図３のように深さや向きを変えて
実験をくりかえし、ゴム膜のへこみ方を
観察する。

[結果]

図１

①図２より、同じ深さなら同じ
ようにへこみ、深さが深く
なるほど大きくへこんだ。

→同じ深さでは同じ力がはたらき、深さが深いほど大きい力が
はたらく

②図３より、向きを変えても垂直にへこんだ。
→あらゆる向きから、面に垂直に力がはたらく

ゴム膜

ゴム膜

透明な
パイプ

空気抜き
のパイプ

図２ 図３

水圧・・・水の重さによって生じる圧力。

〈浮力①〉

浮力・・・水中で物体にはたらく上向きの力。

[実験] 浮力の大きさを調べる

①容器におもりを入れて、空気中
で重さをはかる。

②容器を半分沈めたときの
ばねはかりの値を読みとる。

③容器を全部沈めたときの
ばねはかりの値を読みとる。

④容器に入れるおもりの重さを
変えて①～③をおこなう。 おもり

〈浮力②〉

[結果]

おもり
空気中
（Ａ）

半分水中
（Ｂ）

全部水中
（Ｃ）

Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ

ばねはかり
の値[Ｎ]

① ０．５ ０．３ ０．１ ０．２ ０．４

④ ０．９ ０．７ ０．５ ０．２ ０．４

①物体を半分水中に沈めたとき（Ａ－Ｂ）より、全部沈めたとき
（Ａ－Ｃ）のほうが浮力は大きかった。

浮力

→水中にある物体の体積が大きいほど、浮力は大きい。

②おもりを変えても、浮力は同じであった。

→浮力の大きさは物体の重さには関係しない。

〔第１分野〕　第２章　身近な物理現象

62



Memo

〈大気圧〉

大気圧（気圧）・・・空気の重さによって生じる圧力。

単位はヘクトパスカル（ｈＰａ）。

１気圧＝１０１３ｈＰａ

海面と同じ高さを１気圧とする。

あらゆる向きから面に垂直にはたらく。

空気

簡易ポンプ

空気をぬく
ペットボトル内の圧力が小さくなる

まわりの大気圧のほうが大きく
なって、ペットボトルがつぶれる

基本問題

１．水の重さによって生じる圧力を何というか。

２．１の圧力について①②にあてはまることばを答えよ。

水の深さが同じ深さでは（ ① ）力がはたらき、

深さが深いほど（ ② ）力がはたらく。

３．水中で物体にはたらく上向きの力を何というか。

４．３の力について（ ）にあてはまることばを答えよ。

水中にある物体の体積が大きいほど、

３の力は（ ）。

５．空気の重さによって生じる圧力を何というか。

６．５の圧力の単位を記号で答えよ。

①

②

応用問題

図は、浮力の大きさについて調べている様子である。

次の問いに答えよ。

１．この物体の質量は

何ｇか。

２．図２のとき、物体に

はたらく重力は何Ｎか。

３．図２のとき、物体に

はたらく浮力は何Ｎか。

４．図３に、図２のときにはたらいている浮力を矢印でしめせ。

ただし、１めもりを０.１Ｎとする。

５．図２の状態からさらに物体を沈めていくと、浮力の大きさは

どうなるか。

１.５Ｎ
１.０Ｎ
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第２分野 １ – １ ルーペ・顕微鏡の使い方

ルーペの使い方
【持ち方】

• ルーペは、目に近づけて持つ。

【ピントの合わせ方】

• 観察するものが動かせるときは、

観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。

• 観察するものが動かせないときは、

自分自身が前後に移動してピントを合わせる。

ルーペ

顕微鏡の使い方
【置く場所】

• 直射日光の当たらない、明るくて水平なところに置く。

【各部分の名称】

顕微鏡の使い方
【観察の手順】

1. 接眼レンズ、対物レンズの順にレンズをとりつける。

2. 接眼レンズをのぞき、反射鏡としぼりを調節して、視野の

明るさを決める。

3. プレパラートをステージにのせる。

4. 真横から見ながら、対物レンズとプレパラートの距離を

近づけておく。

5. 接眼レンズをのぞき、対物レンズとプレパラートを遠ざけ

ながらピントを合わせる。

6. はじめは低倍率で観察し、観察するものを視野の中央に

移動させてから、レボルバーを回して高倍率にする。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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顕微鏡の使い方
【顕微鏡の倍率】

