
�しくみと使い方�
　〈特長〉
１．小学校で学習する理科の内容を上下巻にまとめたテキストです。

２�．下巻は小学校６年生で学習する内容を中心に，中学受験で役に立つことがらも収録しました。

３�．各講座，「要点のまとめ」→「基本問題」→「練習問題」の形式になっており，確実に基礎

や考え方が身につくように編集してあります。

４�．各単元で重要と考えられる観察図，実験図は，まとめや問題のなかでふんだんに使いました。

また，特にページをもうけたところもあります。これらの図は理科学習の発
はっ

展
てん

に大きく役立つ

でしょう。

　〈しくみ〉	 　〈使い方〉
①　 要点のまとめ �� ��　学習する基本事項を中心にまとめてあり，さらにややレベルの髙い

発展事項もふくんでいます。特に大切な点はポイントとして書き出し

てありますから，注意して読んで下さい。

②　 基		本		問		題 ��� ��　「要点のまとめ」を読んでから，自分で解いてみて下さい。問題の

なかで，基本事項がどうあつかわれているかを知ることが重要です。

わからないことがあれば，もう一度「要点のまとめ」を読み直して下

さい。

③　 練		習		問		題 �� ��　その講座で学習したことがらを総合問題形式にしてあります。中学

入試レベルの問題もふくんでいますので，チャレンジして下さい。

④　 チャレンジコーナー �� ��　発展的な内容をとりあげています。考える力や工夫する力を身につ

けるための問題です。
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ものの燃え方　�

　〔参考〕　石灰水…石灰水は二酸化炭素があると白くにごる性質がある。

　　　　　〈石灰水のつくり方〉

　　　　　�　水に水
すい

酸
さん

化
か

カルシウム（校庭のライン引きに使われる白い粉）を入れ，よくかき混ぜる。しば

らく静かに置いておく。とけ残った水酸化カルシウムは底にしずみ，その上
うわ

ずみ液が石灰水にな

っている。

　⑵　ものが燃えるのを助ける気体…酸
さん

素
そ

　　�　集気びんの中の空気に，酸素の量を変えて混

ぜ，その中に火のついたろうそくを入れてみる。

　　　　　　　　　　⇩

　　�　びんの中の酸素の量が多いほど，ろうそくの

ほのおは大きく，はげしく燃える。（図１）

　　　　　　　　　　⇩

　　�　空気には酸素がふくまれていて，酸素はもの

が燃えるのを助けることがわかる。また，ろう

そくの火の消えた集気びんの中に酸素を入れ，

さらに火のついたろうそくを入れてみる。

　　　　　　　　　　⇩

　　　ろうそくは，またはげしく燃える。（図２）

　　　　　　　　　　⇩

　　�　火が消えたのは酸素がなくなったから

で，できた二酸化炭素が火を消したのでは

ない。

　⑶　空気の成分

　　�　空気の成分を調べると，右の円グラフの

ように，体積の約１─５が酸素，約
４─５がちっ素

という気体で，これらが混じり合っている。

3　ものが燃えるための条件
　　①　燃えるものがあること。

　　②　燃やすための空気（酸素）があること。

　　③　ものが燃えることのできる温度まで熱くなること。

　　　　　⇨この温度を，そのものの発
はっ

火
か

点
てん

という。

　�　ものが燃えるためには，上の３つの条件がすべてそろ

うことが必要で，３つの条件がすべてそろったときにも

のは燃える。逆に火を消すためには，３条件のうちどれ

か１つを取りのぞいてやればよい。

　■例 　㋐ガスコンロの火を消すために，ガスのせんを止める。→ガスが出なくなる。　燃えるものをなくす。
　　　　㋑アルコールランプの火を消すために，ふたをする。　→新しい空気をなくす。




⇨火は消える。

　　　　㋒たき火の火を消すために，水をかける。　　　　　　→温度を下げる。

酸素だけ

水

空気だけ
空気＋

　酸素（少）
空気＋
　酸素（多）

図１

素
酸

はげしく燃える

その他

ちっ素（約
４─５）

酸素

（約
１─５）

図２

空気の成分

　　いろいろなものの発火点

もの 新聞紙 木炭 鉄 水素

発火点（℃） ２91 ２５０〜３００ ３1５〜３２０ ５００〜７５０
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	1	 ものの燃え方と空気
1　ものの燃え方と空気
　⑴　空気の量と燃え方

