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１ ⑴⑵ だ液には，アミラーゼというデンプンを分解する消化酵素

(資料１)が含まれている。デンプンはブドウ糖がたくさんつなが

ったもので，だ液中のアミラーゼによって，麦
ばく

芽
が

糖
とう

(ブドウ糖が

２つつながったもの)などに分解される。その後，すい液や小腸

の壁の消化酵素のはたらきで最終的にブドウ糖になり，小腸で

吸収される。小腸の内
ない

壁
へき

にはひだがあり，ひだの表面は柔毛と

いう多数の小さな突起におおわれている(資料２)。柔毛がある

ことで小腸の内壁の表面積が大きくなり，養分の吸収が効率よ

く行われる。小腸の柔毛に吸収された養分のうち，ブドウ糖と

アミノ酸は毛細血管に入り，肝臓に運ばれる。脂肪酸とモノグ

リセリドは再び脂肪に戻り，リンパ管に入る(資料３)。

⑶ 消化酵素は体温に近い温度でよくはたらくので，だ液のはた

らきをよくするために体温に近い40℃の湯に試験管をつけた。

だ液を氷水につけると，あまりはたらかなくなる。また，高温

の湯につけると，(消化酵素はタンパク質でできているため，変

性してしまい)はたらきを失う。 

⑷ ベネジクト液のもとの色は青色である。麦芽糖を含む溶液に

ベネジクト液を加えて加熱すると赤褐色の沈殿ができる。 

⑸ ヨウ素液はデンプンに反応して青紫色に変化する。「だ液がデ

ンプンを麦芽糖に変化させている」ことを確かめるための実験

だから，試験管Ｂは試験管Ａとだ液の有無だけを変える。これ

により，試験管Ｂの結果が，ヨウ素液が青紫色に変化し(デンプ

ンがあり)，べネジクト液が変化しない(麦芽糖がない)という結

果になれば，「だ液がデンプンを麦芽糖に変化させている」こと

を確かめられる。このように，調べたい条件以外をすべて同じ

にして行う実験を対照実験という。①では，試験管内の溶液の

体積が同じになるように「デンプン溶液10㎤」だけでなく「(だ

液と同体積の)水１㎤」を入れる必要があることに注意しよう。 

消化液 消化酵素 はたらく物質 

だ液 アミラーゼ デンプン 

胃液 ペプシン タンパク質

すい液 
リパーゼ 脂肪 

トリプシン タンパク質

資料１

・消化酵素によって，はたらく物

質が決まっている。

・消化酵素自体は変化せず，少量

でくり返しはたらく。

・タンパク質でできていて，決ま

った温度，決まった㏗で最もよ

くはたらく。

＜消化酵素の種類と性質＞ 

・ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管

に入る。

・脂肪とモノグリセリドは再び脂

肪に戻り，リンパ管に入る。

・リンパ管は，首の下あたりで静

脈に合流する。

＜小腸の内壁のつくり＞ 

柔毛 

ひだ 

資料２

＜柔毛のつくり＞ 

資料３

柔毛

毛細血管

リンパ管
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２ ⑴⑵ 図２より，力の大きさが0.1Ｎのときのばねののびが１㎝で

