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(1)⑭，⑮ (2)エ (3)⑨，⑭ (4)a，d，e1

(1) Bからの光が平面鏡の右端の点Pで反射し

て進む道すじは，下図のようになる。

(2) 平面鏡にうつるAの像を見ることができる範

囲は，下図の の部分である。 の部

分にBはないので，BはAの像を見ることはでき

ない。

同様に，平面鏡にうつるBの像を見ることがで

きる範囲は，下図の の部分である。

の部分にAはないので，AはBの像を見ることは

できない。

A

B

C

P

平面鏡

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮⑪

A

B

C

P平面鏡

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮⑪

Aの像

A

B

C

P平面鏡

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮⑪

Bの像

光・音
P2～7

中１・２の実戦問題集を持

っている場合，再復習しや

すいよう，実戦問題集の

「ポイントNo.」を表示しました。A…3本 B…1本2

まず，鏡にうつる点Pの像の位置を作図する。

下図で，PⅠは点Pの鏡Ⅰによる像，PⅡは点Pの

鏡Ⅱによる像，PⅢはPⅠの鏡Ⅱによる像（または，

PⅡの鏡Ⅰによる像）である。

次に，点AとPⅠ～PⅢをそれぞれ結ぶと，すべ

て鏡を通るので，点Aからは，すべての像を見る

ことができる。ちなみに，点AとPⅢを結んだ直線

は鏡Ⅱを通るので，点Aから見えるPⅢは，PⅠの

鏡Ⅱによる像である。

同様に，点BとPⅠ～PⅢをそれぞれ結ぶと，PⅠは

鏡Ⅰを通るが，PⅡとPⅢはどちらの鏡も通らないの

で，点Bからは，PⅠしか見ることができない。

ポイント１

鏡Ⅰ

A

B

P
鏡Ⅱ

PⅠ

PⅡ

PⅢ

鏡Ⅰ

A

B

P
鏡Ⅱ

PⅠ

PⅡ

PⅢ

(3) 上図より，Aの像を見ることができる太線上の

点は⑨～⑮で，Bの像を見ることができる太線

上の点は④～⑭である。

(4)

ポイント１

A

鏡Ⅰ 鏡Ⅱ

鏡ⅠにうつったA 鏡Ⅱにうつった鏡Ⅰ

鏡Ⅱにうつった“鏡ⅠにうつったA”