　　�　２本のろうそくに火をつけて台の上に置き，大

きさのちがう集気びんを同時にかぶせる。

　　　　　　　　　　　⇩

　　�　小さな集気びんをかぶせたほうが，ろうそくの

火は先に消える。

　　　　　　　　　　　⇩

　　�　やがて，大きな集気びんをかぶせたろうそくも，

消えてしまう。

　　�　これらのことから，空気の量が多いほど，もの

は長く燃え続けることがわかる。

　⑵　新しい空気と燃え方

　　�　右の図のように，ガラスのつつの下に

すき間をつくったり，仕切り板を入れて

ろうそくを燃やすと，燃え続ける。線こ

うのけむりを近づけてみると，空気が流

れ，新しい空気が入っていることがわか

る。

　　　　　　　　　　　⇩

　　�　ろうそくが燃え続けるためには，新し

い空気が必要である。

2　ものが燃える前の空気と燃えたあとの空気
　⑴　ものが燃えたあとの空気

　　�　ろうそくなどのものが燃えたあとの空気には，二
に

酸
さん

化
か

炭
たん

素
そ

という気体ができている。二酸化炭素は水

にとけ，石
せっ

灰
かい

水
すい

を白くにごらせる性質がある。

ガ
ラ
ス
の
つ
つ

線こう

線こう

仕切り板

石灰水 火が消えて
から，よく
ふる。

石灰水が
白くにご
る。

二酸化炭素が
できたことが
わかる。

1 ものの燃え方
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ものの燃え方　�

4�〈気体中のものの燃え方〉　Ａ〜Ｄの４つの集気びんの中には，酸素，空気，二

酸化炭素，ちっ素のいずれかの気体が入っています。Ａ〜Ｄの４つの集気びんを

使って，次のような実験をしました。

　　【実験１】�　火のついたろうそくをＡ〜Ｄの集気び

んの中に，右の図のように入れる。

　　【結　果】�　Ａ，Ｄはすぐに消える。Ｂはしばらく

燃えてから消え，Ｃははげしく燃えて，

やがて消えた。

　　【実験２】�　ろうそくの火が消えてから，それぞれ

の集気びんに石灰水を少しずつ入れ，よ

くふった。

　　【結　果】�　Ａ，Ｂ，Ｃでは白くにごったが，Ｄで

は変化が見られなかった。

　　これらの実験と結果から，Ａ〜Ｄの集気びんの中の気体はそれぞれ何であるこ

とがわかりますか。それぞれことばで答えなさい。

� Ａ（　　　　　）　Ｂ（　　　　　）

� Ｃ（　　　　　）　Ｄ（　　　　　）

5�〈空気の変化〉　一方がふさがったガラスのつつを水の入った水そうに立て，そ

の中でろうそくを燃やし，火が消えたあとしばらくそのままにしておいたところ，

ガラスのつつの中の水面が上がっていました。これについて，次の問いに答えな

さい。

　⑴�　ガラスのつつの中の水面が上がった理

由を，次から選びなさい。� （　　　）

　　ア�　ろうそくが燃えて，ガラスのつつの

中の酸素がなくなり，別のものが水に

とけたから。

　　イ�　ろうそくが燃えて，ガラスのつつの

中の空気がすべてなくなったから。

　　ウ　ろうそくが燃えて，軽くなったから。

　⑵�　図のＡとＢのガラスのつつの中の気体を比べたとき，少なくなったものは何

ですか。また，量に変化がないものはどれですか。次から選びなさい。

� 少なくなったもの（　　　）　　変化がないもの（　　　）

　　ア　ちっ素　　　イ　酸素

　⑶�　図のＢで，ガラスのつつの中の水面が上がっていますが，水面から上のつつ

の高さのどのくらいまで上がりますか。次から選びなさい。� （　　　）

　　ア　約２分の１

　　イ　約３分の１

　　ウ　約４分の１

　　エ　５分の１よりも少ない

・Ａ〜Ｄの気体につ
いて，実験の結果
にもとづく表をつ
くってまとめてみ
ると，わかりやす
い。

・ろうそくが燃える
と酸素がへり，二
酸化炭素がふえる。

・7二酸化炭素の性
質（ｐ11参照）

石灰水

ガ
ラ
ス
の
つ
つ

Ａ Ｂ
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�

　　問題基本

1�〈ものの燃え方〉　右の図のように，太さと高

さのちがう集気びん①〜③に火のついたろうそ

くを入れ，燃え方のちがいを調べました。これ

について，次の問いに答えなさい。

　⑴�　ろうそくの燃え続ける時間の長い順に番号

を書きなさい。� （　　→　　→　　）

　⑵�　ろうそくの燃え続ける時間は，次のア〜ウの何に関係がありますか。記号で

答えなさい。� （　　　）

　　ア　集気びんの中のちっ素の量

　　イ　集気びんの中の酸素の量

　　ウ　集気びんの中の二酸化炭素の量

2�〈空気と燃え方〉　次のそれぞれの文の（　　　）の中に，あてはまる数やことば

を書きなさい。

　⑴�　空気は，おもに酸素とちっ素の混じった気体で，その体積の約（　　　　　）

が酸素です。

　⑵�　酸素の入ったびんの中でろうそくを燃やすと，初めは（　　　　　）燃えます

が，しだいに燃え方が（　　　　　）なり，やがて（　　　　　）しまいます。こ

れはろうそくが燃えるときに，びんの中の（　　　　　）が使われてしまったた