• 顕微鏡の倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

【プレパラートを動かす向き】

• 顕微鏡の視野は上下左右が逆向きに見えているので、

プレパラートを動かす向きは見えている向きとは逆になる。

プレパラートは
左上に動かす

基本問題

①ルーペでサクラの花を観察するとき、ルーペ
とサクラの花のうち、どちらを動かしてピント
を合わせるか。

②顕微鏡の図の各部分の名称を答えなさい。

サクラの花

Ａ：
接眼レンズ
Ｂ：
レボルバー
Ｃ：

対物レンズ
Ｄ：
ステージ
Ｅ：
反射鏡

応用問題
右図は、顕微鏡のつくりを示した

ものである。

1. 視野の明るさを調節するとき、
しぼり以外にどの部分を操作す
るか。ａ～ｄから選びなさい。

2. 図のａとｃのレンズの名称を答え
なさい。また、ａが「１５×」、ｃが
「４０」の組み合わせで観察したとき、倍率は何倍になるか。

3. 顕微鏡の操作のうち、（ ）の正しい方に○をつけなさい。
ピントを合わせる前に（ 接眼レンズをのぞきながら ・

真横から見ながら ）、対物レンズとプレパラートを
（ 近づけておく ・ 遠ざけておく ）。

テストに出る

テストに出る
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第２分野 １ – ２ 水中の小さな生物

水中の小さな生物
【動物のなかま】 自分で動くことができる。

【植物のなかま】 緑色で、自分で栄養分をつくることができる。

水中の小さな生物
【ミドリムシ】

• 動物のように自分で動くことができ、

植物のように自分で栄養分をつくる

ことができる生物。

（動物と植物の中間の生物）

【スケッチのしかた】

• 細い線や小さな点などではっきりと描き、

線を重ねて描かない。

• 影をつけない。

• スケッチといっしょに、日時・天気や気づいたことなども

書いておく。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①水中の小さな生き物のうち、動物のなかまは
どのような特徴をもっているか。

②水中の小さな生き物のうち、植物のなかまは
何色をしているか。

③生き物の観察でスケッチするときに、生き物
の影はつけるかつけないか。

④下の図は、水中の小さな生き物のスケッチで
ある。それぞれの名前を答えなさい。

(自分で)動くこ
とができる。

緑色

つけない

Ａ：
アメーバ

Ｂ：
アオミドロ

Ｃ：
ミジンコ

応用問題
下図は、水中の小さな生物をスケッチしたものである。

1. Ａ～Ｆのうち、活発に動きまわる生物はどれか。すべて選び
なさい。

2. Ａ～Ｆのうち、緑色をしている生物はどれか。すべて選びなさ
い。

3. 1．と2.のどちらにもあてはまる生物の名称を答えなさい。

4. Ａ～Ｆのうち、最も大きな生物はどれか。

テストに出る

テストに出る
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第２分野 １ – ３ 花のつくり，受粉

花のつくり
【いろいろな花のつくり】

• 花は中心の方から、めしべ→おしべ→花弁→がくの順に
なっている。形や数などは、花の種類によって決まっている。

花のつくり
【各部分の特徴】

• めしべ･･･ふつう１つの花に１本で、

先の部分を柱頭という。

根元のふくらんだ部分

を子房といい、中には

胚珠が入っている。

• おしべ･･･めしべを囲むように何本

かついている。先の袋の

部分をやくといい、花粉

が入っている。

• 花弁･･･１枚１枚が離れている離弁花（類）と、

たがいにくっついている合弁花（類）がある。

受粉
【花のはたらき】

• おしべのやくに入っていた花粉が、めしべの柱頭につくことを

受粉という。

• 受粉をすると、めしべの子房は果実となり、子房の中の

胚珠は種子となる。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①下図は、アブラナの花を分解したものである。