見本
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(1)イ，キ (2)全反射

(1)エ (2)C (3)全反射 (4)Ⅲ

ア，オ

ア

(1)物体…8cm スクリーン…8cm (2)イ

3

ポイント２

4

(4) 光が水中から空気中へ進むとき，入射角が

大きく（約50゜以上）なると，光は空気中に出る

ことができず，すべて反射する。

ポイント２

5

厚いガラスから目に入っ

てくる光が，右図の点線を

通ってやってくるように見

えるので，厚いガラスを通

して見えるチョークは，実

際の位置よりも左にずれて見える。

ポイント２

チョーク

厚いガラスを通して

見えるチョーク

6

7

(1) 物体と同じ大きさの像ができるときの凸レン

ズと物体の距離と，凸レンズとスクリーンの距離

は等しく，焦点距離の2倍である。

(2) 凸レンズを通してできる

実像は，同じ方向から見

た実物と上下左右が逆に

なって見える。右図のよう

に，矢印の方向から見た

物体には「Ｒ」の形に発光ダイオードが並べら

れているので，スクリーンには「

Ｒ

」とうつる。

観察

物体

凸レンズ

スクリーン

図３より，点Pから半円形のガラスを通って点R

に届く光の道すじの上に点Qもあるので，点Rから

ガラスを通して見える「点Pに立てたまち針」と，

「点Qに立てたまち針」とは，一致する。

ポイント２

点Pに立てたまち針

半円形ガラス

この後ろに，ガラスを通して見える

「点Pに立てたまち針」がある。

点Qに立てたまち針

(1)記号…エ 名称…実像（倒立実像）

(2)①イ ②イ (3)15cm

(1)イ (2)エ

(1)b…ウ c…ア (2)ウ (3)①低く ②Y

8

9

10

(1) 図の矢印の方向から見た物体には「花」と書

かれているので，スクリーンには「

花

」とうつる。

(3) 焦点距離は，距離Xと距離Yが等しくなるとき

の距離の半分である。表より，距離Xと距離Yが

等しくなっているのは30cmのときなので，焦点

距離はその半分の15cm。

ポイント４

(1) 同じおんさを使うので，音の高さは同じにな

る。したがって，図の経過時間内の振動数は4

回である。また，最初よりも大きな音で鳴らした

ので，振幅は大きくなる。

(2) 高い音が出るおんさを使うので，図の経過

時間内の振動数は4回よりも多い。また，最初

と同じ大きさの音で鳴らしたので，振幅は最初

と同じになる。

ポイント６

(1) a～ dのうち，弦を強くはじいたのはbだけな

ので，bは振幅の大きいウである。また，aはこ

とじの位置が bと同じなので，振動数が同じイ

である。さらに，cと dでは，はじく弦の長さが d

の方が短いので，dは振動数が多いエになる。

(2) aの波形は(1)のイで，図の経過時間内の振

動数は3回である。また，cの波形は(1)のアで，

図の経過時間内の振動数は4回である。よっ

て，aで発生した音の振動数が120Hzならば，

cで発生した音の振動数 x（Hz）は，

120（Hz）： x（Hz）＝3：4

x＝160（Hz）

ポイント５，ポイント６

ポイント４
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30g

(1)ウ (2)1.4cm

(1)6000Pa (2)ウ (3)3.5N (4)①エ ②ア

1

2

3

表より，ばねを3.0cmのばすには，50gのおもり

が必要であることがわかる。よって，80gの物体を

50gに相当する力で上向きに引いているので，台

ばかりが示す値は，残りの30gになる。

ポイント８

(1) 垂直抗力とは，台が物体を垂直上向きに押

し上げる力のこと。

(2) 台ばかりの台に置いた質量63gの物体を，

ばねで上向きに引くと，台ばかりが42gを示し

たのだから，ばねで引いた力は，21gに相当す

る力，すなわち0.21Nである。図１より，ばねを

引く力の大きさが0.30Nのときのばねののびが

2.0cmなので，ばねを引く力の大きさが0.21N

のときのばねののびx（cm）は，

0.21（N）：x （cm）＝0.30（N）：2.0（cm）

x＝1.4（cm）

ポイント８

(1) Bの面積は，

2（cm）×5（cm）＝10（cm2
）

＝0.001（m2
）

600gの物体にはたらく重力の大きさは6Nなの

で，圧力の大きさは，

6（N）÷0.001（m2
）＝6000（Pa）

(2) 圧力が大きいほどスポンジのへこみが大き

い。圧力を大きくするには，スポンジとふれ合う

面積を小さくすればよい。

(3) 表より，台ばかりの値が1.0N変化すると，ば

ねの長さが1.2cm変化することがわかる。よっ

て，ばねののびが3.0cmのとき，ばねが引く力

の大きさ x（N）は，

3.0（cm）： x（N）＝1.2（cm）：1.0（N）

x＝2.5（N）

台ばかりに置いた6NのXを，2.5Nの力で真上

に引き上げたのだから，そのときの台ばかりの

値は，3.5Nになる。

力のはたらき
P10～15

(1)①エ ②21N (2)①面積 ②B

(3)重ね方…Cの面を下にして置いたレンガの上に，

もう1つのレンガを重ねて置いた。

圧力…3000Pa

重力…ウ 浮力…ア

(1)1.0N (2)オ (3)①イ ②ア ③ア (4)イ，カ

4

5

6

(1) レンガがスポンジを押す力の大きさは，レン

ガにはたらく重力によるものだから，レンガのど

の面を下にしても，変わらない。

(3) Cの面の面積はBの面の面積の2倍なので，

圧力を同じにするには，Cの面を押す力を，B

の面を押す力の2倍にすればよい。よって，C

の面を下にして置いたレンガの上に，もう1つ

のレンガを重ねて置くとよい。このとき，上にの

せるレンガの向きは問わない。

ポイント９

Bの面を押す力：21N

Bの面積：70cm
2

Cの面を押す力：42N

Cの面積：140cm
2

2倍

2倍

おもりにはたらく浮力は，水中に沈めた部分の

体積が大きいほど大きくなる。

ポイント10

(1) 図２より，重さ5Nの物体が，水面から10cm

沈んだときのばねばかりの値が4.0Nである。よ

って，軽くなった1.0Nが浮力となる。

(4)① ばねののびが大きくなると，Xが台ばかり

を押す力が小さくなっていく。そのため，台

ばかりがXのA面から受ける圧力も小さくなっ

ていく。

② ばねののびが変化しても，Xにはたらく重

力の大きさは，6Nのままで変化しない。

ポイント８，ポイント９

見本
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(1)イ (2)45N (3)10N

(4)

7

(2) 図３のグラフで，水面から

物体の下面までの距離が0cm

というのは，右図のように，物

体が水中に沈んでいないとき

なので，このときのばねばかり

の値が，物体の重さになる。

(3) 図３より，重さ45Nの物体

が，水面から物体の下面まで

の距離が 10cmのときのばね

ばかりの値が35Nになる。よって，軽くなった

10Nが浮力となる。

水

(2)(4)

