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<<<<<<<<<<< 物質と変化 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

001 上皿てんびんで質量を正しくはかるには，上皿てんびんを水平な台の上に置い

た後，指針がどのようなふれ方をするように調整すればよいか。簡潔に書きな

さい。 <広島>

002 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液は，どちらも無色透明な液体である。これを見

分けるにはどうしたらよいか，見分け方を解答例の書き方にならって３通り書

きなさい。

[解答例]スチールウールやマグネシウムを入れる。気体が発生すれば塩酸。

<富山>

003 図のように乾いた試験管をさかさまにしてアンモニアを集

めるのはなぜか。その理由を書きなさい。 <新潟>

004 図は５％の食塩水を熱して沸とうさせ，出てくる水蒸気

を冷やして試験管に集める実験を示している。この実験

で，沸とう石を用いるのはなぜか。その理由を｢食塩水

が｣で始まる文で簡単に書きなさい。 <長崎>

005 図の装置でガラス管の先から出てくる気体を集気び

んに集めるとき，最初に出てくる気体は逃がした方

がよい。その理由を簡潔に書きなさい。 <佐賀>

006 水溶液を見分ける実験を行った。においをかぐときの方法を書きなさい。

<鹿児島>
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007 うすい硫酸に粒状の亜鉛を反応させると，水素が発

生する。水素だけを集める方法としてもっとも適切

なものを，次のア～エの中から一つ選んで，その記

号を書きなさい。また，その集め方を選んだ理由を，

「水」と「混合」という語を用いて，30字以内で書

きなさい。 <茨城>

008 二酸化炭素は，水上置換法のほかに，下方置換法でも集めることができる。こ

の二つの集め方からわかる気体の性質を書きなさい。 <熊本>

009 右の図のような装置で，アンモニアと酸素との混合気体を矢

印の向きに通し，出てくる気体を集めた。集めた気体の中に

火のついたろうそくを入れると，燃え方はどうなるか。簡潔

に書きなさい。 <栃木>

010 Ｍさんたちは，右のグラフをもとに次のように考察

した。その理由を簡潔に書きなさい。 <宮崎>

[考察] グラフから，物質Ａと物質Ｃは純粋な物質

であると考えられ，物質Ｂは混合物であると

考えられる。

[理由]



- 4 -

<<<<<<<<<<< 化学変化 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

011 次の実験をもとにして問いに答えなさい。

[実験] スチールウールをガスバーナーで加熱して，完全に燃焼させたところ，

燃焼前と後では質量，色，手ざわりが変わった。

燃焼後の質量，色，手ざわりは，燃焼前に比べてどのように変化したか。

<石川>

012 次の実験操作をもとにして問いに答えなさい。

[実験操作] 水から，水の成分である酸素を気体として取り出す。

この実験操作では，水に少量の水酸化ナトリウムを溶かしてから行った。そ

の理由を書きなさい。 <山口>

013 図のようにアルミニウムはくでつくった皿に

黒っぽい色の酸化銀をのせ，試験管に入れて

加熱したところ，酸化銀は，気体を発生しな

がら白っぽい物質に変化した。図の実験で生

じた，白っぽい物質の質量は，加熱前の酸化

銀の質量と比べてどうなったか。理由をふく

めて書きなさい。 <千葉>

014 化学変化の前後では物質全体の質量が変わらないのはなぜか，｢原子｣という語

を用いて簡潔に書きなさい。 <群馬>

015 炭酸水素ナトリウムを試験管Ａに入れ，図

のように熱した。この実験を安全に行うた

めには，ガスバーナーの火を消す前にどの

ような操作が必要か。また，それはなぜか。

操作と理由を，それぞれ25字以内で書きな

さい。 <茨城>

016 マグネシウムの粉末を一定量ずつはかりとり，図のような

方法で十分燃焼させた後，得られた酸化物の質量をはかっ

た。これに対し，図のような方法で，炭素の粉末を燃焼さ

せても，得られる酸化物の質量は測定できない。その理由

を簡単に書きなさい。 <兵庫>
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017 銅粉1.2gをステンレス皿にと

