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１ ⑴ 表１より，はっきりと鉄がさびたのを確認できたのはびんＣ

だけである。よって，びんＣとそれぞれの条件について対照実

験(資料1)となっているものを選べばよい。①では，酸素が十

分にあると鉄くぎがさびやすくなることを確かめたいから，び

んＣ(ふたがなく酸素が十分にある)と酸素の条件だけが異なる

びんＤ(ふたがあり酸素が十分にない)を比べればよい。びんＣ

の鉄くぎだけがさびたことから，酸素が十分にあると鉄くぎが

さびやすくなると判断できる。②では，食塩水を加えると鉄が

さびやすくなることを確かめたいから，びんＣとびんに加えた

液体の種類だけが異なるびんＡ，びんＥを比べればよい。びん

Ｃの鉄くぎだけがさびたことから，食塩水を加えると鉄がさび

やすくなると判断できる。 

⑵ 15％の食塩水30ｇに含まれる食塩は30×0.15＝4.5(ｇ)で

ある。水を加えて５％になった食塩水の質量をｘｇとすると，

〔質量パーセント濃度(％)＝
溶質の質量(ｇ)

溶液の質量(ｇ)
×100〕より，

4.5

ｘ
×100＝５が成り立つので，ｘ＝90となる。よって，加え

た水の質量は90－30＝60(ｇ)である。また，水を加えて質量

パーセント濃度を
５

15
＝
１

３
(倍)にするには，水を加えた後の水

溶液の質量が30ｇの３倍の90ｇになるようにすればよい。よ

って，加えた水は90－30＝60(ｇ)と求めることもできる。水

溶液に関する用語を資料２にまとめた。 

⑶ 酸化を利用した酸化防止剤の他に，袋の中の空気を窒素に

置き換えることで酸化を防ぐ方法などもある。

⑷ 食塩水の体積以外の条件がすべて同じ実験Ⅰと実験Ⅱの結

果を比べることで，「食塩水の体積が温度変化に与える影響」

を調べることができる。したがって，実験Ⅲは，実験Ⅰ，実

験Ⅱのどちらかと濃度以外の条件をすべて同じにして，「食

塩水の濃度が温度変化に与える影響」を調べる実験にすれば

よい。実験Ⅰと実験Ⅱの食塩水の濃度はどちらも５％だから，

実験Ⅲでは，食塩水の濃度(ａ)を５％以外にして，食塩水の

体積(ｂ)を実験Ⅰの５㎤か，実験Ⅱの2.5㎤のどちらかと同

じにすればよい。よって，これらの条件を満たすのはウであ

り，実験Ⅰと実験Ⅲの結果を比べることで，「食塩水の濃度

が温度変化に与える影響」を調べることができる。

溶質：溶液に溶けている物質。

溶媒：溶質を溶かす液体。

溶液：溶質と溶媒を合わせたもの。

溶媒が水の溶液を水溶液という。

溶解度：100ｇの水に溶ける物質の

最大の質量。 

飽和水溶液：物質が溶解度まで溶け

た水溶液。 

再結晶：水溶液の温度を下げたり，

水を蒸発させたりして，溶質を再

び結晶としてとり出す操作。 

対照実験とは… 

条件を１つだけ変えて結果

を比べる実験。結果に違い

があれば，その条件の違い

が結果に影響を与えたと判

断することができる。

資料２

＜溶解度と再結晶＞ 

資料１

84ｇ 

ａを 50℃の水 100ｇに 84ｇ溶か

し，その水溶液の温度を 20℃ま

で下げたとき，20℃での溶解度は

32ｇだから，84－32＝52(ｇ)が結

晶となって出てくる。温度による

溶解度の差が大きい物質では，こ

のような操作で多くの結晶を得る

ことができる。 

32ｇ 

出 
て 
く 
る 
結 
晶 

ａ 

ｂ 

ｂのように温度による溶解度の差

が小さい物質は，水溶液を加熱し

て水を蒸発させることで，多くの

結晶を得ることができる。 
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２ ⑵ 生物どうしの食べる・食べられるという関係を食物連鎖とい