めです。

　⑶�　ろうそくが燃えたあとのびんの中に，（　　　　　）を入れてよくふると，

（　　　　　）色ににごります。このことから，ろうそくが燃えたあとには

（　　　　　）という気体ができていることがわかります。

3�〈空気と燃え方〉　右の図のように，火のつ

いたろうそくを１本入れた集気びんと２本入

れた集気びんで，燃え方がどのようにちがう

か調べました。これについて，次の問いに答

えなさい。

　⑴�　ＡとＢでは，火が消えるまでの時間は，

どうなりますか。� （　　　）

　　ア　Ａのほうがはやく消える。

　　イ　Ｂのほうがはやく消える。

　　ウ　消えるまでの時間は同じである。

　⑵�　⑴のようになるのはなぜですか。かんたんに説明しなさい。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・火が消えるのは，
酸素がなくなるか
らである。はやく
酸素がなくなるの
は…。

・石灰水の性質

・空気（酸素）の量
が多いほど，ろう
そくは長く燃える。

・空気の成分

① ② ③

同じ大きさの集気びん

Ａ Ｂ
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とがわかりますか。それぞれことばで答えなさい。

� Ａ（　　　　　）　Ｂ（　　　　　）

� Ｃ（　　　　　）　Ｄ（　　　　　）

5�〈空気の変化〉　一方がふさがったガラスのつつを水の入った水そうに立て，そ

の中でろうそくを燃やし，火が消えたあとしばらくそのままにしておいたところ，

ガラスのつつの中の水面が上がっていました。これについて，次の問いに答えな

さい。

　⑴�　ガラスのつつの中の水面が上がった理

由を，次から選びなさい。� （　　　）

　　ア�　ろうそくが燃えて，ガラスのつつの

中の酸素がなくなり，別のものが水に

とけたから。

　　イ�　ろうそくが燃えて，ガラスのつつの

中の空気がすべてなくなったから。

　　ウ　ろうそくが燃えて，軽くなったから。

　⑵�　図のＡとＢのガラスのつつの中の気体を比べたとき，少なくなったものは何
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　⑶�　図のＢで，ガラスのつつの中の水面が上がっていますが，水面から上のつつ

の高さのどのくらいまで上がりますか。次から選びなさい。� （　　　）
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　　ウ　約４分の１

　　エ　５分の１よりも少ない

・Ａ〜Ｄの気体につ
いて，実験の結果
にもとづく表をつ
くってまとめてみ
ると，わかりやす
い。

・ろうそくが燃える
と酸素がへり，二
酸化炭素がふえる。

・7二酸化炭素の性
質（ｐ11参照）

石灰水

ガ
ラ
ス
の
つ
つ

Ａ Ｂ
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�

　　問題基本

1�〈ものの燃え方〉　右の図のように，太さと高

さのちがう集気びん①〜③に火のついたろうそ

くを入れ，燃え方のちがいを調べました。これ

について，次の問いに答えなさい。

　⑴�　ろうそくの燃え続ける時間の長い順に番号

を書きなさい。� （　　→　　→　　）

　⑵�　ろうそくの燃え続ける時間は，次のア〜ウの何に関係がありますか。記号で

答えなさい。� （　　　）

　　ア　集気びんの中のちっ素の量

　　イ　集気びんの中の酸素の量

　　ウ　集気びんの中の二酸化炭素の量

2�〈空気と燃え方〉　次のそれぞれの文の（　　　）の中に，あてはまる数やことば

を書きなさい。

　⑴�　空気は，おもに酸素とちっ素の混じった気体で，その体積の約（　　　　　）

が酸素です。

　⑵�　酸素の入ったびんの中でろうそくを燃やすと，初めは（　　　　　）燃えます

が，しだいに燃え方が（　　　　　）なり，やがて（　　　　　）しまいます。こ

れはろうそくが燃えるときに，びんの中の（　　　　　）が使われてしまったた

めです。

　⑶�　ろうそくが燃えたあとのびんの中に，（　　　　　）を入れてよくふると，

（　　　　　）色ににごります。このことから，ろうそくが燃えたあとには

（　　　　　）という気体ができていることがわかります。

3�〈空気と燃え方〉　右の図のように，火のつ

いたろうそくを１本入れた集気びんと２本入

れた集気びんで，燃え方がどのようにちがう

か調べました。これについて，次の問いに答

えなさい。

　⑴�　ＡとＢでは，火が消えるまでの時間は，

どうなりますか。� （　　　）

　　ア　Ａのほうがはやく消える。

　　イ　Ｂのほうがはやく消える。

　　ウ　消えるまでの時間は同じである。

　⑵�　⑴のようになるのはなぜですか。かんたんに説明しなさい。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・火が消えるのは，
酸素がなくなるか
らである。はやく
酸素がなくなるの
は…。