り，図１のように加熱し，冷

えてからかきまぜ，質量を測

定した。図２は下線部の操作

をくり返し，その結果をグラ

フにまとめたものである。図

２で示されるように，加熱し

た回数が３回をこえると，質量が一定になるのはなぜか。その理由を簡潔に説

明しなさい。 <岐阜>

018 炭酸水素ナトリウムの変化を調べ

るために，図のような実験を行っ

た。加熱後の白い粉末が加熱前の

炭酸水素ナトリウムとは別の物質

であることを確かめるために，そ

れぞれを水に溶かし，フェノール

フタレイン溶液を加えた。このと

きの結果を書きなさい。 <富山>

019 図のように，炭酸水素ナトリウ

ムを入れた試験管の口を，底よ

りも少し下げて熱するのはなぜ

か。その理由を書きなさい。

<福島>

020 図のような装置で，木炭の粉末と酸化銅

との混合物を加熱したところ，金属の銅

が現れ，石灰水は白くにごった。このと

きの試験管の中の反応を，酸素原子の結

びつきの変化に着目して，簡単に書きな

さい。 <静岡>
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<<<<<<<<<<< 光・音・力 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

021 凸レンズのはたらきを調べるため，

次のような実験を行った。

[実験] 図で，ろうそくを少しずつ

凸レンズに近づけ，スクリーン

上にろうそくの実像ができるよ

うに，そのつどスクリーンを動

かした。

実験の下線部ではスクリーンをどの向きに動かすのか。図のＡ，Ｂから選び，

記号で書きなさい。また，このときできる実像の大きさはどのように変化する

か，書きなさい。 <群馬>

022 凸レンズや平面鏡でどんな像

ができるかを調べるため，図

の装置を組んだ。実験装置を

組み立てる前に，凸レンズの

中心から焦点までの距離をど

のようにして測定するか。具

体的に書きなさい。 <山形>

023 右の図のように凸レンズを使い，

スクリーンを動かしてろうそく

の像をうつす実験を行った。ろ

うそくをＡ点からＢ点まで移動させるとき，像のできる位置および像の大きさ

はどのように変化するか。 <石川>
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<<<<<<<<<<< 電流と磁界 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

024 家庭で使われている電気の配線

は，並列回路である。その利点

を，図Ⅰ，Ⅱを参考にし，電流

と電圧に着目して簡潔に書きな

さい。 <群馬>

025 図のように，コイルの上端ＡにＮ極を下にした磁石を近づ

けると，検流計の針が右に振れた。下線部以外の操作を行

って検流計の針を右に振れさせるには，磁石をどう動かす

とよいか。その操作を｢コイルの上端Ａ｣から始まる文で書

きなさい。 <長崎>

026 図１の実験装置で，Ｕ字形の磁石を置く

と，図２のようにコイルは傾いて静止し

た。次に，電熱線を抵抗の小さなものに

とりかえ，同様の実験を行った。コイル

が静止したときの傾きは，図２のときと

比べてどう変わるか，書きなさい。また，

その理由を簡潔に書きなさい。 <栃木>

027 図で，スイッチを閉じるとコイルは矢印Ａの

向きに回転する。回転をこの向きと逆にする

には，どのような方法があるか，２つ書きな

さい。 <和歌山>

028 図のように棒磁石を矢印の方向に動かしＮ極

をコイルに近づけたら，検流計の針が＋の方

向に振れた。棒磁石の向きを変え，Ｓ極を矢

印の方向に図の実験のときより速く近づける

と，検流計の針の振れはどのようになるか書

きなさい。 <千葉>
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029 図の実験装置を用いて，回路に流れる誘導電流を