ポイント10

0 5 10 15 20 25 30
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

水面から物体の底面までの距離

（cm）

（N）

ば
ね
ば
か
り
の
値

0 10 20
0

10

20

30

40

50

水面から物体の下面までの距離

（cm）

（N）

ば
ね
ば
か
り
の
値

(1)イ (2)ウ (3)2.4N8

(1) 図４で，水中にある物体Bには，下向きの重

力2.0Nと上向きの浮力がはたらくが，その2力

だけでは，図２のように水に浮いてしまうので，

さらに，物体Bにつないだ糸で，下向き0.8Nの

力で引いている。つまり，図４で，水中にある物

体Bには，2.8Nの浮力がはたらいている。

(2) 図４と図６では，水中にある物体Bの体積は

等しいので，それぞれにはたらく浮力の大きさ

も等しい。

(3) 図３では，重さ5.0Nの物体Aを水中に沈める

と，ばねばかりは3.2Nを示したので，物体Aに

はたらく浮力は1.8Nである。また，重さ2.0Nの

物体Bがすべて水中にあるときの浮力は2.8N

なので，図５で

は，物体Aと物体

Bの重さの合計

が7.0N，物体Aと

物体Bがすべて

水中にあるときの

浮力の合計が

4.6Nである。

ポイント10

物体A
重さ：5.0N

浮力：1.8N

物体B
重さ：2.0N

浮力：2.8N

(4) 水面から物体の下面まで

の距離が0cmのときのばね

ばかりの値は，45Nである。

また，物体が水中にすべて

沈むのは，水面から物体の

下面までの距離が10cmのと

きである。このとき，物体に

はたらく浮力は，A面にばねばかりを取り付け

たときと同じになる（水中にある体積が同じだか

ら）ので，ばねばかりの値は30Nになる。

ポイント10

水

10cm

見本
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①記号…c 名称…柱頭

②記号…b 名称…やく

③記号…e 名称…子房

④記号…d 名称…胚珠

(1)種子植物 (2)B

(3)①胚珠 ②イ→エ→ウ→ア ③ア

(1)道管 (2)ア (3)イ

(4)①気孔 ②蒸散 ③Ⅰ…ウ Ⅱ…対物

(5)酸素

(1)イ (2)葉にあるデンプンをなくすため。

(3)①C ②B

(1)ウ (2)C，D

(1)①イ

②BTB溶液の色の変化が，オオカナダモのはた

らきによるものであることを確かめるため。

(2)呼吸

1

2

3

4

5

6

(3)② アはめしべ，イはがく，ウはおしべ，エは

花弁。

ポイント21

(2) 植物の葉が呼吸だけをしているのはC。Cで

葉以外の条件が同じになっているのはD。

ポイント24

(1)① 青色のBTB溶

液に，息に含ま

れる二酸化炭素

を吹き込んで緑

色にしたが，試験管Aではオオカナダモが

呼吸よりも光合成をさかんに行って二酸化

炭素を吸収し，もとの青色にもどる。

② ある条件（材料）の影響を明らかにするた

めに行う比較実験を対照実験という。対照

青 緑
A

二酸化炭素

二酸化炭素

ポイント21

ポイント19，ポイント22

ポイント23

植物の生活と種類
P18～23

(1)①0.5mL ②1.7mL

(2)茎からも蒸散しているから。

(1)①道管 ②葉脈

(2)記号…イ

理由…葉の裏側に気孔が多く，蒸散によって気

孔から出て行った水の量が多いため。

(3)0.5g

7

8

実験の目的を問う記述問題では，問題文よ

り，「変化したもの」と「対照実験で変化させ

た条件（使われなかった材料）」の2つを読み

取って，次のようにまとめる。

問題では，「変化したもの」は「BTB溶液

の色」，「対照実験（試験管B）で変化させた

条件（使われなかった材料）」は「オオカナダ

モ」である。

(2) オオカナダモの

呼吸によってできた

二酸化炭素が，青

色のBTB溶液を緑色にした

ポイント24

変化したもの の変化が 対照実験で

変化させた条件（使われなかった材料）

のはたらきによるものであることを確かめ

るため。

青 緑

二酸化炭素

(3) 下の表は，蒸散する場所に○をつけて表し

たものである。葉以外（茎）の蒸散量は，（A＋B

－C）などの方法で求めることができる。

ポイント25

葉の裏 葉の表 葉以外 蒸散量（4時間）
A ○ ○ 4.0g
B ○ ○ 1.5g
C ○ ○ ○ 5.0g

(1) 下の表は，蒸散する場所に○をつけて表し

たものである。葉の表の蒸散量は（C－A）で，

葉の裏の蒸散量は（C－B）で求めることができ

る。

ポイント25

葉の裏 葉の表 茎 蒸散量

A ○ ○ 2.5ｍL
B ○ ○ 1.3ｍL
C ○ ○ ○ 3.0ｍL見本
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(1)C (2)ア，エ，カ

(1)観点Ⅱ…オ 観点Ⅲ…イ 観点Ⅳ…ア

(2)ウ，オ

9

10

Aは双子葉類のタンポポ，Bは単子葉類のツユ

クサ，Cは裸子植物のマツ，Dはシダ植物のイヌワ

ラビ，Eはコケ植物のゼニゴケ。

ポイント26

ポイント26

(1)30Ω (2)0.3A (3)6V

(1)エ (2)0.03W (3)120Ω

(1)5Ω (2)エ (3)0.29W (4)ア，ウ (5)3Ω

(6)30Ω

1

2

3

(2) 図２は並列回路なので，抵抗Pにかかる電

圧は9Vである。

(3) 抵抗PとQの抵抗の大きさは，それぞれ30Ω

と60Ωなので，図３の回路全体の抵抗の大きさ

は90Ωである。よって，回路を流れる電流は，

9（V）÷90（Ω）＝0.1（A）

よって，抵抗Qにかかる電圧は，

0.1（A）×60（Ω）＝6（V）

ポイント36，ポイント37，ポイント38

(2) 抵抗Xに流れる電流は，

3.0（V）÷300（Ω）＝0.01（A）

よって，抵抗Xで消費する電力は，

0.01（A）×3.0（V）＝0.03（W）

(3) 抵抗Yに流れる電流は，

3.0（V）÷200（Ω）＝0.015（A）

また，抵抗Xに流れる電流は0.01Aなので，回

路全体に流れる電流は，

0.015（A）＋0.01（A）＝0.025（A）

よって，回路全体の抵抗の大きさは，

3.0（V）÷0.025（A）＝120（Ω）

ポイント36，ポイント38

(2) 【実験１】より，豆電球 aの抵抗は5Ω，豆電

球bの抵抗は7.5Ωである。図２は直列回路な

ので，豆電球 aと豆電球 bに流れる電流の大

きさは同じになるが，それぞれの豆電球にかか

る電圧は，抵抗の大きい豆電球bの方が大きく

なるので，消費電力も大きくなり，明るく光る。

(3) 図２の回路全体の抵抗の大きさは，

5（Ω）＋7.5（Ω）＝12.5（Ω）

よって，回路を流れる電流は，

3（V）÷12.5（Ω）＝0.24（A）

よって，豆電球aにかかる電圧は，

0.24（A）×5（Ω）＝1.2（V）

電気回路
P26～31

見本
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2.5Ω

(1)イ (2)