・石灰水の性質

・空気（酸素）の量
が多いほど，ろう
そくは長く燃える。

・空気の成分

① ② ③

同じ大きさの集気びん

Ａ Ｂ
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ものの燃え方　�

10 下のＡ〜Ｄの装
そう

置
ち

について，あとの問いに答えなさい。

　⑴　Ａ〜Ｄの中で，最もはやくろうそくの火が消えてしまうのはどれですか。� （　　　）

　⑵　Ａ〜Ｄの中で，ろうそくの火が燃え続けるのはどれですか。� （　　　）

　⑶　次の文はＡ〜Ｄのどの装置のことを説明していますか。� （　　　）

　　�『下からは新しい空気が入ってくるが，ほのおであたためられた空気の出ていくところがないので，ほ

のおは弱くなりやがて消える。』

　⑷�　最もはやくろうそくの火が消えてしまった装置のつつの中には

何の気体がふえていますか。次から選びなさい。� （　　　）

　　ア　酸素

　　イ　二酸化炭素

　　ウ　ちっ素

　⑸�　装置Ｂを燃やし続けるためには，装置Ｃのようにすき間をつく

るほかにどんな方法が考えられますか。右の図に示しなさい。

11� 下の①〜⑤のように，いろいろな気体の入った集気びんがあります。この中に火のついたろうそくを

入れ，すばやくふたをして燃えるようすを調べました。これについて，あとの問いに答えなさい。

　⑴　ろうそくを入れるとすぐに火が消えるのは，どの集気びんですか。� （　　　）

　⑵　燃え方がいちばんはげしいのは，どの集気びんですか。� （　　　）

　⑶　①と燃えている時間がほぼ等しいのは，どの集気びんですか。� （　　　）

　⑷　④には酸素が全部で何入っていますか。� （　　　　　　）

Ｂ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

わりばし

すき間を
つくる

ふたをする

空気���� ちっ素���� 酸素���
二酸化炭素���

酸素���
二酸化炭素���

酸素���
空気���

① ② ③ ④ ⑤
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�

6	 右の図は，ろうそくをびんの中で燃やす前と燃

やしたあとの空気のようすを模
も

式
しき

的に示したもの

です。これについて，次の問いに答えなさい。

　⑴	　ろうそくを燃やす前の空気のようすを示して

いるのは，ア，イのどちらのびんですか。

	 （　　　）

　⑵	　○，●，○×はそれぞれ何の気体を表していま
すか。ことばで答えなさい。

	 ○（　　　　　）　●（　　　　　）

	 　○×（　　　　　）

7	 火が消えたりつかない原因には，次のようなものがあります。

　　　	ア　燃えるものがない。

　　

�
�
�
�
�

	イ　空気（酸素）がない。　　　

�
�
�
�
�　　　	ウ　温度が発火点より低い。

　　次の例は，おもに上のどの原因によると考えられますか。それぞれ上から選び，記号で答えなさい。

　⑴　ろうそくの火をふき消す。	 （　　　）

　⑵　アルコールランプの火はふたをして消す。	 （　　　）

　⑶　たき火に土をかぶせて消す。	 （　　　）

　⑷　山地のあき地は防火帯といい，山火事が広がることを防ぐ。	 （　　　）

　⑸　木と木がこすれ合っても火がつかない。	 （　　　）

8	 右の図のように，紙でつくった箱の中に水を入れて，下からガス

バーナーで加熱しました。これについて，次の問いに答えなさい。

　⑴　紙の箱はどうなりますか。かんたんに書きなさい。

	 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑵　⑴のようになる理由を説明しなさい。

	 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

9	 ろうそくの火やマッチの火は息をふきかけると消えますが，逆にうちわであおいだり，息をふきかける

とよく燃えるものもあります。その例をあげ，なぜそうなるのか理由を説明しなさい。

	 例（　　　　　　　　）

　　理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ア イ

○，●，○は酸素，ちっ素，二酸化炭素
のいずれかを表している。

水

紙
の
箱

練習問題
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16 ページ 　基本問題
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ものの燃え方1
1 ものの燃え方と空気

6 ページ 　基本問題
1　⑴　③→②→①　　⑵　イ

解説

⑴集気びんの中の空気が多い順にならべる。

2　⑴　
1
5 　　⑵　はげしく，弱く，消えて，酸素

⑶　石灰水，白，二酸化炭素
解説

⑴空気中には，ちっ素が約
4
5 ，酸素が約

1
5 ふく

まれている。

3　⑴　イ　　⑵　Ｂはろうそくが 2 本なので，
Ａよりも酸素がたくさん使われて，はやくなく
なってしまうため。
解説

⑴ＡとＢでは酸素の量はほとんど変わらない
が，Ｂのほうが燃えるものが多いので，はや
く消えてしまう。
7 ページ

4　Ａ二酸化炭素，Ｂ空気，Ｃ酸素，Ｄちっ素
解説

　Ａはろうそくがすぐに消えたが，石灰水を白
くにごらせたので，二酸化炭素が入っているこ
とがわかる。ＢとＣは，燃え方のちがいから，
Ｂが空気，Ｃが酸素。Ｄはろうそくがすぐに消
え，石灰水も白くにごらなかったので，ちっ素
が入っていることがわかる。