強くするためにはどうすればよいか。簡単に書き

なさい。 <広島>

<<<<<<<<<<< 運動とエネルギー <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

030 図１のように，砂をつめた袋をテープ

でつるし，手でゆっくりとテープを引

き上げて静止させた後，静かに手をは

なした。袋の落下のようすを記録タイ

マーで記録したところ，図２のように

なった。図２で，測定を開始する点を

第１打点ではなく，数打点後の打点Ａ

にしている理由を書きなさい。<鳥取>

031 図１は，記録タイマーに通した紙

テープを台車につけ，水平な面上

で直線運動をさせ，運動の途中で

おもりにつけた糸の先のリングに

台車のフックを引っかけておもり

を引き上げ，台車が静止するまで

の運動のようすと上がったおもり

の高さを調べる装置である。この実験で，フックがリングを引っかけ，おもり

を引き上げると，台車が止まるのはなぜか。エネルギーの考えから理由を書き

なさい。 <千葉>

032 台車が斜面を下るとしだいに速さが速くなるのはなぜか。エネルギーの考えを

使ってその理由を書きなさい。 <新潟>
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033 図１のように，１秒間に60回打点する記録タイマーを使い，お

もりの落下運動の実験を行った。図２のように６打点ごとに切

りはなして順にはった。図２の各テープはア，イのどちら向き

に動くことによって打点されたものか。記号で答え，そのよう

に考えた理由を簡潔に書きなさい。 <福岡>

<<<<<<<<<<< 植物の世界 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

034 顕微鏡のしぼりはそのままにして倍率を上げると，明るさと見える範囲はどの

ように変わるか。簡単に書きなさい。 <三重>

035 ミカヅキモを最高倍率でくわしく観察したい。最高倍率にしたところ，ミカヅ

キモは視野に入らなかった。できるだけ速く視野の中央に入れるには，どのよ

うな操作をすればよいか。 <山形>

036 調べようとする水の上にカバーガラスをかけるとき，

右の図のように，ピンセットで支えながらゆっくり

と下げるのがよい。それはなぜか。その理由を書き

なさい。 <香川>

037 マツの花粉には袋がついていて，中に空気が入っていることから，マツの花粉

は，どのようにして受粉すると考えられるか。 <和歌山>

038 ヒメジョオンの葉のつき方を上から観察すると，ほとんどの葉はお互いに重な

りあっていなかった。このことは，ヒメジョオンの生活の中で，どのようなこ

とにつごうがよいか。簡単に書きなさい。 <香川>
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039 右の図は，サクラとマツの花のようすを観察し，スケッ

チしたものである。これらの花の胚珠のようすをもとに

して，イチョウ，エンドウ，アブラナ，ソテツを２つの

なかまに分け，その違いがわかるように説明しなさい。

<三重>

040 水が根から葉に向かって茎の維管束のどの部分を移動するかについて，実験と

観察で調べる方法を説明しなさい。ただし，食紅または赤インクを用いるもの

とする。 <宮城>

041 植物の光合成を調べるため，アサガオの葉を使って実験を行った。アサガオの

葉をつみとって，熱湯に30秒間つけ，さらにエタノールに15分間つけた。下線

部の操作をするのは何のためか，書きなさい。 <鳥取>

042 光合成を調べる実験で，アサガオを暗室に入れ，光があたらないようにして一

昼夜おいたのはなぜですか。 <和歌山>

<<<<<<<<<<< 動物の世界 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

043 カエルは水辺や湿った場所で生活するものが多い。それはどうしてか。からだ

のつくりから考えて簡単に説明しなさい。 <福井>

044 顕微鏡を使って，生きているメダカの尾びれの部分の血液の流れを観察した。

スライドガラスの上で，メダカを生きたまま観察するためには，どのような工

夫をする必要があるか。簡単に書きなさい。 <福井>

045 カエルの子(オタマジャクシ)とカエルの親とでは，呼吸のしかたが異なってい

る。カエルの子と親とでは，呼吸のしかたがどのように異なっているかについ

て，30字以内で書きなさい。ただし，｢カエルの子は｣という書き出しで書くこ

と。 <愛知>
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046 図は，ライオンとウマの顔を模式的に示したものである。