あり，力の大きさが２倍，３倍，…となると，ばねののびも２

倍，３倍，…となるから，ばねを引く力の大きさとばねののび

は比例の関係にあることがわかる(資料４)。これをフックの法

則という。よって，0.8Ｎのおもりをつり下げたときのばねのの

びは，１×
0.8

0.1
＝８(㎝)である。 

⑶ 図４で，水面から物体Ａの底までの距離が０㎝のとき，物体Ａ

はすべて空気中にある(重さはすべてばねにかかっている)。この

ときのばねののびが５㎝だから，物体Ａの重さは0.5Ｎである。 

⑷ 浮力がなぜ生じるのか考えてみよう。水の重さによって生じ

る圧力を水圧という。水圧は，あらゆる方向から加わり，深い

ところほど大きい。同じ深さであれば水圧の大きさは等しいた

め，物体の側面にはたらく水圧は互いに打ち消し合う。一方，

物体の上面に加わる下向きの水圧より，下面に加わる上向きの

水圧の方が大きいので，その差によって上向きの力が生じる。

これが浮力である(資料５)。物体がすべて水中にあるとき，物

体をそれ以上深く沈めても，上面と下面に加わる水圧の差は変

化しないので，浮力の大きさは変わらない。図４で，水面から

物体の底までの距離が４㎝以上になるとばねののびが小さくな

らないのは，このためである(資料６)。よって，物体Ａがすべ

て水中に入ったときのばねののびは４㎝だから，ばねを引く力

は0.4Ｎである。浮力の分だけばねを引く力が小さくなるから，

〔浮力の大きさ＝物体の重さ－ばねを引く力〕より，浮力の大

きさは0.5－0.4＝0.1(Ｎ)である。  

⑸ ⑷と同様に考えると，物体Ｂがすべて空気中にあるとき，ば

ねののびは4.2㎝だから，物体Ｂの重さは0.42Ｎである。また，

物体Ｂがすべて水中にあるとき，ばねののびは3.2㎝だから，ば

ねを引く力は0.32Ｎである。よって，物体Ｂがすべて水中に入

ったときの浮力の大きさは0.42－0.32＝0.1(Ｎ)で，物体Ａと同

じである(物体の重さと浮力の大きさとは無関係である)。また，

図４で，どちらのグラフも一定の割合でばねののびが小さくな

っているから，水中にある物体の体積が大きいほど，浮力の大

きさは大きくなることがわかる。 

すべて空気中にある 

すべて水中に入った 

物体Ａ 

物体Ｂ 

資料６

資料４

＜フックの法則＞ 

資料５

水中 水圧 

＜水中の物体にはたらく水圧＞ 

同じ深さで左右に加わる水圧は互

いに打ち消し合う。これに対し，

下面に加わる水圧は上面に加わる

水圧より大きい。その差によって

生じる上向きの力が浮力である。 
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３ ⑴ 塩化コバルト紙に水をつけると，青色から赤色(桃色)に変化

する。リトマス紙は液体が酸性，中性，アルカリ性のどれであ

るかを調べるのに用いる。いろいろな指示薬について覚えてお

こう(資料７)。 

⑵ 加熱中の試験管内は気体が膨張して圧力が高くなっているが，

加熱をやめると圧力が急に下がる。このときガラス管を水中に

入れたままにしておくと，加熱した試験管に水が逆流し，試験

管が急に冷やされて割れるおそれがある。 

⑶ 二酸化炭素にはものを燃やす性質はないので火は消える。い

ろいろな気体の性質を覚えておこう(資料８)。

⑷ ②ではかった質量と⑥ではかった質量の差が，発生した水と

二酸化炭素の質量であり，炭酸水素ナトリウムの質量と発生し

た水と二酸化炭素の質量の差ができた炭酸ナトリウムの質量で

ある。炭酸水素ナトリウムの質量をＸｇ，発生した水と二酸化

炭素の質量をＹｇ，できた炭酸ナトリウムの質量をＺｇとする

と，Ｘ－Ｙ＝Ｚが成り立つ。これをまとめると，資料９のよう

になる。グラフ上に(Ｘ，Ｚ)の点をとり，なるべく各点とのず

れが小さくなるように原点から直線を引く。となりあう点を結

んだ折れ線グラフにしないように注意しよう。 

⑸ 化学変化では，反応の前後で原子の組み合わせは変化するが，

原子の種類と数は変化しない。以下の手順で考えてみよう。 

いろいろな元素記号(資料10)や化学反応式(資料11)を覚えてお

こう。

資料８

＜指示薬と色の変化＞

性質 色の変化 

リトマス紙

酸性 青色→赤色

中性 変化しない

アルカリ性 赤色→青色

ＢＴＢ溶液 

酸性 黄色

中性 緑色

アルカリ性 青色
フェノールフ

タレイン溶液
アルカリ性 無色→赤色

気体 性質 

酸素(O2) 

ものを燃やすはたら

きがある。水に溶け

にくい。

水素(H2) 

非常に軽い。空気中

でよく燃え，燃える

と水ができる。水に

溶けにくい。

二酸化炭素 

(CO2) 

石灰水を白く濁らせ

る。水溶液は酸性。

水に少し溶ける。

塩素(Cl2) 
黄緑色。水に溶けや

すい。漂白・殺菌作

用がある。有毒。

アンモニア

(NH3)

