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１   次の A、B、C、D、E の５本のびんには、うすい塩酸、うすいアンモニア水、石灰水、食塩水、炭酸水が入っている。ラベル

がとれ、どのびんにどの液が入っているか分からないので、各びんから少しずつ液をとって、①～⑤の実験をした。次の問いに

答えなさい。  

【実験】  

①   においをかいでみると、C、D だけにおいがした。  

②   青色リトマス紙をひたしたら、B、C が赤色になった。  

③   赤色リトマス紙をひたしたら、A、D が青色になった。  

④   それぞれの液を石灰石にかけてみると、C だけはげしくあわを出した。  

⑤   それぞれの液に二酸化炭素を通すと、A だけ白くにごった。  

	 

⑴	 薬品のにおいをかぐとき、どのようにしてかぐか。	 

⑵	 水溶液を蒸発させ、何も残らない場合、とけている物は固体、液体、気体のどの状態だと言えるか。	 

	 ⑶	 炭酸水は何が水にとけたものか。	 

	 ⑷	 実験①～⑤の結果を見て，A～Eの各びんには，それぞれ何が入っているか答えなさい。	 

⑸	 リトマス紙の持ち方として、正しいものをア、イのどちらか選びなさい。 
	 	 	 ア	 指で直接持つ。 
	 	 	 イ	 ピンセットではさんで持つ。 
	 ⑹	 １本のガラス棒で、いろいろな水溶液をリトマス紙につけて調べるとき、どのようにすればよいか。 
正しいものを次のア～ウから選びなさい。 
ア	 調べる水溶液ごとにぬれた布でよくふいてから使う。 
イ	 調べる水溶液ごとにガラス棒の先をアルコールランプの火でかわかしてから使う。 
ウ	 調べる水溶液ごとに水で洗い、かわいた布でふいてから使う。 

	 

⑴	 ⑵	 ⑶	 

⑷A	 B	 C	 D	 

⑷E	 ⑸	 ⑹	 	 

	 

２   右の図のように、金ぞくの球を使って、温度と体積の変わり方を調べた。次の問いに答えなさい。  

⑴	 あたためる前に、輪をやっと通りぬけることができる金ぞくの球を、右の図のように熱した。 
熱した後の球は、輪を通りぬけることができるか。 

⑵	 ⑴で答えた理由を簡単に書きなさい。 
⑶	 空気、水、金ぞくの体積と温度について，次の（	 	 ）の中の正しい方を選び、書き出しなさい。 
	 	 ①	 空気は、温度が高くなると体積が㋐（ふえ・へり）、低くなると体積が㋑（ふえる・へる）。 
	 	 ②	 水の体積の変わり方は、空気より㋒（大きい・小さい）。 
	 	 ③	 金ぞくも、水や空気のように温度が高くなると体積が㋓（ふえ・へり）、 

低くなると体積が㋔（ふえる・へる）。 
	 	 ④	 金ぞくの体積の変わり方は、水や空気の体積の変わり方よりも㋕（大きい・小さい）。 
	 	 ⑤	 空気、水、金ぞくは、温度変化とともに体積が変化するのに対し、重さは㋖（変化する・変化しない）。 
	 ⑷	 実験が終わり、アルコールランプの火を消すとき、どのようにして消すか。	 

	 

⑴   ⑵   ⑶㋐  

⑶㋑   ㋒   ㋓   ㋔   ㋕  

⑶㋖   ⑷  
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３   ガスバーナーの使い方について、次の問いに答えなさい。  

⑴	 右図のＡ、Ｂのねじは、それぞれ何を調節するものか。 
⑵	 右図のＡ、Ｂのねじをゆるめるには、ねじをａ、ｂのどちらに回すか。 
⑶	 次のア～オを、ガスバーナーの正しい火のつけ方の順に並べなさい。 
ア	 Ａ、Ｂがしまっていることを確かめる。	 	 イ	 元栓を開く。 
ウ	 Aを回す。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 エ	 Bを回す。 

⑷	 ガスが正しく燃えているときは、炎の色は何色になるか。	 

  

⑴A	 B	 ⑵	 

⑶	 ⑷	 

  