(3)エ→ウ→ア→イ

4

5

S2のみ閉じたとき，電流は抵抗Yと抵抗Zにだ

け流れる直列回路になる。このとき流れる電流は

3.0Aなので，電源の電圧は，

3.0（A）×（2.0＋3.0）（Ω）＝15（V）

次に，S2を開き，S1とS3を閉じると，電流は抵抗X

と抵抗Zにだけ流れる並列回路になる。電源の電

圧は変えていないので，抵抗Xの抵抗値は，

15（V）÷6.0（A）＝2.5（Ω）

ポイント36，ポイント37，ポイント38

(2) S1とS3の両方を入れると，電熱線Yと電熱線

Zの並列回路になる。このとき，電熱線Yに流れ

る電流は，【実験１】のグラフより，電源の電圧

が3.0Vのときには0.15Aである。また，電熱線Z

以上より，豆電球aの消費電力は，

0.24（A）×1.2（V）＝0.288（W）

(5) 豆電球 aに流れる電流は，

1.5（V）÷5（Ω）＝0.3（A）

同様に，豆電球bに流れる電流は，

1.5（V）÷7.5（Ω）＝0.2（A）

よって，回路全体に流れる電流は，

0.3（A）＋0.2（A）＝0.5（A）

以上より，回路全体の抵抗の大きさは，

1.5（V）÷0.5（A）＝3（Ω）

(6) 回路全体を流れる電流がもとの0.5倍になっ

たのだから，図４の回路を流れる電流は0.25A

である。豆電球 bに流れる電流は0.2Aだから，

抵抗器を流れる電流は0.05Aになる。よって，

抵抗器の抵抗の大きさは，

1.5（V）÷0.05（A）＝30（Ω）

ポイント36，ポイント37，ポイント38

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 1.0 2 .0 3.0 4.0 5.0

電
流
（A）

電圧 （V）

(1)イ

(2)