ウマのように目が横向きについていると，ライオンの場合

と比べて，見え方にどのようなすぐれた点があるといえる

か。書きなさい。 <山口>

047 肺は，毛細血管が網の目のようにとり囲んでいる小さな袋が多数集まってでき

ており，能率よく気体の出し入れを行っている。小さな袋が多数集まってでき

ていればなぜ能率がよいのか。その理由を書きなさい。 <山口>

048 肺のはたらきを｢血液｣，｢酸素｣，｢二酸化炭素｣という語を用いて書きなさい。

<群馬>

049 心臓の中や心臓から動脈へ移るところと，静脈のところどころに弁がある。こ

れらの弁は，どのようなはたらきをしているか。簡単に書きなさい。 <香川>

050 じん臓では尿がつくられる。このとき，じん臓に分布している毛細血管の中を

流れる血液に対して，じん臓はどのようなはたらきをするか。簡単に説明しな

さい。 <福井>

051 肝臓の主なはたらきを２つ簡潔に書きなさい。 <群馬>

052 毛細血管内の血液と細胞との間で物質を受けわたすはたらきをしているものは

何か，その名称を書きなさい。また，それはどのようにしてできたものか。そ

のできかたについて｢血液中の｣という書き出しで簡潔に書きなさい。 <栃木>

053 血しょうの一部は毛細血管の壁のすきまからしみ出て，組織液となって細胞の

まわりを流れ，また毛細血管にもどる。この間に，組織液はどんなはたらきを

行うのか。 <石川>

054 消化とはどのようなはたらきか。｢食物中の成分を｣という書き出しで，簡潔に

書きなさい。 <栃木>
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<<<<<<<<<<< 生物のつながり <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

055 タマネギの根が成長するのは，細胞のどの

ような変化によるか。図１，２のスケッチ

をみて，簡潔に説明しなさい。 <岐阜>

056 細胞の分裂過程を観察するために，根の先端部分を用いるのはなぜですか。そ

の理由を簡単に説明しなさい。ただし，書き出しを｢根の先端部には｣とするこ

と。 <宮城>

057 エンドウやタンポポのめしべの柱頭に花粉がついてから，受精が行われるまで

の過程を書きなさい。 <石川>

058 次の図は，海の水生生物について，有機物の流れと二酸化炭素の出入りを模式

的に示したものである。図の中で，Ｅはどのようなはたらきをしているか，次

の三つの語句を使って書きなさい。

［ 植物プランクトン 無機物 生物の死がいや排出物 ］ <青森>

059 落ち葉はやがて形がなくなり地面にたまらないが，プラスチックは地面に放置

されてもいつまでも形が残っている。このような違いがおこる理由を書きなさ

い。 <山口>
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060 図はある地域の食物連鎖をもとにした

生産者と消費者の個体数の関係と，分

解者を通して行なわれる物質の移動を

模式的に示したものである。生物Ｄの

個体数が何らかの原因で急に減少した

とき，生物Ｃの個体数の変化と，それ

に続いて起こる生物Ｂの個体数の変化

はどのようになりますか，簡単に書きなさい。 <北海道>

061 緑色植物は生産者とよばれるが，どうしてか。 <石川>

062 土中の微生物が自然界の物質の循環に果たす役割を書きなさい。 <石川>

063 酸性雨はどのようにしてできるか，簡潔に書きなさい。 <徳島>

064 地球の大気中に含まれている二酸化炭素の濃度は，近年，その値が高まりつつ

ある。その原因として考えられることを｢化石燃料｣，｢森林｣という語を用いて

簡潔に書きなさい。 <奈良>

065 グラフは，ハワイで大気中の二酸化炭素の濃度

の変化を測定し，1975年はじめから1991年末ま

での結果を表したものである。このグラフから

二酸化炭素の濃度は，１年単位でみると，冬と

夏で増減していることがわかる。夏に濃度が下

がる原因の一つとして考えられることを，緑色

植物とのかかわりで簡単に説明しなさい。

<長崎>
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<<<<<<<<<<< 星の世界 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

