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１ ⑴ 低気圧とはまわりより気圧が低いところ，高気圧とはまわり

より気圧が高いところであり，それぞれに基準となる気圧があ

るわけではない。それぞれの中心付近における空気の動きを覚

えておこう(資料１)。 

⑵ 寒冷前線付近と温暖前線付近における空気の動きを覚えてお

こう(資料２)。 

⑶ 風向は風がふいてくる方位であり，風向を表す線は，その方

向にのばせばよい。また，風力を表す線は，風向を表す線との

角度が 90 度より大きくなることや，一番先の線が他より長くな

ること，のばす向きなどに注意する。また，主な天気の記号を

かけるようにしておこう(資料３)。 

⑷ 寒冷前線は温暖前線より速く移動するため，寒冷前線が温暖

前線においついて閉そく前線ができる。閉そく前線ができると

やがて低気圧は消えていく。閉そく前線の他に，ほぼ同じ勢力

の寒気と暖気がぶつかり合ってできる停滞前線がある。４つの

前線の記号を覚えておこう(資料４)。 

⑸ 天気図を並べかえる問題では，時間の経過とともに，低気圧

の中心が偏西風の影響で西から東へ移動すること，前線の開き

具合が狭くなっていくこと，低気圧が発達していく(中心の気圧

が下がっていく)ことなどに着目する。 

２ ⑴ 100ｇの物体にはたらく重力の大きさを１Ｎとするので，20ｇ

のおもりにはたらく重力の大きさは 20÷100＝0.2(Ｎ)である。

表１をもとに，0.2Ｎで 1.0 ㎝，0.4Ｎで 2.0 ㎝，0.6Ｎで 3.0 ㎝，

0.8Ｎで 4.0 ㎝，１Ｎで 5.0 ㎝となるグラフをかけばよい。 

⑵ グラフが原点を通る直線のグラフになることから，ばねのの

びはばねにはたらく力の大きさに比例することがわかる。これ

をフックの法則という。 

⑶ 〔浮力(Ｎ)＝物体にはたらく重力(Ｎ)－ばねが物体を引く力

(Ｎ)〕で求める。水面から円柱の下面までの距離が０㎝のとき

のばねののびが 3.5 ㎝なので，円柱にはたらく重力は 

１(Ｎ)×
3.5(㎝)

5.0(㎝)
＝0.7(Ｎ)である。また，円柱の高さは４㎝な

ので，円柱を全部水に入れたときのばねが円柱を引く力は 

１(Ｎ)×
1.5(㎝)

5.0(㎝)
＝0.3(Ｎ)である。したがって， 

0.7－0.3＝0.4(Ｎ)が正答となる。 

資料４

温暖前線

寒冷前線

閉そく前線

停滞前線

超 ナ ビ 

スーパー

資料３

他より長い

90 度より 
大きい 

風向：北西 
風力：４ 
天気：雨 

快晴
(雲量０，１)

晴れ 
(雲量２～８)

くもり 
(雲量 9，10) 

雨 雪 

資料２

寒冷前線が通過すると気温が下が
り，温暖前線が通過すると気温が
上がる。 

寒冷前線 温暖前線 

暖気 
寒気 寒気 

積乱雲 乱層雲
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資料１
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⑷ ばねにはたらく力は，ばねが円柱を引く力と同じ大きさであ

る。⑶の浮力を求める式を変形させると， 

〔重力＝ばねが物体を引く力＋浮力〕となり，重力は，ばねが

円柱を引く力と浮力の合力とつり合うことがわかる(資料５)。

この式より，ばねにはたらく力(ばねが円柱を引く力)と浮力が

等しくなるのは，それぞれがともに重力の半分の大きさのとき

だとわかる。円柱の重力は 0.7Ｎなのでその半分は 0.35Ｎであ

り，水面から円柱の下面までの距離が４㎝のときにばねののび

がちょうど 1.5 ㎝になる(浮力が 0.4Ｎになる)ことから，浮力

が 0.35Ｎになるのは水面から円柱の下面までの距離が 

４(㎝)×
0.35(Ｎ)

0.4(Ｎ)
＝3.5(㎝)のときである。 

３ ⑴ 塩酸の溶質は塩化水素である。７％の塩酸 320ｇには 

320×0.07＝22.4(ｇ)の塩化水素が溶けていて，これを水でうす

めて５％にするには，水溶液の質量が 22.4÷0.05＝448(ｇ)に

なればよい。したがって，加えた水は 448－320＝128(ｇ)であ

る。 

⑵ 質量保存の法則より，１ではかった質量と２ではかった質量

の差が，発生した気体の質量だと考えられる(資料６)。表１の

値をもとに発生した気体の質量を求め，グラフに表すと，イの

ようになる。グラフの折れ曲がった点で，５％の塩酸と炭酸水

素ナトリウムが過不足なく反応し，発生した気体の質量が最大

になっている。なお，炭酸水素ナトリウムが 4.0ｇより少ない

ときには塩酸があまり，炭酸水素ナトリウムが 4.0ｇより多い

ときには炭酸水素ナトリウムがあまっている。 

⑶ 炭酸水素ナトリウム 4.0ｇと５％の塩酸 35 ㎤が過不足なく反

応して，気体が 2.0ｇ発生する関係をもとに，資料７のように考

える。過不足なく反応する関係に対して，炭酸水素ナトリウム

と５％の塩酸のどちらも量が変化しているので，どちらがあま

るか(または足りなくなるか)すぐに判断できないときは，それ

ぞれの物質がすべて反応したときに発生する気体の質量を比べ，

質量が小さい方を答えればよい。 

資料６

炭酸水素
ナトリウム

１ ２ 
気体 

発生量 

1.0 202.2 201.7 0.5 

2.0 203.2 202.2 1.0 

3.0 204.2 202.7 1.5 

4.0 205.2 203.2 2.0 

5.0 206.2 204.2 2.0 

6.0 207.2 205.2 2.0 

(単位：ｇ) 