(1)ア，エ (2)ウ

6

7

(1) 図２より，AB間の抵抗

は30Ω，AC間の抵抗は

50Ω，BD間の抵抗は60

Ωである。このとき，AC

間の50Ωは20Ωと30Ω

の和になるので，BC間に20Ωの抵抗器がつな

がっている。また，BD間の60Ωは20Ωと40Ω

の和になるので，CD間に40Ωの抵抗器がつな

がっている。

(2) AD間は，3つの抵抗器が直列につながって

おり，全体で90Ωになっている。

ポイント36，ポイント37，ポイント38

A

B C

D

20Ω

30Ω

40Ω

(1) 電気器具を100Vで使用し，40Aを超える電

流が流れるとブレーカーが作動するのだから，

そのときの消費電力は4000Wである。エアコ

ン，冷蔵庫，照明，テレビで1500Wを使用し，

加えて電子レンジ（1200W），炊飯器（600W）を

使用すると，消費電力は全部で3300Wになる。

に流れる電流は，電源の電圧が3.0Vのときに

は，

3.0（V）÷60（Ω）＝0.05（A）

よって，電源の電圧が3.0Vのときに回路に流

れる電流は，0.20Aになる。

(3) 電流を大きくするには，抵抗を小さくすれば

よい。ア～エのそれぞれに電流が流れる電熱

線は，次のようになる。

ア…電熱線Z（60Ω）

イ…電熱線Zと電熱線Yの直列（80Ω）

ウ…電熱線Y（20Ω）

エ…電熱線Zと電熱線Yの並列（20Ωよりも小さ

い）

ポイント36，ポイント37，ポイント38

0.3

0.2

0.1

0
0 2 4 6 8 10

電圧 （V）

（A）

電
流

AB間 AC間

BD間

見本



- 9 -

(1)3A (2)6.0℃ (3)1.6℃

(4)電熱線 a と電熱線 bでは，それぞれにかかる電

圧は等しいが，流れる電流は電熱線 aの方が大

きいため，電力も大きくなるから。

8

(2) 抵抗6Ωの電熱線 bに6Vの電圧をかけたと

き，電熱線 bに流れる電流は，

6（V）÷6（Ω）＝1（A）

よって，電熱線bの消費電力は，

1（A）×6（V）＝6（W）

同様に，電熱線aの消費電力は，

3（A）×6（V）＝18（W）

電熱線 aを使うと，18Wの消費電力で18.0℃（7

分）上昇するので，6Wの消費電力では，7分で

6.0℃上昇する。

(3) 図２は直列回路なので，回路全体の抵抗は

8Ωである。よって，回路に流れる電流は，

6（V）÷8（Ω）＝0.75（A）

よって，電熱線aと電熱線 bにかかる電圧はそ

れぞれ，1.5Vと4.5Vになる。

以上より，電熱線aの消費電力は，

0.75（A）×1.5（V）＝1.125（W）

同様に，電熱線bの消費電力は，

0.75（A）×4.5（V）＝3.375（W）

電熱線b を使うと，3.375Wの消費電力で4.8℃

（10分）上昇するので，1.125Wの消費電力で

は，10分で1.6℃上昇する。

《別解》

電熱線a と電熱線 bに流れる電流は同じ大

きさなので，それぞれの電熱線にかかる電圧

の大きさの比は，抵抗の大きさの比と同じ1：3

である。そのため，それぞれの電熱線の消費

電力の比も同じく1：3になるので，上昇温度の

比も同様に，1：3になる。

ポイント39

よって，ブレーカーが作動するのは，700W以

上の電気器具を使ったときである。

(2) すべての電気器具が一定の電圧（100V）で

使用できるよう，電気器具は並列につながれて

いる。

ポイント39

(1)1.5A (2)18W

(3) (4)360 J

9

(3) 【実験１】では，4Ωの電熱線に6Vの電圧を

かけると電熱線に1.5Aの電流が流れ，水100g

が10分で12℃上昇した。また，【実験２】では，

2Ωの電熱線に6Vの電圧をかけると電熱線に

3Aの電流が流れ，水100gが10分で24℃上昇

した。以上より，電流が2倍になることで電力も2

倍になり，水の上昇温度も2倍になったと考え

られる。図３では，回路全体の抵抗が6Ωにな

っているので，6Vの電圧をかけたときに電熱線

に流れる電流は1Aになる。これは，【実験２】の

ときの 倍なので，10分後の上昇温度も 倍

の8℃になる。

(4) 電熱線Xが10分間（600秒）に発生した熱量

（電力量）は，

1.5（A）×6（V）×600（s）＝5400（ J）

また，水1gの温度を1℃上げるのに必要な熱

量が4.2 Jなので，水100gの温度が12℃上がっ

た10分間に得た熱量は，

4.2（ J ）×100×12＝5040（ J）

よって，水の温度を上昇させるのに使われなか

った熱量は，

5400（ J ）－5040（ J）＝360（ J ）

ポイント39

1
3

1
3

30

20

10

0
0 2 4 6 8 10

電流を流しはじめて

からの時間（分）

（℃）

水
の
上
昇
温
度

見本
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(1)①静電気 ②イ (2)イ (3)イ

エ

ウ

①ア ②イ

(1)誘導電流 (2)ウ (3)イ

(1)エ

(2)回路全体の抵抗が小さくなり，コイルに流れる電

流が大きくなるから。

(1)ア，エ (2)0.0125N (3)ア，オ

コイルに流れる電流の向きを，半回転ごとに変える

はたらき。

(1)電磁誘導 (2)①ア ②ア

(3)①ア ②イ ③ア

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(2) 図２より，電流の大きさが0.5Aのときのばね

ののびは2.5cm。図３より，ばねののびが2.5cm

のときのばねに加えた力 x（N）は，

2.5（cm）： x （N）＝2.0（cm）：0.01（N）

x （N）＝0.0125（N）

ポイント45

(3) 鉄しんの点P側がS極になるので，コイルBを

コイルAから遠ざけると，コイルAの点P側がN極

になる向きに誘導電流が流れる。

ポイント44，ポイント46

ポイント40

ポイント43

ポイント44

ポイント45

ポイント46

ポイント44

ポイント45

電流と磁界
P34～39

イ

(1)Ⅱ…イ Ⅲ…ア (2)イ

10

11

図１では，コイルの上部

に棒磁石のN極を近づけ

たので，コイルの上部がN

極になり，検流計の針が

左に振れた。図２では，最

初にコイルの上部に棒磁

石のS極が近づくので，コ

イルの上部がS極になり，

検流計の針が右に振れ

る。そして，コイルを通過し

た棒磁石は，コイルの下

部から棒磁石のN極が遠