水溶液はアルカリ性。

水によく溶ける。

Ｘ(ｇ) 1.0 2.0 3.0 4.0 

Ｙ(ｇ) 0.3 0.8 1.0 1.4 

Ｚ(ｇ) 0.7 1.2 2.0 2.6 

資料７

資料 10

水素 H ナトリウム Na 
炭素 C 銅 Cu 
酸素 O 鉄 Fe 
窒素 N 銀 Ag 
塩素 Cl マグネシウム Mg 
硫黄 S アルミニウム Al 

銅の酸化 2Cu＋O2→2CuO 

酸化銅の炭素に

よる還元 

2CuO＋C 
→2Cu＋CO2

鉄と硫黄の反応 Fe＋S→FeS 

酸化銀の分解 2Ag2O→4Ag＋O2 

塩酸と水酸化ナ

トリウム水溶液

の中和

HCl＋NaOH 
→NaCl＋H2O

硫酸と水酸化バ

リウム水溶液の

中和

H2SO4＋Ba(OH)2 
→BaSO4＋2H2O

資料 11

資料９

手順１：反応のようすを物質名で表す。 

炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム ＋ 水 ＋ 二酸化炭素 

⇓ 

手順２：それぞれの物質を化学式で表す。 

NaHCO3 → Na2CO3 ＋ H2O ＋ CO2 

⇓ 

手順３：反応の前後でナトリウム原子(Na)の数が等しくなるように，炭酸

水素ナトリウムの係数を２にする。 

2NaHCO3 → Na2CO3 ＋ H2O ＋ CO2 

⇓ 

他の原子の数も反応の前後で等しくなっているので完成！(等しくない原子

があれば，その原子について手順３と同様の操作をする。) 
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４ ⑴ 空全体を10としたときの雲の割合を雲量という。降水がな

く，雲量が０～１のときは快晴，２～８のときは晴れ，９～

10のときはくもりである。また，風向(風が吹いてくる方角)

は16方位で表す(資料12)。例えば，南から北に向かって吹く

風の風向は「南」である。 

⑵ 飽和水蒸気量と空気中の水蒸気量が等しくなり，水蒸気が水

滴に変化するときの温度を露点という。午前９時の気温は

19.7℃であり，図２より，飽和水蒸気量は約17ｇ/㎥である。

また，湿度は52％だから，空気中の水蒸気量は約17×0.52＝

8.84→９ｇ/㎥である。よって，飽和水蒸気量が約９ｇ/㎥に

なる温度が露点だから，図２より約９℃である(資料13)。 

⑶ 日本上空では，１年を通して偏西風が西から東へ向かって吹

いている。この偏西風の影響により，日本付近を通過する雲

や低気圧は西から東へ移動していく。よって，前線をともな

った低気圧の動きに着目すると，日付の早いものから順に，

ウ→図１→ア→イである。

⑷ 寒気と暖気のような性質の異なる気団が接するとすぐには

混じり合わず，２つの気団の間に境界面ができる。この面を

前線面といい，前線面が地面と交わってできる線を前線とい

う(資料14)。温帯低気圧の中心から南西方向にのびている

のが寒冷前線，南東方向にのびているのが温暖前線である。

寒冷前線が温暖前線に追いつくと閉そく前線ができる。閉そ

く前線ができると，地表付近がすべて寒気でおおわれるため，

低気圧は消えることが多い。なお，停滞前線は寒気と暖気の

勢力がほぼ同じくらいになり，前線がほとんど動かなくなっ

たものである。日本付近で，６月ごろにできる停滞前線を梅

雨前線，９月ごろにできる停滞前線を秋雨前線という。 

⑸ 温度が低い寒気ａの方が密度が大きいので，寒気ａが寒気

ｂの下にもぐり込むように進む。 

資料 12

快晴 晴れ くもり 雨 雪 

＜代表的な天気の記号＞

＜前線付近のようす＞

資料 14

北 

南 

東 西 

北北東 

北東 

東北東 

西南西 

南西 

南南西 

東南東 

南東 

南南東 

北北西 

北西 

西北西 

＜風向(16 方位)＞ 

資料 13

温暖前線 

寒冷前線 

停滞前線 

閉そく前線 

＜前線の種類＞ 
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