066 太陽の動きを記録した線が，ＡからＢのように移動す

るのはなぜか。｢地軸｣という語を用いて簡潔に書きな

さい。 <栃木>

067 次のような方法によって太陽の１日の動きを調べた。

[方法] ８時から16時まで１時間ごとに，太陽の位置を透明半球の球面にフェ

ルトペンで・印をつけて記録する。

・印をつけるとき，その位置はどのように決めればよいか説明しなさい。

<山ロ>

068 太陽の黒点が暗く見える理由を，｢黒点は周囲に比べて｣という書き出しで簡単

に書きなさい。 <愛媛>

069 金星が満ち欠けをし，見かけの大きさがちがって見えるのはどうしてか，それ

ぞれの理由を書きなさい。 <徳島>

070 星座が北極星をほぼ中心に，回転するように見える理由を，簡潔に書きなさい。

<群馬>

071 地球と金星が図の位置関係にあるとき，日本のある場

所から，金星を明るく輝いた状態で観察するためには，

一日のうちいつ頃，どの方位の空を見ればよいか。簡

潔に書きなさい。 <栃木>

072 真夜中の空には，金星を観察することができない。その理由を｢公転｣という言

葉を用いて簡潔に書きなさい。 <愛媛>
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<<<<<<<<<<< 天気変化 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

073 直径1.5㎝で長さ１ｍのプラスチックの筒

を用いて，図のような空気鉄砲をつくった。

両端に水で湿らせた新聞紙の玉をきっちり

とつめ，ピストンを押し込み，玉を飛ばした。このとき，先端の飛び出し口付

近に，白い雲状のものものが観察できた。この現象は，雲ができるときとよく

似ている。これを参考に，雲ができる理由を書きなさい。 <滋賀>

074 寒冷前線によって雲ができるのはどうしてか，書きなさい。 <富山>

075 図の前線ＹＺの東側では，広い範囲に雲ができている。その理由を，この前線

面のできかたに着目して簡潔に書きなさい。 <栃木>

076 低気圧のところでは天気が悪い場合が多いが，その理由を20字以内で書きなさ

い。 <茨城>

<<<<<<<<<<< 大地の変化 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

077 図はある地震によって生じた小さなゆれに

ついて，観測地Ａ，Ｂ，Ｃにおけるそれぞ

れのゆれが始まった時刻と震源からの距離

との関係を示したものである。図から，各

観測地で小さなゆれの続いた時間と震源か

らの距離との間には，どのような関係があ

るといえますか。 <広島>
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078 図はある地震の，震源からの距離と２つの地

震波の到着時間の関係と，観測地点Ｘにおい

て地震計が記録したゆれを，模式的に表した

ものである。震源が同じで，これより規模の

大きな地震が起こった場合，図中の観測地点

Ｘにおいて地震計が記録した｢Ａの時間｣と｢Ｂ

のゆれ幅｣はそれぞれどうなるか。簡単に説

明しなさい。 <大分>

079 地震の規模が比較的小さくても，地震の被害が小さいとは限らない。このこと

を｢震度｣｢マグニチュード｣｢震源からの距離｣という３つの語句を使って説明し

なさい。 <石川>

080 図のように，等粒状組織を示す岩石は，高温の物質が地下の

どのようなところで，どのような冷え方をしてできるのか，

｢浅い，深い，ゆっくり，急に｣という ４つの言葉のうち２

つを使って，そのでき方を書きなさい。 <徳島>

081 石灰岩とチャートを区別したい。どのような方法で調べ，どのような結果が得

られれば，石灰岩であると判断できるか書きなさい。 <千葉>

082 図１，２は，２種類の火成岩Ａ，Ｂを

ハンマーで割り，新しい面をルーペで

観察し，スケッチしたものである。火

成岩Ａは，火成岩Ｂに見られるような

非常に小さい鉱物の粒やガラス質の部

分がなく，比較的大きな鉱物からでき

ているのはなぜか。火成岩Ａのでき方から考えて，その理由を簡潔に説明しな

さい。 <岐阜>

083 中流域の河原には，丸みをおびた岩石がたくさんあった。どのようなことによ

って丸みをおびたか，簡潔に書きなさい。 <群馬>

084 北海道の昭和新山のような，おわんをふせた形(ドーム状)の火山をつくる溶岩

の特徴を簡単に書きなさい。 <福井>
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085 示準化石として役にたつ化石の条件を，｢範囲｣と｢期間｣という語を用いて，30