ざかるので，コイルの下部

がS極（コイルの上部がN

極）になり，検流計の針が左に振れる。

ポイント46

S

N

S極になる

N極になる

S

N

S極になる

(1) 図の棒磁石の黒色の方をX極，白色の方を

Y極とする。最初に，棒磁石が点Aから最下点

Bへと動いたときは，コイルの上部にX極が近

づいたのだから，コイルの上部はX極になり，

電流がPの向きに流れた。続いて，棒磁石が

最下点Bから点Cへと動いたときは，コイルの上

部からX極が遠ざかるのだから，コイルの上部

はY極になり，電流がQの向きに流れる。

(2) 棒磁石のX極が近づくと，コイルの上部がX

極になって，棒磁石が近づくのをさまたげる。

また，棒磁石のX極が遠ざかると，コイルの上

部がY極になって，棒磁石が遠ざかるのをさま

たげる。そのため，棒磁石が最下点Bを通過す

る速さは，次第に小さくなっていく。

A

B

X極
Y極

X極になる

B

C

Y極になる

P
Q

ポイント46

見本
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①イ ②ア ③ア

ウ

(1)ア (2)エ

(1)5.5 (2)①ア ②ア ③浮くかどうか (3)B，E

(1)B→A→C (2)再結晶

(1)溶質 (2)9.2g (3)エ

(1)ウ (2)ⅰ群…エ ⅱ群…カ

1

2

3

4

5

6

7

(2) 金属Mの密度は，

23.62（g）÷3.0（cm 3
）＝7.87…（g/cm 3

）

図１より，白金の密度は21.5g/cm3
，銀の密度

は10.5g/cm3
，鉛の密度は11.3g/cm3

，鉄の密度

は7.8g/cm 3である。

ポイント12，ポイント13

(2) 水100gに硝酸カリウムを溶かした水溶液の

質量パーセント濃度が50％なので，溶かした

硝酸カリウムの質量x （g）は，

×100＝50（％）

x（g）＝100（g）

表より，水の温度が60℃のとき，水100gに溶け

ることのできる硝酸カリウムの質量は109.2gな

ので，さらに，9.2g溶かすことができる。

ポイント15

x（g）
100（g）＋x （g）

ポイント11

ポイント11

ポイント15

ポイント15

(3) 表１より，Bの密度は1.38g/cm3
，Cの密度は

0.90g/cm3
，Dの密度は0.93g/cm3

，Eの密度は

1.40g/cm3である。表２より，ポリエチレンテレフ

タラートの密度は1.38～1.40g/cm3
なので，B，

Eがポリエチレンテレフタラートである。

ポイント12，ポイント13

物質の性質
P42～47

ウ

(1)融点 (2)①イ ②ア

(3)固体のロウは，液体のロウよりも密度が大きいか

ら。

(1)出てきた気体を冷やして液体にする役割

(2)ア (3)A (4)蒸留

(1)エ，オ (2)ア

(3)密度…0.92g/cm3
記号…ア→ウ→イ

(4)沸点の違い

8

9

10

11

aと cは，ともに10℃で飽和しているときの濃度

なので，等しい。bは5gの物質Pがすべて溶けた

ときの濃度なので，aと cに比べて大きい。

ポイント15

(1) 空気は，窒素や酸素などの気体の混合物。

塩酸は，水に塩化水素が溶けた混合物。

(3) 試験管Aに集めた液体は，少量の水を含ん

だエタノールである。また，試験管Cに集めた

液体は，少量のエタノールを含んだ水である。

それぞれの試験管にポリエチレン片を入れる

と，試験管Aでは沈むが，試験管Cでは浮くの

で，ポリエチレン片の密度は，試験管Aの液体

より大きく，試験管Cの液体より小さい。

ポイント13，ポイント18

ポイント16，ポイント17

ポイント18

見本
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(1)空気の泡が入りにくくなるから。

(2)名称…細胞壁 記号…ウ

(1)表面積が大きくなり，より多くの栄養分を吸収で

きる。

(2)①血しょう ②肝臓

(1)デンプン溶液の変化が，だ液のはたらきによるも

のであること。

(2)①ベネジクト液 ②加熱 (3)オ (4)消化酵素

(1)イ (2)名称…肝臓 記号…D

(3)Ⅰ…酸素 Ⅱ…養分

(1)B，C (2)ウ (3)ヘモグロビン

(4)血液の逆流を防ぐ。

(1)横隔膜 (2)①イ ②イ ③ア

1

2

3

4

5

6

(1) ある条件（材料）の影響を明らかにするため

に行う比較実験を対照実験という。対照実験

の目的を問う記述問題では，問題文より，「変

化したもの」と「対照実験で変化させた条件（使

われなかった材料）」の2つを読み取って，次の

ようにまとめる。

問題では，「変化したもの」は「デンプン溶

液」，「対照実験（試験管B）で変化させた条件

（使われなかった材料）」は「だ液」である。

ポイント56

変化したもの の変化が 対照実験で変

化させた条件（使われなかった材料） のは

たらきによるものであることを確かめるため。

(2) 静脈血が流れている動脈は，肺動脈。

ポイント58

ポイント55

ポイント56，ポイント57，ポイント58

ポイント57

ポイント59

動物の生活と種類
P50～55

(1)ウ→イ→エ→ア (2)イ (3)①ア ②イ

(1)a，d，f (2)こうさい

(3)用語…反射 記号…ア，イ

Ⅰ…イ Ⅱ…ウ

(1)A…えら B…変温

(2)①魚類や両生類がうむ卵には殻がなく，ハチュ

ウ類や鳥類がうむ卵には殻がある。

②C，D

(3)①相同器官 ②コウモリ…ウ クジラ…カ

③生活する環境に適するように進化したから。

7

8

9

10

(1) 目で受けた刺激は，直接脳へ伝わる。

ポイント61，ポイント62

ポイント60

ポイント64

ポイント64，ポイント65

見本
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(1)①はん状 ②イ ③ア (2)玄武岩

(1)名称…等粒状組織 記号…エ (2)長石

(1)示準化石 (2)泥 (3)ウ (4)ア

(5)d→c→ f→ e

(1)風化 (2)エ (3)オ→エ→イ→ウ→カ→ア

南西

(1)堆積岩 (2)ア (3)凝灰岩 (4)示相化石

(5)ウ

1

2

3

4

5

6

(3) 堆積した順はd→c→ bで，粒の大きさは次

第に小さくなっている。川の水に運ばれた土砂

は，粒が小さいものほど，河口から遠く，深い

海底に堆積する。

ポイント27，ポイント29，ポイント30

(3)