おしべはＡ～Ｄのどれか。

②①のＡ～Ｄのうち、花の最も外側にあるつくり
はどれか。

③①のＡ～Ｄのうち、胚珠はどのつくりにあるか。

④花粉がめしべの柱頭につくことを何というか。

⑤④の後、めしべの子房は何に変化するか。

Ｃ

Ａ

Ｄ

受粉

果実

応用問題
右図は、エンドウの花を模式的

に表したものである。

1. 図のＡ～Ｄのつくりの名称を
答えなさい。

2. エンドウでは、図のＡのつくり
が１枚１枚離れてついている。
このような植物のなかまを何というか。

3. 図のＡ～Ｅのうち、花粉がつくられる部分があるのはどれか。

4. 図のＡ～Ｅのうち、受粉をした後、変化する部分はどれか。
また、何に変化するか。

テストに出る

テストに出る
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第２分野 １ – ４ マツのつくり，種子植物

マツのつくり

マツのなかま

種子植物
【種子をつくるなかま】

• 裸子植物･･･子房がなく、胚珠がむき出しになっている植物。

マツ、スギ、イチョウ、ソテツ など

• 被子植物･･･胚珠が子房に包まれている植物。

など

• 種子植物･･･花を咲かせて、種子をつくる植物。

被子植物と裸子植物がこのなかまで、

種子によって自分のなかまをふやしていく。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題
①マツには、花弁やがくはついているか、

ついていないか。

②マツの雄花のりん片には何がついているか。

③マツの雌花のりん片には何がついているか。

④花粉がつくのは、②と③のどちらか。また、
そのことを何というか。

⑤マツのように、子房がない植物のなかまを
何というか。

⑥アブラナのように、子房がある植物のなかま
を何というか。

⑦⑤と⑥のなかまをあわせて何というか。

ついていない

花粉のう

胚珠

③
受粉

裸子植物

被子植物

種子植物

応用問題
右図は、マツのスケッチである。

1. 図のＡ，Ｂをそれぞれ何というか。

2. 図のＡ，Ｂから図のようなものが
得られた。これらを何というか。

3. 2．のＡ，Ｂについているつくりをそれぞれ何というか。

4. マツの花粉には、空気の袋がついている。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
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第２分野 １ – ５ 根のつくりとはたらき，茎のつくりとはたらき

根のつくりとはたらき
【根のつくり】

• 主根と側根･･･中心に太い根

である主根がのびていて、

主根から細い根である側根

が枝分かれしている。

例．アブラナ、エンドウ など

• ひげ根･･･茎から放射状に

多くの根が広がっている。

例．トウモロコシ、イネ など

• 根毛･･･根の先端付近には、細い毛の

ような根毛がある。根毛があることで

根の表面積が大きくなり、水や養分を

吸収しやすくなる。

茎のつくりとはたらき
【茎のつくり】

• 道管･･･根から吸収した

水や水にとけている養分

が通る管。

• 師管･･･葉でつくられた

栄養分などが通る管。

• 維管束･･･道管と師管を

あわせて維管束という。維管束のならび方には２種類ある。

 輪のようにならぶなかま

例．アブラナ、エンドウ、タンポポ など

 ばらばらに散らばっているなかま

例．イネ、スズメノカタビラ、ユリ など

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①タンポポの根は、中心の太い根とそこから枝
分かれした細い根からできている。それぞれ
の根を何というか。