う。１種類の生物が複数の食物連鎖に関係することが多く，食

物連鎖は複雑に入り組んだ網の目のようになっている。これを

食物網という。 

⑶ 生産者(緑色植物などの葉緑体をもつ生物)は，日光を利用し

て，無機物である二酸化炭素と水から，有機物であるデンプン

をつくり出し，酸素を放出する光合成(資料３)を行う。 

⑷ Ａ～Ｃのすべての生物からＤに矢印が向いているから，Ｄは

生産者や消費者の遺骸やふんなどの有機物から栄養分を得てい

る分解者である。分解者には，落ち葉の下や土の中の小動物

(シデムシ，ミミズ，ダンゴムシ，トビムシなど)，菌類(カビ

やキノコなど)，細菌類(乳酸菌や大腸菌など)が含まれる。ま

た，Ａに向いている矢印はないから，Ａは栄養分を自らつくり

出す生産者であり，Ｂは草食動物，Ｃは肉食動物である。 

⑸ ある生物ａについて，生物ａを食べる生物が増加したり，生

物ａがエサとする生物が減少したりすると，生物ａの数量は減

少する。また，生物ａを食べる生物が減少したり，生物ａがエ

サとする生物が増加したりすると，生物ａの数量は増加する。

外来種が持ち込まれた結果，バッタでは最初に増加がみられた

ことに着目すると，バッタが増加するのは，ススキが増加した

ときかカエルが減少したときだから，外来種が食べた(数量が減

少した)のはカエルだとわかる。この後，それぞれの生物の数量

は一時的に変化するが，やがて元のつり合いの状態に戻る。た

だし，場合によっては，元の状態に戻るのに長い時間がかかっ

たり，元の状態に戻らなかったりすることもある。なお，図２

の関係を，資料４のピラミッドのように表すことができる。  

資料４

＜生物の数量関係＞ 

生物の数量関係はふつう， 

食べられる生物＞食べる生物 

となる。 

ヘビ

カエル

バッタ 

ススキ

資料３

＜光合成に必要な条件を調べる＞ 

手順 

Ⅰ．デンプンをなくすため，一

晩暗室に置く。 

Ⅱ．葉の一部をアルミニウムは

くでおおい，日光を十分に

当てる。 

Ⅲ．ヨウ素液をつけ，色の変化

を確かめる。 

結果 

ヨウ素液の色が，ｂでは青紫

色に変化し，ａ，ｃ，ｄでは

変化しなかった。ａとｂの結

果から，光合成には葉緑体が

必要であること，ｂとｄの結

果から，光合成には日光が必

要であることがわかる。

ｃ ｄ 

ａ 
ｂ 

アルミニウムはくで

おおった部分

ふの部分 

ａ：葉緑体×，日光〇 

ｂ：葉緑体〇，日光〇 

ｃ：葉緑体×，日光× 

ｄ：葉緑体〇，日光×
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３ ⑴ 物体が凸レンズの焦点よりも離れた位置にあるとき，物体と