5　⑴　ア　　⑵　少なくなったもの…イ，変化
がないもの…ア　　⑶　エ
解説

⑴酸素が使われて少なくなり，二酸化炭素がで
き，その二酸化炭素が水にとけた分だけ水面
は上がる。

⑵ちっ素はものが燃えるときに使われることは
ない。

⑶酸素は空気のおよそ5分の1ふくまれている。
⑴の理由で水面が上がるが，酸素が全部使わ
れるわけではなく，二酸化炭素もすべてとけ
るわけではないので，5 分の 1 以下しか上が
らない。

8 ページ 　練習問題
6　⑴　ア
　⑵　○ちっ素　●酸素　Ⓧ二酸化炭素

解説

　ろうそくが燃える前と燃えたあとで，何が
減って，何ができるかを考える。

7　⑴　ア　　⑵　イ　　⑶　イ　　⑷　ア
　⑸　ウ

解説

⑴ろうそくはろうがとけて気体となって燃えて
いるため，息をふきかけることによって，そ
の気体がとばされて消える。

8　⑴　変化しない。　　⑵　紙が水に冷やされ
て，紙の燃える温度まで上がらないから。
解説

⑴・⑵紙の発火点は 450℃くらいなので，温度
が発火点まで達しない。

9　（例）木炭　（理由）新しい空気（酸素）が入って
くるから。
解説

　うちわであおいだり息をふきかけたりする
と，新しい空気（酸素）に次々にふれ，よく燃え
るようになるものもある。
9 ページ

10　⑴　Ａ　　⑵　Ｃ　　　　⑸　
　⑶　Ｄ　　⑷　イ

解説

⑴Ａは酸素がつつの中にまったく
入ってこれない。

⑵つつの中の空気はろうそくの火
であたためられると軽くなり，
上へあがっていき，つつの外へ出る。そして，
それをおぎなうため，下のすき間から新しい
空気が入ってくる。ろうそくのほのおより上
にすき間があると，新しい空気はろうそくの
ほのおのところにこないままつ
つの口から出ていくので，ろう
そくの火は消えてしまう。

⑸新しい空気が入ってくるよう
に，ろうそくのほのおより下の
部分にすき間があくようにす
る。

11　⑴　②　　⑵　③　　⑶　⑤　

17 ページ 　
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それをおぎなうため，下のすき間から新しい
空気が入ってくる。ろうそくのほのおより上
にすき間があると，新しい空気はろうそくの
ほのおのところにこないままつ
つの口から出ていくので，ろう
そくの火は消えてしまう。

⑸新しい空気が入ってくるよう
に，ろうそくのほのおより下の
部分にすき間があくようにす
る。

11　⑴　②　　⑵　③　　⑶　⑤　
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ものの燃え方1
1 ものの燃え方と空気

6 ページ 　基本問題
1　⑴　③→②→①　　⑵　イ

解説

⑴集気びんの中の空気が多い順にならべる。

2　⑴　
1
5 　　⑵　はげしく，弱く，消えて，酸素

⑶　石灰水，白，二酸化炭素
解説

⑴空気中には，ちっ素が約
4
5 ，酸素が約

1
5 ふく

まれている。

3　⑴　イ　　⑵　Ｂはろうそくが 2 本なので，
Ａよりも酸素がたくさん使われて，はやくなく
なってしまうため。
解説

⑴ＡとＢでは酸素の量はほとんど変わらない
が，Ｂのほうが燃えるものが多いので，はや
く消えてしまう。
7 ページ

4　Ａ二酸化炭素，Ｂ空気，Ｃ酸素，Ｄちっ素
解説

　Ａはろうそくがすぐに消えたが，石灰水を白
くにごらせたので，二酸化炭素が入っているこ
とがわかる。ＢとＣは，燃え方のちがいから，
Ｂが空気，Ｃが酸素。Ｄはろうそくがすぐに消
え，石灰水も白くにごらなかったので，ちっ素
が入っていることがわかる。

5　⑴　ア　　⑵　少なくなったもの…イ，変化
がないもの…ア　　⑶　エ
解説

⑴酸素が使われて少なくなり，二酸化炭素がで
き，その二酸化炭素が水にとけた分だけ水面
は上がる。

⑵ちっ素はものが燃えるときに使われることは
ない。

⑶酸素は空気のおよそ5分の1ふくまれている。
⑴の理由で水面が上がるが，酸素が全部使わ
れるわけではなく，二酸化炭素もすべてとけ
るわけではないので，5 分の 1 以下しか上が
らない。

8 ページ 　練習問題
6　⑴　ア
　⑵　○ちっ素　●酸素　Ⓧ二酸化炭素

解説

　ろうそくが燃える前と燃えたあとで，何が
減って，何ができるかを考える。

7　⑴　ア　　⑵　イ　　⑶　イ　　⑷　ア
　⑸　ウ

解説

⑴ろうそくはろうがとけて気体となって燃えて
いるため，息をふきかけることによって，そ
の気体がとばされて消える。

8　⑴　変化しない。　　⑵　紙が水に冷やされ
て，紙の燃える温度まで上がらないから。
解説

⑴・⑵紙の発火点は 450℃くらいなので，温度
が発火点まで達しない。

9　（例）木炭　（理由）新しい空気（酸素）が入って
くるから。
解説

　うちわであおいだり息をふきかけたりする
と，新しい空気（酸素）に次々にふれ，よく燃え
るようになるものもある。
9 ページ
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部分にすき間があくようにす
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　⑷　440㎤
解説