②イネの根は、茎から放射状に多数の根が出
ている。これを何というか。

③根の先端付近で見られる、細い毛のようなつ
くりを何というか。

④根から吸収された水や水にとけた養分が通
る管を何というか。

⑤葉でつくられた栄養分が通る管を何というか。

⑥④と⑤をあわせて何というか。

太い根：主根
細い根：側根

ひげ根

根毛

道管

師管

維管束

応用問題
Ⅰ．右図は、ある植物の根を赤色の
水にしばらくつけた後、その断面図を
スケッチしたものである。

1. 図のａとｂのうち、ｂだけが赤色に
染まった。ａとｂは何か。

2. 図のＸは根から出ている細い毛の
ようなつくりである。これは何か。
また、このＸがあることでどのような利点があるか。

3. 次のア～エのうち、この植物と考えられるのはどれか。
ア．ホウセンカ イ．スズメノカタビラ
ウ．トウモロコシ エ．スイセン

テストに出る

応用問題
Ⅱ．右図は、ある植物の茎の横断面を
スケッチしたものである。

1. 図のａとｂのうち、根から吸収した
水や水にとけた養分が通るのは
どちらか。

2. 図のａとｂが集まって、束のように
なっている部分を何というか。

3. 次のア～ウのうち、この植物と同じなかまでないものはどれ
か。また、その植物の茎の横断面はどのようになっているか。
簡単に答えなさい。
ア．ヒメジョオン イ．タンポポ ウ．イネ

テストに出る

やや難しい
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第２分野 １ – ６ 葉のつくりと蒸散

葉のつくりと蒸散
【葉のつき方】

• 上から見たときに、葉はたがいに

重なり合わないようについている。

→葉に日光が当たりやすいようにするため。

【葉のつくり】

• 葉に見られるすじを葉脈と

いい、２つの種類がある。

 葉脈が網目状になって

いるもの（網状脈 ）

例．アブラナ、タンポポ、ホウセンカ など

 葉脈が平行になっているもの（平行脈 ）

例．トウモロコシ、イネ、スズメノカタビラ など

葉のつくりと蒸散
【葉の断面図】

• 葉脈は茎の維管束からつなが

っていて、葉の表側に近い方

が道管、葉の裏側に近い方

が師管になっている。

• 葉に見られる１つ１つの部屋

を細胞といい、葉の内側の

細胞には緑色の粒である葉緑体が入っている。

• 葉の表面にはところどころに穴が開いていて、その部分を気

孔という。気孔は葉の裏側に多く見られる。

• 気孔からは酸素と二酸化炭素が出入りしている。

また、気孔から水蒸気が出ていくことを蒸散という。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①葉がたがいに重なり合わないようについてい
るのは、何が当たりやすいようにするためか。

②葉脈が網目状になっているものを何というか。

③アブラナとトウモロコシでは、葉脈が②のよう
になっているのはどちらか。

④葉脈の道管と師管のうち、葉の表側に近い
方にあるのはどちらか。

⑤葉の内部の細胞には、緑色の小さな粒が
入っている。これを何というか。

⑥葉の表面に空いている穴を何というか。また、
そこから水蒸気が出ていくことを何というか。

日光

網状脈

アブラナ

道管

葉緑体

気孔
蒸散

応用問題
右図は、ある植物の葉の断面である。

1. 図のＡとＣのうち、根から吸い上げた
水が通るのはどちらか。また、その
つくりの名称は何か。

2. 図のＢに見られる、緑色の粒を何と
いうか。

3. 図のＤの穴を何というか。また、この
穴から水蒸気が出て行くことを何というか。

4. 3.のはたらきがさかんになることは、植物のどのようなことに
役立っているか。

5. この図では、上が葉の表側である。そのように考えられる理
由を簡単に答えなさい。

テストに出る

テストに出る
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第２分野 １ – ７ 光合成，呼吸

光合成
• 植物が光（太陽光）を受けて、栄養分をつくり出すはたらきを

光合成という。

光合成と呼吸
【植物の呼吸】

• 植物も動物と同じように、酸素を吸収して二酸化炭素を出す

呼吸を行っている。

• 光合成は光があたる昼だけ行っているが、呼吸は昼・夜に

関係なく１日中行っている。

• 光合成と呼吸では、出入りする気体は逆になっている。

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①植物が光のエネルギーを使ってデンプンなど
をつくり出すはたらきを何というか。