ポイント27

離れたところにある地層の関係を調べるには，

同じ種類の化石を含む層や火山灰層のように，

広い範囲に分布する地層を目印にする。そこで，

A～Cの火山灰層を比べると，標高14mのAでは

地表から6m下に火山灰層が現れるので，火山灰

層の標高は8mである。同様に，Bでは標高9m

に，Cでは標高8mに火山灰層がある。以上より，

Bから見て，西（A）にも南（C）にも傾いていること

がわかる。

ポイント28

ポイント30，ポイント31

ポイント31

地層・火山・地震
P58～63

エ

(1)活断層 (2)120km (3)16時22分53秒

(4)7.5秒

(1)主要動 (2)ア (3)エ

7

8

9

(5) 標高90mの地点Aでは地表から15m下に火

山灰層が現れるので，火山灰層の上端の標高

は75mである。同様に，地点Bでは標高75m

に，地点Cでは標高85mに火山灰層の上端が

ある。そこで，AとBの火山灰層を比べると，同

じ高さにあるので東西には傾いていない。ま

た，BとCの火山灰層を比べると，Bの方が低い

ところにあるので南に傾いている。

ポイント27，ポイント28，ポイント29

(2) 図１より，初期微動継続時間が15秒なので，

図２から，P波とS波の到着時刻の差が15秒に

なっているところを見つける。

(3) 図２より，震源から120km離れた観測地点A

にP波が伝わるのに20秒かかることがわかる。

観測地点AにP波が伝わった（初期微動が始ま

った）のが16時23分13秒なので，地震が発生

した時刻は，

16時23分13秒－20秒＝16時22分53秒

(4) 図２より，震源からの距離が30kmの地点に

設置されている地震計にP波が伝わるのに5秒

かかることがわかる。さらに，地震計がP波を観

測してから，震源から60kmの地点で緊急地震

速報を受信するまでに5秒かかるので，地震が

発生してから10秒後に，震源から60kmの地点

で緊急地震速報を受信できる。また，図２より，

震源からの距離が60kmの地点にS波が届くま

でに17.5秒かかるので，緊急地震速報を受信

してからS波が届くまでにかかる時間は，

17.5（秒）－10（秒）＝7.5（秒）

ポイント33

(2) 地点AとBで，P波が到着した時刻（Xの開始

時刻）の差5秒は，その2地点の震源からの距

離の差40kmからくるものなので，P波の伝わる

速さは，

ポイント33

見本
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エ10

ポイント34

40（km）÷5（s）＝8（km/s）

よって，地震が発生してから120km離れた地

点AにP波が伝わるのにかかる時間は，

120（km）÷8（km/s）＝15（s）

地点AにP波が到着した時刻（Xの開始時刻）

が7時54分37秒なので，地震が発生した時刻

は，

7時54分37秒－15秒＝7時54分22秒

(3) Xにあたるゆれ（初期微動）とYにあたるゆれ

（主要動）の開始時刻の差（初期微動継続時

間）が短いので，震源までの距離は短い。

ポイント33

震源

A B

7時54分
37秒

7時54分
42秒

120km
160km

(1)

(1)露点 (2)9.4g (3)41％

(1)ア (2)イ

(1)ア

(2)①記号…イ

理由…「気温が急に下がったから。」

「風向きが南寄りから北寄りに変わった

から。」

②イ ③エ

1

2

3

4

(2)(3) 露点が10℃なので，実験を行った部屋の

水蒸気量は9.4g/m 3
。よって，その湿度は，

9.4（g/m3）÷23.1（g/m3）×100＝40.6…（％）

ポイント67

(1) 4月21日9時の室温は20℃なので，その空

気1m 3
には，最大で17.3gの水蒸気を含むこと

ができる。そして，くもり始めたときの水の温度

が11℃なので，その空気1m3に含まれている

水蒸気は10.0gである。よって，さらに含むこと

ができる水蒸気は，空気1m3
あたり，

17.3（g/m3
）－10.0（g/m 3

）＝7.3（g/m3
）

よって，空気150m3
では，

7.3（g/m3
）×150（m3

）＝1095（g）

(2) 湿度が低くなるのは，気温が高く，露点が低

いときである。

ポイント67

北

東

南

西

ポイント66

(2)③ 11月10日17時の気温は10℃なので，その

ときの飽和水蒸気量は約9.4g/m3
。また，露

点が5℃なので，そのときの水蒸気量は約

6.8g/m3
。よって，その湿度は，

6.8（g/m3
）÷9.4（g/m 3

）×100＝72.3…（％）

ポイント67，ポイント69

(2)1020hPa

(3)イ

(4)37％

気象とその変化
P66～71

見本
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(1)①寒冷前線 ②イ (2)13.2g (3)C

(1)イ，ウ (2)イ (3)①ア ②イ ③ア

ウ

(1)