⑴酸素がまったく入っていない②である。
⑵～⑷集気びんの中の酸素の量を比べる。酸素

は空気の体積の約 5 分の 1 だから，
① 1000 ×

1
5 ＝ 200（㎤）

② 0㎤　　③ 500㎤
④ 300 ＋ 700 ×

1
5 ＝ 440（㎤）

⑤ 200㎤
となる。酸素が最も多い③がいちばんはげし
く燃える。

2 酸素と二酸化炭素

12 ページ 　基本問題
12　⑴　イ，エ，カ，ク　　⑵　ウ，エ
　⑶　イ，エ，キ，ケ　　⑷　ウ，オ，キ，ケ
　⑸　ア，カ，ケ，シ　　⑹　ウ，オ
　⑺　ア，エ　　⑻　イ，ウ

解説

⑸そのほか，酸素は酸素系漂
ひょう

白
はく

剤
ざい

に湯を加え
たり，レバー（牛などのかん臓）にうすい過
酸化水素水を加えても発生する。また，二酸
化炭素をつくるとき，石灰石や貝がらのかわ
りに大理石を用いてもよい。

13 ページ

13　⑴　イ　　⑵　イ　　⑶　ウ
　⑷　ウ，ク　　⑸　イ，コ　　⑹　オ　
　⑺　イ　理由：炭素がふくまれていないから。
　⑻　イ　　⑼　イ

解説

⑴気体が出ていく方のガラス管の口が液体につ
かないようにする。また，発生した気体が注
ぐ液体の方から出ていかないように，液体の
方を長くする。

⑵，⑶酸素は水にとけにくいので，水上置かん
法で集める。

⑹炭酸水には二酸化炭素がとけているので，熱
すると，とけていた二酸化炭素が出てくる。

⑺スチールウールは鉄でできているので，炭素
がふくまれていない。

⑻酸素は空気の約 1.1 倍，二酸化炭素は約 1.5
倍の重さである。

⑼二酸化炭素は水にとけるので，水にとけた分

だけ試験管内の気体の体積がへって気圧が下
がるため，ゴムせんがぬけにくくなる。

14 ページ 　練習問題

14　⑴

⑵，⑶　右図
⑷　イ
⑸　はじめに

三角フラス
コ の 中 に
あった空気
が出てくる
から。

⑹　過酸化水素水を加える。
⑺　線こうイ　木炭ウ　ろうそくエ　鉄線ア
解説

⑶水上置かん法は，集まった気体の量が見え，
より純すいな気体を集めることができる。水
にとけにくい気体にはよく用いられる。

⑷なめらかな面を集気びんの口につけておく
と，集まった気体の一部が集気びんの中の水
にとけて，集気びんの口にガラス板がはりつ
いてしまうので，ざらざらした面を口にあて
がう（酸素もごくわずかに水にとけるので，
このようにする）。

⑹二酸化マンガンは過酸化水素が変化するのを
助けるはたらきをして，それ自身は変化しな
いので，過酸化水素水を加えると，酸素が再
び発生するようになる。

⑺鉄は空気中で熱すると赤くなるだけだが，酸
素の中では，火花を飛ばしながらはげしく燃
える。

15　⑴　2.4g　　⑵　イ
⑶過酸化水素が水と酸素に分解するのを助ける

はたらき。　しょくばい
解説

⑴ 166.0 － 163.6 ＝ 2.4　（g）
⑵二酸化マンガンの重さは変化しない。
15 ページ
16　⑴　集め方：下方置かん法　性質：空気よ

り重い。　　⑵　Ｃ→Ｂ→Ａ
⑶　Ｂの方が下がる。　　⑷　ウ

㋐ ㋑
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は空気の体積の約 5 分の 1 だから，
① 1000 ×

1
5 ＝ 200（㎤）

② 0㎤　　③ 500㎤
④ 300 ＋ 700 ×

1
5 ＝ 440（㎤）

⑤ 200㎤
となる。酸素が最も多い③がいちばんはげし
く燃える。

2 酸素と二酸化炭素

12 ページ 　基本問題
12　⑴　イ，エ，カ，ク　　⑵　ウ，エ
　⑶　イ，エ，キ，ケ　　⑷　ウ，オ，キ，ケ
　⑸　ア，カ，ケ，シ　　⑹　ウ，オ
　⑺　ア，エ　　⑻　イ，ウ

解説

⑸そのほか，酸素は酸素系漂
ひょう

白
はく

剤
ざい

に湯を加え
たり，レバー（牛などのかん臓）にうすい過
酸化水素水を加えても発生する。また，二酸
化炭素をつくるとき，石灰石や貝がらのかわ
りに大理石を用いてもよい。