②①を行うのは、葉の何というつくりか。

③①の原料となる物質は、根から吸い上げた
（ ａ ）と気孔から取り入れた（ ｂ ）である。
（ ）にあてはまることばを答えなさい。

④①でつくり出されるのは、デンプンなどの他に
何があるか。

⑤植物が酸素を吸収して二酸化炭素を出すは
たらきを何というか。

⑥①と⑤のうち、１日中行うのはどちらか。

光合成

葉緑体

a: 水
b:二酸化炭素

酸素

呼吸

⑤

応用問題
右図のようなふ入りのアサガオの

葉の一部をアルミニウムはくでおお
い、日光に数時間当てた後、各部分
がヨウ素液で反応するか調べた。

1. ヨウ素液で調べる前に、葉をあた
ためたエタノールで処理した。
その理由を簡単に答えなさい。

2. 図のａ～ｄのうち、ヨウ素液が反応した部分はどれか。また、
反応した部分では何ができていたか。

3. この実験から、光合成に必要なものは何と考えられるか。
次のア～エから、すべて選びなさい。
ア．葉緑体 イ．水 ウ．日光 エ．二酸化炭素

テストに出る

イークルース　中学１年理科講座

77



Memo

第２分野 １ – ８ 植物の分類

植物の分類

植物の分類
【種子をつくらない植物】

• シダ植物

 種子ではなく胞子でなかまをふやす。

 根・茎・葉の区別があり、維管束がある。

 葉の裏に胞子が入っている、胞子のうがある。

 イヌワラビ、ゼンマイ、スギナ など

• コケ植物

 種子ではなく胞子でなかまをふやす。

 根・茎・葉の区別がなく、維管束がない。

 水を体の表面から取り入れる。

 ゼニゴケ、スギゴケ など

植物の分類

〔第２分野〕　第１章　植物の生活と種類
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基本問題

①被子植物のうち、子葉の枚数が２枚である植
物のなかまを何というか。

②①のなかまのうち、花弁が１枚１枚離れてい
る植物を何というか。

③被子植物のうち、子葉の枚数が１枚である植
物のなかまを何というか。

④シダ植物・コケ植物は、何でなかまをふやす
か。

⑤シダ植物は、根・茎・葉の区別があるかない
か。

⑥コケ植物は、どこから水を取り入れるか。

双子葉類

離弁花（類）

単子葉類

胞子

ある

体の表面

応用問題
右図は、植物の分類を模式

的に表したものである。

1. 図のａとｂに分けるとき、どの
ような基準で分けたと考えら
れるか。簡単に答えなさい。

2. 図のａを子葉の枚数によってｃとｄに分類した。ｃとｄにあては
まる分類名を答えなさい。

3. 種子をつくらない植物のうち、シダ植物だけにあてはまる特
徴を次のア～エから選びなさい。
ア．体の表面から水を吸収する。 イ．胞子でふえる。
ウ．根・茎・葉の区別がある。 エ．維管束がない。

テストに出る

イークルース　中学１年理科講座
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第２分野 ２ – １ 火山の活動

火山の噴火
【マグマと火山の噴火】

地球の内部には岩石が高温・高圧

によって溶かされたマグマがある。

マグマが上昇して地表からふき出す

ことを噴火という。

【火山の噴出物】

• 溶岩･･･マグマが地表にでたもの。

また、それが冷え固まったもの。

• 火山灰･･･軽くて小さな粒なので、広範囲に降り積もる。

• 火山ガス･･･成分のほとんどは水蒸気。

• その他･･･火山れき・火山弾・軽石など

火山の形と特徴
【傾斜のゆるやかな火山】

• マグマのねばりけが小さく、

噴火のようすはおだやか。

• 火山噴出物の色は黒っぽい。

【ドーム状の火山】

• マグマのねばりけが大きく、

爆発的に噴火する。

• 火山噴出物の色は白っぽい。

【円すい形の火山】

• マグマのねばりけが中間ぐらい。

• 火山噴出物の色も中間ぐらい。

キラウェア
マウナロア

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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基本問題