字以内で書きなさい。 <茨城>

086 一般に，示相化石からどのようなことがわかるか。簡単に書きなさい。

<静岡>

<<<<<<<<<<< 第１分野グラフ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

087 20℃のエタノール10㎝３と沸騰石

をビーカーに入れ，図１のように

ホットプレートを用いて加熱し，

エタノールの温度変化を調べた。

図２は，その結果をまとめたもの

である。20℃のエタノール20㎝３を同じ装置を用いて同じように加熱したとき，

エタノールの温度変化を示すグラフをかきなさい。<岐阜>

088 長さ12㎝のばねがある。このばねにおも

りをつりさげ，おもりの質量に対するば

ねの長さを測定した。結果は下の表のと

うりである。表から，おもりの質量とこ

のばねののびとの間にどのような関係が

あるかグラフで示しなさい。 <山梨>

089 塩酸と石灰石を用いて次の実験を行い，表のような結果を得た。

加えた石灰石の質量の
０ 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

合計〔ｇ〕

溶液の入ったビーカー
100.0 100.6 101.2 101.8 102.8 103.8

全体の質量〔ｇ〕
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[実験] ある濃度の塩酸30㎝３をビーカーに入れ，

ビーカーを含めた全体の質量を測定したら，

100.0gであった。次に，この塩酸に石灰石の

粉末1.0gを加え，気体が発生しなくなってか

ら，全体の質量を測定した。さらに，この溶

液に石灰石の粉末を1.0gずつ加えていき，そ

のつど同様の測定をくりかえした。

この実験と同じ濃度の塩酸40㎝３を用いて同様の実験をした。このとき，加

えた石灰石の質量の合計と発生した気体の質量の合計との関係を表すグラフ

をかきなさい。 <栃木>

090 マグネシウムを完全に酸化さ

せた。このとき，用いたマグ

ネシウムの質量とできた酸化

マグネシウムの質量との関係

を図 I のようにまとめた。

マグネシウムの質量と化合し

た酸素の質量との関係を表す

グラフをかきなさい。

<群馬>

091 図 I の配線図によって，500ワ

ット用の電熱線１本に流れる電

流とその両端にかかる電圧との

関係を調べる実験をした。図Ⅱ

はこの結果をまとめたグラフで

ある。この電熱線２本を直列に

つないだときの電流と電圧との

関係を表すグラフをかきなさい。 <群馬>
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092 図１のような装置を使い，

いろいろな質量の小球を

レールの上のある高さか

らころがして木片にぶつ

け，木片が動く距離を調

べる実験を行った。図２

は，10㎝，20㎝，30㎝の

高さから，質量がそれぞ

れ８ g，20g，33gの小球

をころがしたときの結果

を表したグラフである。

図２のグラフから，質量

25gの小球を用いたとき，

小球の高さと木片の動い

た距離の関係を表すグラ

フをかきなさい。

<福島>
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093 図１のように，斜面ＡＢ，ＢＣ，ＤＥと水平面ＣＤ，ＥＦがあり，それぞれの

面はなめらかにつながっている。この面上のＰ点に台車を置き，静かに手をは

なしたら，台車は動き出し，面から離れることなく運動して，ＢからＦの各点

を通過した。図２は，このときの台車について，Ｐ点から水平方向の距離と，

Ｐ点からＦ点までの位置エネルギー，およびＰ点からＣ点までの運動エネルギ

ーとの関係を表したものである。このときの台車について，Ｐ点からの水平方

向の距離と運動エネルギーとの関係を表すグラフをＣ点からＦ点までについて

かきなさい。 <栃木>

<<<<<<<<<<< 第２分野グラフ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

094 右の図は，浅いところで発生した地震を観測点Ａ，Ｂ， Ｃ，Ｄに設置した地震

計で記録し，

模式的に示

したもので

ある。震源

からの観測

点Ａ， Ｂ，

Ｃ ， Ｄ ま
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での距離はそれぞれ60km，120km，150km，180kmである。地震発生時から，最初