13 ページ

13　⑴　イ　　⑵　イ　　⑶　ウ
　⑷　ウ，ク　　⑸　イ，コ　　⑹　オ　
　⑺　イ　理由：炭素がふくまれていないから。
　⑻　イ　　⑼　イ

解説

⑴気体が出ていく方のガラス管の口が液体につ
かないようにする。また，発生した気体が注
ぐ液体の方から出ていかないように，液体の
方を長くする。

⑵，⑶酸素は水にとけにくいので，水上置かん
法で集める。

⑹炭酸水には二酸化炭素がとけているので，熱
すると，とけていた二酸化炭素が出てくる。

⑺スチールウールは鉄でできているので，炭素
がふくまれていない。

⑻酸素は空気の約 1.1 倍，二酸化炭素は約 1.5
倍の重さである。

⑼二酸化炭素は水にとけるので，水にとけた分

だけ試験管内の気体の体積がへって気圧が下
がるため，ゴムせんがぬけにくくなる。

14 ページ 　練習問題

14　⑴

⑵，⑶　右図
⑷　イ
⑸　はじめに

三角フラス
コ の 中 に
あった空気
が出てくる
から。

⑹　過酸化水素水を加える。
⑺　線こうイ　木炭ウ　ろうそくエ　鉄線ア
解説

⑶水上置かん法は，集まった気体の量が見え，
より純すいな気体を集めることができる。水
にとけにくい気体にはよく用いられる。

⑷なめらかな面を集気びんの口につけておく
と，集まった気体の一部が集気びんの中の水
にとけて，集気びんの口にガラス板がはりつ
いてしまうので，ざらざらした面を口にあて
がう（酸素もごくわずかに水にとけるので，
このようにする）。

⑹二酸化マンガンは過酸化水素が変化するのを
助けるはたらきをして，それ自身は変化しな
いので，過酸化水素水を加えると，酸素が再
び発生するようになる。

⑺鉄は空気中で熱すると赤くなるだけだが，酸
素の中では，火花を飛ばしながらはげしく燃
える。

15　⑴　2.4g　　⑵　イ
⑶過酸化水素が水と酸素に分解するのを助ける

はたらき。　しょくばい
解説

⑴ 166.0 － 163.6 ＝ 2.4　（g）
⑵二酸化マンガンの重さは変化しない。
15 ページ
16　⑴　集め方：下方置かん法　性質：空気よ

り重い。　　⑵　Ｃ→Ｂ→Ａ
⑶　Ｂの方が下がる。　　⑷　ウ

㋐ ㋑
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　⑷　440㎤
解説

⑴酸素がまったく入っていない②である。
⑵～⑷集気びんの中の酸素の量を比べる。酸素

は空気の体積の約 5 分の 1 だから，
① 1000 ×

1
5 ＝ 200（㎤）

② 0㎤　　③ 500㎤
④ 300 ＋ 700 ×

1
5 ＝ 440（㎤）

⑤ 200㎤
となる。酸素が最も多い③がいちばんはげし
く燃える。

2 酸素と二酸化炭素

12 ページ 　基本問題
12　⑴　イ，エ，カ，ク　　⑵　ウ，エ
　⑶　イ，エ，キ，ケ　　⑷　ウ，オ，キ，ケ
　⑸　ア，カ，ケ，シ　　⑹　ウ，オ
　⑺　ア，エ　　⑻　イ，ウ

解説

⑸そのほか，酸素は酸素系漂
ひょう

白
はく

剤
ざい

に湯を加え
たり，レバー（牛などのかん臓）にうすい過
酸化水素水を加えても発生する。また，二酸
化炭素をつくるとき，石灰石や貝がらのかわ
りに大理石を用いてもよい。

13 ページ

13　⑴　イ　　⑵　イ　　⑶　ウ
　⑷　ウ，ク　　⑸　イ，コ　　⑹　オ　
　⑺　イ　理由：炭素がふくまれていないから。
　⑻　イ　　⑼　イ

解説

⑴気体が出ていく方のガラス管の口が液体につ
かないようにする。また，発生した気体が注
ぐ液体の方から出ていかないように，液体の
方を長くする。

⑵，⑶酸素は水にとけにくいので，水上置かん
法で集める。

⑹炭酸水には二酸化炭素がとけているので，熱
すると，とけていた二酸化炭素が出てくる。

⑺スチールウールは鉄でできているので，炭素
がふくまれていない。

⑻酸素は空気の約 1.1 倍，二酸化炭素は約 1.5
倍の重さである。

⑼二酸化炭素は水にとけるので，水にとけた分

だけ試験管内の気体の体積がへって気圧が下
がるため，ゴムせんがぬけにくくなる。

14 ページ 　練習問題

14　⑴

⑵，⑶　右図
⑷　イ
⑸　はじめに

三角フラス
コ の 中 に
あった空気
が出てくる
から。

⑹　過酸化水素水を加える。
⑺　線こうイ　木炭ウ　ろうそくエ　鉄線ア
解説

⑶水上置かん法は，集まった気体の量が見え，
より純すいな気体を集めることができる。水
にとけにくい気体にはよく用いられる。

⑷なめらかな面を集気びんの口につけておく
と，集まった気体の一部が集気びんの中の水
にとけて，集気びんの口にガラス板がはりつ
いてしまうので，ざらざらした面を口にあて
がう（酸素もごくわずかに水にとけるので，
このようにする）。