①地球の内部にある、岩石がどろどろに溶かさ
れたものを何というか。

②①が上昇して岩盤を突きやぶり、地表に出て
くることを何というか。

③火山の噴出物のうち、小さな粒で軽いため、
広範囲に降りそそぐものを何というか。

④火山の噴出物のうち、おもに水蒸気からでき
ている気体を何というか。

⑤火山の形は、マグマの何によって決まるか。

⑥傾斜のゆるやかな火山は、マグマの⑤がどう
であるか。

マグマ

（火山の）
噴火

火山灰

火山ガス

ねばりけ

（ねばりけが）
小さい

応用問題
右図は、代表的な火山の形を模式的に

表したものである。

1. Ａ～Ｃの火山を、マグマのねばりけが
大きい順に並べなさい。

2. Ａ～Ｃのうち、火山付近の岩石が最も
黒っぽい火山はどれか。

3. Ａ～Ｃのうち、爆発的な噴火をしやすい
火山はどれか。

4. 火山の斜面を、火山ガスや火山灰など
が高速で流れ下りる現象を何というか。

5. ①桜島、②平成新山はＡ～Ｃのどのタイ
プの火山か。

テストに出る

テストに出る
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第２分野 ２ – ２ 火成岩

火成岩のつくり
• マグマが冷え固まってできた岩石を火成岩という。火成岩に

は、でき方の異なる火山岩と深成岩がある。

 火山岩

• マグマが地表付近で急に冷え固まっ

てできる。

• 小さな鉱物である石基に鉱物が結

晶となった斑晶が散らばっている。

 深成岩

• マグマが地下深くでゆっくり冷え固

まってできる。

• すべての鉱物が結晶になっている。

鉱物の特徴

• 鉱物の種類によって、形や色、割れ方などが決まっている。

• セキエイとチョウ石をあわせて無色鉱物といい、無色鉱物
以外の鉱物を有色鉱物という。

火成岩の種類
• 火成岩に含まれる鉱物の割合は、岩石によって異なり、下図

のような６種類の岩石に分けられる。

• 無色鉱物の割合が多い岩石は白っぽく、有色鉱物の割合が

多い岩石は黒っぽくなる。

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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基本問題

①マグマが地表付近で急に冷え固まってできた
岩石を何というか。

②マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってでき
た岩石を何というか。

③①と②をあわせて何というか。

④鉱物のうち、無色鉱物とよばれるものは何と
何か。

⑤鉱物のうち、黒い板状でうすくはがすことがで
きるものは何か。

⑥③のうち、有色鉱物の割合が多い岩石の色
は全体的にどうなっているか。

火山岩

深成岩

火成岩

セキエイ
チョウ石

クロウンモ

黒っぽい

応用問題
右図は、ある火成岩のつくりを

模式的に表したものである。

1. Ａは小さな鉱物の部分を指し
ている。これを何というか。

2. 図より、この岩石のつくりを何
というか。また、火山岩と深成岩のどちらか。

3. この岩石がどのようにできたか、簡単に答えなさい。

4. この岩石をさらに詳しく調べると、セキエイ・チョウ石・クロウ
ンモが多く含まれることが分かった。この岩石は次のどれか。
ア．玄武岩 イ．流紋岩 ウ．花こう岩

テストに出る やや難しい
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第２分野 ２ – ３ 地震の発生，地震のゆれ

地震の発生
• 地下の地震が発生した場所

を震源といい、その真上の

地点を震央という。

• 地震のゆれは、岩石の中を

震源を中心とした同心円状

に波として伝わる。

• 地震を伝える波には２種類

あり、地震が起こると震源で

同時に発生する。

地震のゆれは地震計で記録する。

 Ｐ波･･･伝わる速さが速い波で、ゆれの大きさは小さい。

 Ｓ波･･･伝わる速さが遅い波で、ゆれの大きさは大きい。

地震のゆれ

• 地震のゆれには初期微動と主要動の２種類がある。

• 初期微動が始まってから主要動が始まるまでの時間を、

初期微動継続時間といい、震源からの距離に比例する。

地震計の記録

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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応用問題
右図は、ある地震でのゆれ