の初期微動のゆれが始まるまでの時間と，震源からの距離との関係を表すグラ

フをかきなさい。 <栃木>

<<<<<<<<<<< 第１分野作図 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

095 二酸化マンガンを入れた三角フラスコ，

活せんつきろうと(ろうと管または滴下

ろうと)などを使って図のような実験装

置を組み立てた。この実験で発生する

気体を集めるのに，もっとも適切な装

置の図を の中にかきなさい。<埼玉>

096 水の電気分解を行うため，図の

ような電気分解装置，直流電源，

電流計を準備した。この実験に

おいて，電気分解装置，直流電

源，電流計をどのようにつない

だのか，図中に記入しなさい。

<群馬>

097 図 I の装置の回路図を，下の記号を用いてかき

なさい。 <群馬>
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<<<<<<<<<<< 第２分野作図 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

098 図はタンポポの一つの花を途中までスケッチしたものであ

る。不足の部分を補って完成しなさい。 <山梨>

099 図は10月２日の午後８時に北の空をスケッチ

したものである。北極星はどれか，図の恒星

から一つ選んで○で囲みなさい。 <秋田>

100 右の図は，青森県内を東へ進んでいる低気圧を中心と

する天気図の一部である。図の中で，あたたかい空気

のある範囲を で示しなさい。 <青森>
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解 答

<物質と変化>

001 指針が左右に等しく振れるように調整する。

002 ・リトマス紙につける。青が赤になれば塩酸。

・少量とって熱し，蒸発させる。白く残れば水酸化ナトリウム水溶液。

・少量とって石灰石に加える。二酸化炭素が発生するのは塩酸。

003 アンモニアが水に非常にとけやすく空気より軽いから。

004 食塩水が急に沸とうするのを防ぐため。

005 はじめは試験管やガラス管の中に入っていた空気が出てくるため。

006 手をあおぐようにして，においをかぐ。

007 エ…水素は水に溶けにくく，空気と混合しないで集められるから。

008 水に溶けにくい。空気より重い。

009 炎が大きくなり，激しく燃える。

010 純粋な物質の沸点や融点は物質により一定であり，混合物の沸点や融点は一定

でないから。

<化学変化>

011 質量…ふえた。色…灰色から黒色に変化した。手ざわり…弾力性が失われもろ

くなった。

012 水は電流を流しにくいので，電流を流しやすくするため。

013 酸素が発生したため軽くなった。

014 化学変化の前後では，原子の種類も数も変わらないため。

015 操作…ガラス管を石灰水の中から引きあげる。理由…石灰水が試験管Ａに吸い

こまれるのを防ぐため。

016 酸化物が空気中へ逃げていくから。

017 銅粉がすべて酸化銅に変化したため。

018 加熱後の白い粉末を溶かした水溶液の方が赤色が濃い。

019 水が出てきたとき，底に流れて試験管が割れるのを防ぐため。

020 酸化銅の酸素原子が木炭の炭素原子と化合して二酸化炭素になった。

<光・音・力>

021 Ｂ…だんだん大きくなる。

022 太陽の光を凸レンズで一点に集め，その点から凸レンズの中心までの距離を定

規ではかる。
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023 像のできる位置…レンズからしだいに遠ざかる。像の大きさ…しだいに大きく