⑹二酸化マンガンは過酸化水素が変化するのを
助けるはたらきをして，それ自身は変化しな
いので，過酸化水素水を加えると，酸素が再
び発生するようになる。

⑺鉄は空気中で熱すると赤くなるだけだが，酸
素の中では，火花を飛ばしながらはげしく燃
える。

15　⑴　2.4g　　⑵　イ
⑶過酸化水素が水と酸素に分解するのを助ける

はたらき。　しょくばい
解説

⑴ 166.0 － 163.6 ＝ 2.4　（g）
⑵二酸化マンガンの重さは変化しない。
15 ページ
16　⑴　集め方：下方置かん法　性質：空気よ

り重い。　　⑵　Ｃ→Ｂ→Ａ
⑶　Ｂの方が下がる。　　⑷　ウ
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　⑷　440㎤
解説

⑴酸素がまったく入っていない②である。
⑵～⑷集気びんの中の酸素の量を比べる。酸素

は空気の体積の約 5 分の 1 だから，
① 1000 ×

1
5 ＝ 200（㎤）

② 0㎤　　③ 500㎤
④ 300 ＋ 700 ×

1
5 ＝ 440（㎤）

⑤ 200㎤
となる。酸素が最も多い③がいちばんはげし
く燃える。

2 酸素と二酸化炭素

12 ページ 　基本問題
12　⑴　イ，エ，カ，ク　　⑵　ウ，エ
　⑶　イ，エ，キ，ケ　　⑷　ウ，オ，キ，ケ
　⑸　ア，カ，ケ，シ　　⑹　ウ，オ
　⑺　ア，エ　　⑻　イ，ウ

解説

⑸そのほか，酸素は酸素系漂
ひょう

白
はく

剤
ざい

に湯を加え
たり，レバー（牛などのかん臓）にうすい過
酸化水素水を加えても発生する。また，二酸
化炭素をつくるとき，石灰石や貝がらのかわ
りに大理石を用いてもよい。

13 ページ

13　⑴　イ　　⑵　イ　　⑶　ウ
　⑷　ウ，ク　　⑸　イ，コ　　⑹　オ　
　⑺　イ　理由：炭素がふくまれていないから。
　⑻　イ　　⑼　イ

解説

⑴気体が出ていく方のガラス管の口が液体につ
かないようにする。また，発生した気体が注
ぐ液体の方から出ていかないように，液体の
方を長くする。

⑵，⑶酸素は水にとけにくいので，水上置かん
法で集める。

⑹炭酸水には二酸化炭素がとけているので，熱
すると，とけていた二酸化炭素が出てくる。

⑺スチールウールは鉄でできているので，炭素
がふくまれていない。

⑻酸素は空気の約 1.1 倍，二酸化炭素は約 1.5
倍の重さである。

⑼二酸化炭素は水にとけるので，水にとけた分

だけ試験管内の気体の体積がへって気圧が下
がるため，ゴムせんがぬけにくくなる。

14 ページ 　練習問題

14　⑴

⑵，⑶　右図
⑷　イ
⑸　はじめに

三角フラス
コ の 中 に
あった空気
が出てくる
から。

⑹　過酸化水素水を加える。
⑺　線こうイ　木炭ウ　ろうそくエ　鉄線ア
解説

⑶水上置かん法は，集まった気体の量が見え，
より純すいな気体を集めることができる。水
にとけにくい気体にはよく用いられる。

⑷なめらかな面を集気びんの口につけておく
と，集まった気体の一部が集気びんの中の水
にとけて，集気びんの口にガラス板がはりつ
いてしまうので，ざらざらした面を口にあて
がう（酸素もごくわずかに水にとけるので，
このようにする）。

⑹二酸化マンガンは過酸化水素が変化するのを
助けるはたらきをして，それ自身は変化しな
いので，過酸化水素水を加えると，酸素が再
び発生するようになる。

⑺鉄は空気中で熱すると赤くなるだけだが，酸
素の中では，火花を飛ばしながらはげしく燃
える。

15　⑴　2.4g　　⑵　イ
⑶過酸化水素が水と酸素に分解するのを助ける

はたらき。　しょくばい
解説

⑴ 166.0 － 163.6 ＝ 2.4　（g）
⑵二酸化マンガンの重さは変化しない。
15 ページ
16　⑴　集め方：下方置かん法　性質：空気よ

り重い。　　⑵　Ｃ→Ｂ→Ａ
⑶　Ｂの方が下がる。　　⑷　ウ
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