を２つの地点ＡとＢで観測した
ものである。

1. ゆれａ、ゆれｂをそれぞれ
何というか。

2. ゆれａを伝える波を何とい
うか。

3. ゆれａが始まってからゆれｂが始まるまでの時間を何という
か。

4. Ａ地点とＢ地点では、どちらの方が震源から近いか。また、
そのように考えた理由を簡単に答えなさい。

テストに出る

テストに出る

基本問題

①地震が発生した地下の場所を何というか。

②①の真上の地表の地点を何というか。

③地震を伝える波のうち、伝わる速さが速い方
の波を何というか。

④③によって起こる、小さなゆれを何というか。

⑤地震を伝える波のうち、伝わる速さが遅い方
の波を何というか。

⑥⑤によって起こる、大きなゆれを何というか。

⑦③のゆれが始まってから⑥のゆれが始まる
までの時間を何というか。

震源

震央

Ｐ波

初期微動

Ｓ波

主要動

初期微動
継続時間
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第２分野 ２ – ４ 地震計の記録，地震と災害

地震計の記録

• Ｐ波の速さ･･･震源からＡ地点までの距離は２０ｋｍ 、

Ｐ波がＡ地点まで伝わるのにかかった時間は４秒。

Ｐ波の速さ＝２０（ｋｍ）÷４（秒）＝５（ｋｍ／秒）

地震計の記録

• Ｓ波の速さ･･･震源からＡ地点までの距離は２０ｋｍ 、

Ｓ波がＡ地点まで伝わるのにかかった時間は８秒。

Ｓ波の速さ＝２０（ｋｍ）÷８（秒）＝２.５（ｋｍ／秒）

地震計の記録

• Ａ地点での初期微動継続時間は、８（秒）－４（秒）＝４（秒）

Ｂ地点での初期微動継続時間は、４（秒）－２（秒）＝２（秒）

初期微動継続時間は、震源からの距離に比例する。

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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地震と災害
【地震を表す尺度】

• 震度･･･観測地点でのゆれの大きさを表す。０～７までの１０

階級（震度５と震度６は弱と強に分かれる）に分かれている。

• マグニチュード（Ｍ）･･･地震の規模の大きさを表す。マグニ

チュードが１大きくなると、エネルギーは約３２倍になる。

【地震による災害】

• ゆれによる建物への被害。

• 地割れや液状化現象による被害。

• 地震後に発生した火災による被害。

• 強い地震により海底が大きく変動したときに発生することが

ある津波による被害。

基本問題

①ある地震において、震源からの距離が８０ｋ
ｍの地点では地震発生から１０秒後に初期
微動が始まった。このとき、Ｐ波の伝わる速さ
を求めなさい。

②①において、震源からの距離が８０ｋｍの地
点での初期微動継続時間は１２秒であった。
このとき、震源からの距離が４００ｋｍの地点
での初期微動継続時間は何秒になるか。

③ある地点での地震によるゆれの大きさを表す
ものを何というか。

④大きな地震により、海底が大きく変動して発
生するものは何か。

８０（km）÷
１０（秒）＝
８（ｋｍ／秒）

１２（秒）×
５（倍）＝
６０（秒）

震度

津波

応用問題
右図は、ある地震で発生した２つ

の波が伝わっていくようすをグラフ
にしたものである。

1. ＡとＢのうち、初期微動を伝える
波を表しているのはどちらか。
また、その波の速さはいくらか。

2. グラフより、震源からの距離が
２００ｋｍ地点での初期微動継続
時間は何秒か。

3. 震源からの距離が６００ｋｍ地点での初期微動継続時間は
何秒か。

テストに出る

Ａ

Ｂ

イークルース　中学１年理科講座
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第２分野 ２ – ５ 化石，流水のはたらき