5

6

7

8

(2) 13日24時の気温は17.0℃なので，そのとき

の飽和水蒸気量は14.5g/m3
。また，湿度が91

％なので，その水蒸気量は，

14.5（g/m3
）×0.91＝13.19…（g/m3

）

(3) 表１より，14日3時に気圧が最も低くなってい

るので，このときに，観測が行われた地点に台

風が最も近づいたと考えられる。また，このとき

の風向きが北北西なので，観測が行われた地

点は，低気圧である台風の北側であることがわ

かる。

ポイント67，ポイント69

(2) 表より，海風が吹く夕方までは北寄りの風が

吹いているが，陸風が吹く夕方降は南寄りの

風に変わっている。よって，観測を行った地点

は，北側に海が，南側に陸がある。

ポイント70

(2) 等圧線の間隔がせまいところほど風力は大

きい。

(4) シベリア気団から吹き出す北西の季節風

は，日本海をわたってくる間にあたためられて

上昇し，雲ができる。やがて，日本列島にぶつ

かると，山に沿って強い上昇気流を生じ，山間

部で大雪となる。

ポイント70

ポイント70

北

西

南

東

(2)A

(3)①ア ②イ ③ア

(4)イ

(5)ウ

(1)ウ

(2)最初は，フラスコやガラス管内の空気が出てくる

から。

(3)石灰水

(1)エ (2)水上 (3)化学式…NH3 記号…ウ

(1)水が逆流して，加熱した試験管Aが割れるのを

防ぐため。

(2)①ア ②イ

(1)加熱してできた水が試験管の底の方に流れて，

試験管が割れるのを防ぐため。

(2)O

(3)「水に溶ける量の違いを見る。」

「水に溶かしてフェノールフタレイン液を加え，色

の違いを見る。」

(1)O2

(2)鉄と硫黄が化合するときに発生する熱によって，

反応が進行するから。

(3)Fe＋S→FeS (4)エ

(1)ウ，オ (2)エ (3)0.72g (4)2Cu＋O2→2CuO

(5)銅…エ マグネシウム…ア (6)オ

1

2

3

4

5

6

(2) 石灰水を白くにごらせた気体はCO2（二酸化

炭素），試験管の口付近にできた液体はH2O

（水）。

(3) 加熱した試験管に残った固体は，炭酸ナトリ

ウムである。炭酸ナトリウムは，炭酸水素ナトリ

ウムと比べて水に溶けやすく，フェノールフタレ

イン液を加えると濃い赤色になる。

ポイント47

ポイント14

(3) アは，水の性質。イは，酸素の性質。エは，

塩素の性質。

ポイント14

ポイント47

ポイント49，ポイント51，ポイント52

気体の性質・化学変化
P74～80

見本
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(1)ア，ウ (2)ウ (3)酸化銅，銅 (4)3：8

(5)CuO＋H2→Cu＋H2O

7

(3) 加熱時間が12分以上のときは，加熱後の質

量が1.25gから変化していないので，銅と酸素

は 4：1の質量比で反応することがわかる。ま

た，銅1.00gを空気中で3分加熱した後の質量

が 1.07gなので，増加した0.07gは化合した酸

素の質量である。したがって，反応した銅の質

量 x（g）は，

x（g）： 0.07（g）＝4 ： 1

x（g）＝0.28（g）

銅1.00gのうち，0.28gが反応したので，反応せ

ずに残っている銅の質量は，

1.00（g）－0.28（g）＝0.72（g）

(6) 【実験１】より，銅と酸素は4：1の質量比で反

応することがわかる。酸化銅の化学式はCuO

で表されるので，銅原子1個と酸素原子1個の

質量比が 4：1ということになる。また，【実験２】

より，マグネシウムと酸素は 3：2 の質量比で反

応することがわかる。酸化マグネシウムの化学

式はMgOで表されるので，マグネシウム原子1

個と酸素原子1個の質量比が 3：2 ということに

なる。以上より，酸素原子1個の質量を「2」とし

たとき，銅原子1個の質量は「8」，マグネシウム

原子1個の質量は「3」となる。

ポイント52，ポイント54

反応し

ない銅

反応す

る銅
酸素 酸化銅

反応し

ない銅
＋と と

0.72g 0.35g

④ ① ⑤： ：

1.00g

0.07g

1.07g

0.28g 0.72g

(3) 図２より，炭素の粉末0.3gが過不足なく反応

することがわかる（炭素の粉末が0.4gのときに

は，加熱後の試験管内にある固体の質量が

0.1g増えている。これは，反応せずに残った炭

素の粉末の質量と考えられる）。よって，炭素

の粉末0.1gを用いたとき，加熱後の試験管内

には，反応せずに残っている酸化銅と，酸化

銅が炭素によって還元されてできた銅がある。

(4) 炭素の粉末0.3gを用いると，過不足なく反応

するので，そのときの，加熱後の試験管内にあ

る固体の質量3.2gは，酸化銅が還元されてで

(1)CO2 (2)3.30g (3)ウ

(1)ア (2)0.4g

記号…ウ ④質量保存

8

9

10

(2) 図３より，うすい塩酸20cm3
は，石灰石3.00g

と過不足なく反応し，気体を1.32g（＝0.44×3）

発生することがわかる。したがって，同じ濃度

のうすい塩酸50cm3
（20cm3

の2.5倍）に，石灰

石9.00g （3.00gの3倍）を加えて反応させると，

発生する気体の質量は，

1.32（g）×2.5＝3.30（g）

(3) 量は同じ20cm3
で，濃度を2倍にした塩酸を

用いたのだから，それに過不足なく反応する

石灰石は3.00gの2倍の6.00gで，発生する気

体も1.32gの2倍の2.64gになる。

ポイント53

(2) 「うすい塩酸30cm3
が入ったビーカーの質

量」＋「加えた炭酸水素ナトリウムの質量」－

「反応後のビーカー全体の質量」が，発生する

気体の質量になる。このとき，「加えた炭酸水

素ナトリウムの質量」が3.0g以上のときには，発

生する気体の質量は1.2gのまま変化しないの

で，うすい塩酸30cm3
に炭酸水素ナトリウム3.0g

が過不足なく反応し，気体が1.2g発生すること

がわかる。よって，うすい塩酸10cm3
（30cm 3

の

倍）に炭酸水素ナトリウム2.0g （3.0gの 倍）

を加えると，発生する気体の質量は，

1.2（g）× ＝0.4（g）

ポイント53

1
3

2
3

1
3

きた銅の質量である。図２より，酸化銅を4.0g

使って実験していることがわかるので，酸化銅

の還元によって取り除かれた酸素の質量は，

4.0（g）－3.2（g）＝0.8（g）

0.3gの炭素は，この0.8gの酸素と反応して二酸

化炭素になったのだから，炭素と酸素が結び

つくときの炭素と酸素の質量の比は，

0.8（g）：0.3（g）＝8：3

ポイント50，ポイント52，ポイント54

ポイント53

見本