＝ － 

資料７

炭酸水素ナトリウム 7.5ｇがすべて反 
応するときに発生する気体は 

2.0×
7.5

4.0
＝3.75(ｇ)…① 

５％の塩酸 56 ㎤がすべて反応すると 
きに発生する気体は 

2.0×
56

35
＝3.2(ｇ)…② 

過不足なく反応するときの関係 

炭酸水素 
ナトリウム

4.0ｇ

５％の 
塩酸 
35 ㎤ 

発生する 
気体 
2.0ｇ 

①と②で，発生する気体の質量が異
なるが，どちらか一方の物質がなく
なった時点で気体の発生は止まるこ
とから，②の 3.2ｇが正答である。

超 ナ ビ 

スーパー

資料５

糸 

水面 

円柱 

ばねが円柱を引く力 

浮力 

重力 

浮力は，物体の上面と下面にはた
らく水圧の差によって生じる。こ
のため，物体を水中に入れていく
とき，水面から物体の下面までの
距離が大きくなるにつれて浮力も
大きくなるが，物体が完全に水中
に沈んでからは，それ以上物体を
深く沈めても，浮力の大きさは変
化しない。このことは，実験２の
表２から読みとることができる。 
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⑷ ⑵と同じように，発生した気体の質量を求めると，

209.9－208.8＝1.1(ｇ)となる。塩酸と反応するのは炭酸水素ナ

トリウムだけなので，8.7ｇのベーキングパウダーには 1.1ｇの

気体を発生させるだけの炭酸水素ナトリウムが含まれていたこ

とになる。4.0ｇの炭酸水素ナトリウムが反応すると気体が 2.0

ｇ発生することから，8.7ｇのベーキングパウダーには 

4.0×
1.1

2.0
＝2.2(ｇ)の炭酸水素ナトリウムが含まれていることに

なる。したがって，2.2÷8.7×100＝25.28…→25.3％が正答と

なる。 

４ ⑴⑹ だ液などの消化液に含まれる消化酵素には，ヒトの体温く

らいの温度ではたらきやすい，ある決まった物質にはたらく，

少量でくり返しはたらくなどの性質がある。どの消化液がどの

養分にはたらくかを覚えておこう(資料８)。また，どの養分が

どこへ吸収されるかも合わせて覚えておこう(資料９)。 

⑵⑶ ヨウ素液は試験管に入れるだけでデンプンに反応して茶褐

色から青紫色に変化するが，ベネジクト液は試験管に入れてデ

ンプンが分解されてできた糖にふれるだけでは反応しない。試

験管に沸騰石を入れて軽く振りながら加熱すると，デンプンが

分解されてできた糖に反応して青色から赤褐色に変化する。 

⑷ ビーカーＡに入れたセロハンのふくろには，デンプン溶液と

だ液を入れたので，デンプンは分解される。したがって，ベネ

ジクト液による反応が出るので，①には〇があてはまる。また，

ビーカーＢに入れたセロハンのふくろには，デンプン溶液と水

を入れたので，デンプンは分解されずにそのまま残っている。

したがって，べネジクト液による反応は出ないので，②と③に

は×があてはまる。 

⑸ 表と⑷の結果から，デンプンが分解されてできた糖はセロハ

ンの内側にも外側にも存在するが，デンプンはセロハンの内側

だけにしか存在しないことがわかる。したがって，デンプンが

分解されてできた糖の分子はセロハンの穴を通り抜けられるが，

デンプンの分子はセロハンの穴を通り抜けられないと考えられ

る(資料 10)。 

ベーキングパウダーや重そうがふ
くらし粉といわれるのは，炭酸水
素ナトリウムが加熱によって分解
され，このとき発生する二酸化炭
素が生地をふくらませるためであ
る。炭酸水素ナトリウムの分解を
化学反応式で表すと，２NaHCO３

→Na２CO３＋CO２＋H２O となる。

超 ナ ビ 

スーパー

資料 10

デンプンの分子 

セロハン

セロハンの穴

デンプンが 
分解されてできた 
糖の分子 

消化液

養分 

だ
液 

胃
液 

胆
汁 

す
い
液 

小腸の 
壁の 

消化酵素 

デン 
プン 

○ 〇 ○ 

タン
パク質

○ 〇 ○ 

脂肪 ○ ○ 

資料８

最終的に，デンプンはブドウ糖，タ
ンパク質はアミノ酸，脂肪は脂肪酸
とモノグリセリドに分解される。

資料９

毛細血管 

柔毛 

リンパ管

ブドウ糖と 
アミノ酸は
毛細血管へ

脂肪酸とモ
ノグリセリ
ドは再び脂
肪となって
リンパ管へ