化石
【化石の種類】

• 生物の遺がいや生活の跡などが地層

に残されたものを化石という。

• 化石には、示相化石と示準化石の

２種類がある。

【示相化石】

• 地層ができた当時の環境が分かる。

 サンゴ･･･暖かくて浅い海。

 ブナの葉･･･やや寒い気候。

 アサリ・ハマグリ･･･浅い海。

 シジミ･･･湖や河口付近。

化石
【示準化石】

• 地層ができた年代が分かる。

 古生代･･･フズリナ・三葉虫

ストロマトライト など

 中生代･･･アンモナイト・恐竜

ソテツ など

 新生代･･･ビカリア・マンモス

メタセコイア など

• 示準化石をもとにして区分した、地層ができた

時代を地質時代という。地質時代を古い順に

並べると次のようになる。

先カンブリア時代→古生代→中生代→新生代（現在）

三葉虫

アンモナイト

ビカリア

流水のはたらき

岩石が太陽の熱や
水のはたらきにより
くずされていくこと

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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基本問題

①化石のうち、地層ができた当時の環境が分
かるものを何というか。

②①であるサンゴの化石が含まれた地層は、
どのような場所でできたと考えられるか。

③化石のうち、地層ができた年代がわかるもの
を何というか。

④③をもとにして区分した、地層ができた時代
を何というか。

⑤③であるフズリナの化石が含まれた地層は、
どの④にできたと考えられるか。

⑥流水のはたらきは、運搬・堆積と何か。

示相化石

暖かくて
浅い海

示準化石

地質時代

古生代

侵食

応用問題
右図は、ある地層から発見された

４種類の化石を表している。

1. ４種類の化石のうち、示準化石を
すべて選びなさい。また、そこから
分かる地質時代を答えなさい。

2. 示準化石となる生物の条件として、
正しいものを次のア～エからすべて
選びなさい。
ア．栄えた期間が長い。 イ．栄えた期間が短い。
ウ．分布範囲が広い。 エ．分布範囲が狭い。

3. 示相化石とはどのような化石か。簡単に答えなさい。

テストに出る

イークルース　中学１年理科講座
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第２分野 ２ – ６ 堆積岩

堆積岩
【堆積岩】

• 海底などに堆積した土砂が、長い年月の間に上に堆積したも

のの重みで押し固められた岩石を堆積岩という。

【粒の大きさによって分けられる堆積岩】

• れき岩･･･粒の大きさが２ｍｍ以上である堆積岩。

• 砂岩･･･粒の大きさが ～２ｍｍである堆積岩。

• 泥岩･･･粒の大きさが ｍｍ以下である堆積岩。

• これらの堆積岩に含まれる粒は、流水によって運ばれてきた

ため、粒が丸みを帯びている。

堆積岩
【生物の遺骸などからできた堆積岩】

• 石灰岩･･･おもに炭酸カルシウムからできていて、うすい塩酸

をかけると二酸化炭素が発生する。

• チャート･･･おもに二酸化ケイ素からできていて、うすい塩酸

をかけても反応しない。石灰岩よりもかたい。

【火山の活動に関係がある堆積岩】

• 凝灰岩･･･火山の噴出物（おもに火山灰）からできていて、

火山活動があったことの手がかりとなる。

• 凝灰岩に含まれる粒は、角ばっている。

〔第２分野〕　第２章　大地の成り立ちと変化
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基本問題

①堆積した土砂が長い年月をかけて、押し固め
られてできた岩石を何というか。

②①のうち、粒の大きさが２ｍｍ以上であるも
のを何というか。

③①のうち、生物の遺骸などが固まった岩石で、
うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生す
るものを何というか。

④①のうち、火山活動によって積もった火山灰
などが固まってできた岩石を何というか。

⑤④に含まれる粒は、丸みを帯びているか、
それとも角ばっているか。

堆積岩

れき岩

石灰岩

凝灰岩

角ばっている

応用問題

下図は、いろいろな岩石の模式図である。

1. 岩石Ａ～Ｃのうち、１つだけ堆積岩ではないものがある。
その記号を選び、その理由を簡単に答えなさい。

2. 岩石Ａに含まれる化石から、この岩石が見つかった地層は
何時代と考えられるか。

テストに出る

応用問題

（前ページより続く）

3. 岩石Ａにうすい塩酸を加えると気体が発生した。その気体
は何か。また、このことから岩石Ａは何岩といえるか。

4. 岩石Ｂは何岩か。また、そのように考えた理由を簡単に答
えなさい。

テストに出る

イークルース　中学１年理科講座
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