は上下左右が反対の実像がスクリーンに映る。実験□1 のように，

物体と同じ大きさの実像が映るのは，物体が焦点距離の２倍の

位置にあるときだから，このときの凸レンズとスクリーンの距

離は４×２＝８(㎝)である。物体の位置と実像の関係について，

資料５にまとめた。 

⑵ スクリーンの形(右上が欠けている)から，凸レンズ側からス

クリーンを見た像である。実像は，物体とは上下左右が反対に

映るから，エが正答である。 

⑶ ア．光ファイバーは，光の全反射を利用している。

イ，ウ．光の反射に関係する。 エ．光が水中から空気中に斜

めに進むとき，その境界面で屈折する。このとき，入射角より

も屈折角の方が大きくなるため，実際よりも浅いところに物体

があるように見える(資料６)。 

⑷ 物体が焦点よりも凸レンズに近いところにあるとき，スクリ

ーンを動かしても実像を映すことはできない。しかし，凸レン

ズを通して物体を見ると，物体と同じ向きで，物体より大きい

虚像が見える。アでは実像，ウ，エ，オでは虚像を見ることが

できる。また，焦点距離と同じイでは実像も虚像も見ることが

できない。 

⑸ 「光軸に平行に進み，凸レンズで屈折して焦点を通る光」，

「レンズの中心を通る直進する光」，「手前の焦点を通り，凸レ

ンズで屈折して光軸に平行に進む光」という３つの代表的な光

(資料７)を作図できるようにしておこう。これらの光の交点が

実像のできる位置である(実際に作図するときには，これらの

光から２つを選べばよい)。このように作図することで，実像

ができる位置が凸レンズの中心線から３マス目であることがわ

かる。この凸レンズの焦点距離は４㎝だから，１マスは２㎝で

あり，はっきりとした実像が映るときの凸レンズとスクリーン

の距離は２×３＝６(㎝)である。 

資料６

入射角 

屈折角 

Ａ 

Ａ′ 

Ｐ 

空気 

水 

Ａ点から出た光は，水と空気の境

界面で，入射角＜屈折角となるよ

うに進み，Ｐ点に届く。Ｐ点から

は，Ａ点からの光がＡ′点から直進

してきたように見える。 

資料７

物体 

凸レンズ 

光軸 焦点距離 

の２倍 

焦点距離 

の２倍 
焦点 

焦点 

物体より 

大きい 

物体より 

小さい 

凸レンズに 

近づける 

凸レンズから 

遠ざける 

＜凸レンズと実像＞ 

資料５
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４ ⑴ 太陽系には，太陽に近いところを公転しているものから順に，

水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星の８個

の惑星がある。惑星は自ら光を出さず，太陽の光を受けて輝い

ている。天体の特徴から地球型惑星(水星，金星，地球，火星)

と木星型惑星(木星，土星，天王星，海王星)に分けられる(資料

８)。

⑵⑶⑷ 地球の内側を公転している惑星を内惑星，地球の外側を

公転している惑星を外惑星という。外惑星の火星は真夜中に観

察することができるが，内惑星の金星は地球から見て太陽と反

対の方向に来ることはないので真夜中に観察することができな

い(資料９)。金星を観察できるのは，明け方の東の空(明けの明

星)か，夕方の西の空(よいの明星)である。資料10で，地球か

ら見て太陽の右側にある金星が明けの明星，地球から見て太陽

の左側にある金星がよいの明星である。また，金星と地球の距

離が近いときほど見かけの大きさが大きく，欠けた部分も大き

くなる。太陽と金星を結んだ直線と，地球と金星を結んだ直線

が直角に交わるときの金星が半月状に見える。図の金星は半月

状の金星より少し遠い位置にあるので，半月状より少し満ちた

形に見える。

⑸ 地球は約１年(12か月)で１回(360度)公転するから，約１か月

で
360

12
＝30(度)公転する。金星は約0.62年→0.62×12＝7.44（か月）

で１回(360度)公転するから，約１か月で 
360

7.44
＝48.3…→48度

公転する。地球と金星の公転の向きは同じだから，地球と金星

は約１か月ごとに48－30＝18(度)ずつ近づいていく(資料11)。

観察を行った日の地球と金星は90度離れていたから，最も近づ

く(太陽，金星，地球の順に一直線に並ぶ)のは約90÷18＝５(か

月後)である。 

資料９

火星 

地球 

太陽 

金星 

真夜中の 

地平線 真夜中に 

観察できる 

資料 11

地球型惑星 

・主に岩石や金属からなる

・半径…小 質量…小 密度…大

木星型惑星 

・主に気体からなる

・半径…大 質量…大 密度…小

資料８

30° 

金星 太陽 

48° 

１か月後 

の金星 １か月後 

の地球 
地球 

資料 10

地球 

太陽 

金星 

＜金星の見え方＞ 