４   次の図はインゲンマメの種子が発芽するかどうかを調べる実験である。次の問いに答えなさい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
⑴	 インゲンマメの種子が発芽するのは、㋐～㋒のどれか。	 

⑵	 種子の発芽に水が必要であることを調べるには、どれとどれを比べればよいか。 
⑶	 ㋑と㋒を比べると、種子の発芽には何が必要であることがわかるか。	 

	 

以下のようにした３本のインゲンマメを日なたに置いて育て、植物の成長の条件を調べた。  

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

⑷	 植物の成長と肥料の関係を調べるには、どれとどれを比べるとよいか。 
⑸	 植物の成長と日光の関係を調べるには、どれとどれを比べるとよいか。	 

⑹	 インゲンマメが最もよく育つのは、㋐～㋒のどれか。	 

	 ⑺	 でんぷんがあるかないかを調べるときに使う薬品は何か。	 

	 ⑻	 ⑺の薬品で、でんぷんがある場合、何色に変化するか。	 

	 

⑴	 ⑵	 	 	 	 	 と	 ⑶	 ⑷	 	 	 	 	 と	 	 

⑸	 	 	 	 	 と	 ⑹	 ⑺	 ⑻	 	 
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５   ヒトの誕生について、次の問いに答えなさい。  

⑴	 女性の卵と男性の精子が結びつくことを何と言うか。 
⑵	 精子が結びついた卵を何と言うか。	 

⑶	 ⑵はどれくらいの大きさか。次のア～エから選びなさい。	 

	 ア	 約 1cm	 	 イ	 約 0.5cm～0.8cm	 	 ウ	 約 1mm～2mm	 	 エ	 約 0.1～0.2mm	 

	 

右図は、母親のおなかにいるときの子どものようすである。  

⑷	 子宮の中の子どもは、何という液体の中にうかんだ状態か。	 

⑸	 ○あ、○いをそれぞれ何というか。次のア～エから選びなさい。	 

	 ア	 養分	 	 イ	 へそ	 	 ウ	 へそのお	 	 エ	 たいばん	 

⑹	 ○あを通して、子どもが母親からもらうものは何か。２つ書きなさい。	 

⑺	 生まれてから、○あがとれたあとの部分を何というか。	 

⑻	 子どもは、約何週母親のおなかの中にいてうまれ出てくるか。次のア～エから選びなさい。	 

	 ア	 約１６週	 	 	 イ	 約２４週	 	 	 ウ	 約３８週	 	 	 エ	 約５０週	 

	 

⑴	 ⑵	 ⑶	 ⑷	 ⑸○あ	 

⑸○い	 ⑹	 	 ⑺	 ⑻	 

	 

６   実験用てこを使って、てこのつり合いを調べた。次の問いに答えなさい。      図１  

⑴	 図１のようにおもりをつるした。てこを左にかたむけるはたらきの大きさを 
次のア～ウから選びなさい。 

	 ア	 ６０	 	 	 イ	 ２３	 	 	 ウ	 ２０ 
⑵	 てこを右にかたむけるはたらきの大きさはいくらになるか。	 

⑶	 右のうでのおもり○あを、右のうでの５の目もりにつるすと、てこはどうなるか。	 

次のア～ウから選びなさい。	 

	 ア	 左にかたむく。	 	 	 イ	 右にかたむく。	 	 	 ウ	 水平につり合う。	 

	 

	 

	 図２のように実験用てこの左のうでにおもりを一個つるした。次の問いに答えなさい。         図２  

⑷	 左のうでをかたむけるはたらきの大きさは、次のア～ウのどれか。	 

ア	 ６	 	 	 イ	 １０	 	 	 ウ	 ６０	 

⑸	 右のうでの３の目もりに１０ｇのおもりを何個つるすと、つり合うか。	 

⑹	 右のうでに１０ｇのおもりを６個つるして水平につり合わせるためには、	 

１～６のどの目もりにつるせばよいか。	 

	 ⑺	 てこを利用した道具を２つ書きなさい。	 

	 

	 

⑴	 ⑵	 ⑶	 ⑷	 

⑸	 ⑹	 ⑺	 	 

	 

	 

	 