なる。

<電流と磁界>

024 ある電気器具のスイッチを切っても，他の器具には電流を流すことができる。

また，複数の電気器具を接続しても，それぞれの器具には同じ電圧がかかる。

025 コイルの上端ＡからＳ極を下にした磁石を遠ざける。

026 傾き…大きくなる。理由…電流が強くなり，磁界から受ける力が大きくなった

から。

027 電源装置の出力端子への接続を＋，－逆にする。両側の磁石のＮ極とＳ極を置

き換える。

028 －の方向に図の実験のときより大きく振れる。

029 棒磁石を速く動かす。

<運動とエネルギー>

030 打点が重なって分離できないから。

031 台車のもつ運動エネルギーがおもりの位置エネルギーに変わるため。

032 斜面を下るにしたがい位置エネルギーが減少し，それにともなって運動エネル

ギーが増加するから。

033 イ…上の方ほど打点の間隔が広がっているから。

<植物の世界>

034 明るさは暗くなり見える範囲は狭くなる。

035 低倍率にして，ミカヅキモが視野の中央にくるようにスライドガラスを動かす。

036 気泡が入らないようにするため。

037 風に運ばれて受粉する。

038 どの葉もよく日光をうけられること。

039 イチョウ，ソテツは，胚珠がむき出しになっている。エンドウ，アブラナは，

胚珠が子房におおわれている。

040 葉のついた切ったばかりの枝を，赤インクで着色した水に入れしばらくたって

から茎の断面の切片を作り顕微鏡で観察する。

041 色の変化を観察しやすくするため。

042 葉にあるデンプンをなくすため。
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<動物の世界>

043 からだの表面が乾燥に弱いため。

044 尾びれ以外の部分をぬれたガーゼで包む。

045 カエルの子はえらで呼吸し，カエルの親は肺で呼吸する。

046 広い範囲を見わたすことができる。

047 空気と接触する表面積が大きくなるから。

048 肺は吸った空気中の酸素を血液に取り入れ，血液中の二酸化炭素を取り出し体

外に出す。

049 血液を逆流させないはたらき。

050 尿素などの不要物を取り除く。

051 栄養分をたくわえる。有害な物質を無害な物質に変える。

052 組織液…血液中の血しょうがしみ出してできた。

053 血液中にあった酸素や栄養分を細胞にあたえ細胞から出た二酸化炭素などの不

要物を運び出す。

054 食物中の成分を分解して，吸収しやすくするはたらき。

<生物のつながり>

055 細胞分裂によって，細胞の数が増え，それぞれの細胞が大きくなることで成長

する。

056 根の先端部には，細胞分裂のさかんな部分がある。

057 花粉管がのびその中を精細胞の核が通って胚珠の中にある卵細胞に入り受精が

行なわれる。

058 生物の死がいや排出物を，植物プランクトンが利用できる無機物に分解する。

059 落ち葉は分解されるが，プラスチックは分解されないから。

060 生物Ｃの個体数は増加し，生物Ｂの個体数は減少する。

061 光合成によって無機物から有機物をつくるから。

062 生物の遺体や排出物の有機物を分解し生産者が再び利用できる無機物をつくる。

063 石油や石炭などを燃やしたときに生じる硫黄や窒素の酸化物が空気中で溶けて

強い酸性を示す雨になる。

064 人間の活動によって，化石燃料が大量に使用されたり森林が減少したりしたた

め。

065 光合成がさかんになり，二酸化炭素の消費量が増加するから。

<星の世界>

066 地球が地軸を傾けたまま公転しているから。
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067 フェルトペンの先の影が中心Ｏにくるように決める。

068 黒点は周囲に比べて温度が低いから。

069 満ち欠けする理由…金星は地球の内側の軌道を公転しているから。

大きさが違って見える理由…地球から金星までの距離が変化するから。

070 地球が地軸をほぼ北極星の方向に向けて自転しているため。

071 夕方に，西の空を見る。

072 金星は地球より太陽に近いところを公転しているから。

<天気変化>

073 空気のかたまりが上昇し膨脹するとその温度が下がり露点に達すると水滴がで

きるから。

074 寒気が暖気の下にもぐりこみ，上昇気流ができるため。

075 暖気が寒気の上にゆるやかにはい上がっているから。

076 上昇気流を生じ，雲ができやすいから。

<大地の変化>

077 震源からの距離は，小さなゆれの続いた時間に比例する。

078 Ａの時間は変わらず，Ｂのゆれ幅は大きくなる。

079 マグニチュードが小さくても震源からの距離が近ければ震度が大きくなり地震

の被害が小さいとは限らない。

080 深いところでゆっくり冷えてできる。

081 うすい塩酸をかけて二酸化炭素が発生すれば石灰石である。

082 マグマが地下深いところでゆっくり冷えて固まってできたから。

083 流水によって運ばれるとき川底を転がるなどして岩石のかどが取れた。

084 ねばりけが大きく，流れにくい溶岩。

085 広い範囲に住んでいて，短い期間に繁栄していた生物の化石。

086 地層ができたころの自然環境。

<１分野グラフ>

0 8 7 088
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0 8 9 090

0 9 1 092

<２分野グラフ>

093 094

<１分野作図>

095

096
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<２分野作図>

0 9 7 098

0 9 9 100


