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2 人や動物の体
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3 植物のからだ
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4 生物のくらしと環境
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9 電流
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2	 ツバキの葉のうすい切
せっ

片
ぺん

をつくりました。この切片を顕
けん

微
び

鏡
きょう

で見て模式的

にスケッチしたものが右の図です。これについて，次の問いに答えなさい。

　⑴	　図のアは，細
さい

胞
ぼう

の中で光合成を行う粒
つぶ

状のものです。これを何というか

答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑵	　図のイは，葉の内外に気体が出入りするあなです。これを何というか答

えなさい。

	 （　　　　　）

　⑶　図のイを通って外に出る気体を３つ答えなさい。

	 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）

　⑷　図のウは，根で吸収された水が通る管です。これを何というか答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑸　図のエは，アでつくられた物質が通る管です。これを何というか答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑹　葉の表側は図の①，②のどちらですか。番号で答えなさい。	 （　　　）

3	 植物のからだから水が出ていくようすを調
べるために，次のような実験をしました。こ

れについて，あとの問いに答えなさい。

　【実験】

　　	　同じ大きさの試験管Ａ～Ｅに水を入れ，

Ｂ～Ｅにはくきの太さも葉の大きさもほぼ

同じ植物の枝を入れました。Ｃ～Ｅについ

ては，図の説明のようにワセリンをぬりま

した。５時間後の水の減り方を調べると，

右の表のようになりました。ただし，水面

の面積はＡ～Ｅのどれも４とします。

　⑴	　５時間でくきから出た水の量は何です

か。	 （　　　　　）

　⑵	　５時間で葉から出た水の量は何ですか。

	 （　　　　　）

　⑶	　葉の裏から出た水の量は，どのような式で求めることができますか。次からあるだけ選び，記号で答

えなさい。ただし，Ｂ～Ｅは，それぞれの減少量を表しています。	 （　　　　　　　　　　）

　ア　Ｂ−Ｃ　　イ　Ｂ−Ｄ　　ウ　Ｃ−Ｄ　　エ　Ｃ−Ｅ　　オ　Ｄ−Ｃ　　カ　Ｄ−Ｅ

　⑷	　試験管の水面にナタネ油をうかして実験すると，はぶいてもよい実験があります。それはどれですか。

次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　　　）

　　ア　Ａの実験　　　イ　Ｂの実験　　　ウ　Ｅの実験　　　エ　ＡとＢの実験　　　オ　ＣとＤの実験

① 

② 

ア 

イ 

ウ 

エ 

A B C D E

（　　　）
そのまま，
どこにもワ
セリンをぬ
らない

葉の表に
ワセリン
をぬる

葉の
うら

裏に
ワセリン
をぬる

葉の表と
裏にワセ
リンをぬ
る

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
最初の水面から下
がった位置（） ０．１ １．２ １．０ ０．４ ０．２
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1	 オオカナダモを使って，次の実験を行いました。これについて，あとの問いに答えなさい。
　【実験】

　　	　図のように，透
とう

明
めい

な容器に水を入れ，切り取ったオオカナダモを

自然の状態とは上下逆さまにして容器に入れ，うき上がらないよう

に固定しました。このオオカナダモに電球で光をあてると，しばら

くしてオオカナダモからあわが出始めました。

　　	　そこで，水温・肥料の量・光の強さ・実験前にストローで容器に

呼気（はく息）を吹
ふ

き込
こ

むか，吹き込まないかをいろいろ変化させ

て，出てくるあわの量を調べました。実験内容は次の表のとおりで

す。

実験 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
水温 ２５℃ ２５℃ １５℃ ２５℃ １５℃ ２５℃ １５℃ １５℃

肥料の量 多め 多め 少なめ 少なめ 多め 少なめ 多め 少なめ

光の強さ 強い 弱い 弱い 弱い 強い 強い 弱い 強い

呼気の吹き込み あり なし なし なし なし あり なし あり

　⑴　あわは，オオカナダモの何というはたらきによって発生したものですか。ことばで答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑵	　図のような装置で，オオカナダモから出てきたあわ（気体）を採集することができます。この気体は

何であるかを確かめるために最も適当な方法を次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　石灰水を加え，色の変化を観察する。

　　イ　緑色のＢＴＢ液を加え，色の変化を観察する。

　　ウ　線
せん

香
こう

の火を近づけ，火がどうなるかを観察する。

　　エ　水酸化ナトリウム水溶液と反応させて，変化を観察する。

　　オ　塩酸と反応させて，変化を観察する。

　　カ　フェノールフタレイン液を加え，色の変化を観察する。

　⑶	　光の強さとあわの量との関係を調べるには，実験①～⑧のなかで，どれとどれの結果を比べればよい

ですか。番号で答えなさい。	 （　　　　　）

　⑷	　実験①の結果を利用して，吹き込む呼気の有無とあわの量との関係を調べるために，新たな実験⑨を

行います。実験⑨はどのような条件にすればよいですか。上の表の条件にならって，次の Ａ ～

Ｄ に入る条件を書きなさい。

　　【実験⑨】　水温は Ａ ，肥料の量は Ｂ ，光の強さは Ｃ ，呼気の吹き込みは Ｄ にする。

	 Ａ（　　　　　），Ｂ（　　　　　），Ｃ（　　　　　），Ｄ（　　　　　）

　⑸	　緑色のＢＴＢ液にストローで呼気を吹き込むと，ＢＴＢ液は何色に変化するか，答えなさい。また，

実験①と実験⑨で発生するあわの量が多いのはどちらですか。番号で答えなさい。

	 ＢＴＢ液の色（　　　　　），あわの量（　　　　　）

水オ
オ
カ
ナ
ダ
モ

	１	 植物の生活
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ては，図の説明のようにワセリンをぬりま

した。５時間後の水の減り方を調べると，

右の表のようになりました。ただし，水面

の面積はＡ～Ｅのどれも４とします。

　⑴	　５時間でくきから出た水の量は何です

か。	 （　　　　　）

　⑵	　５時間で葉から出た水の量は何ですか。

	 （　　　　　）

　⑶	　葉の裏から出た水の量は，どのような式で求めることができますか。次からあるだけ選び，記号で答

えなさい。ただし，Ｂ～Ｅは，それぞれの減少量を表しています。	 （　　　　　　　　　　）

　ア　Ｂ−Ｃ　　イ　Ｂ−Ｄ　　ウ　Ｃ−Ｄ　　エ　Ｃ−Ｅ　　オ　Ｄ−Ｃ　　カ　Ｄ−Ｅ

　⑷	　試験管の水面にナタネ油をうかして実験すると，はぶいてもよい実験があります。それはどれですか。

次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　　　）

　　ア　Ａの実験　　　イ　Ｂの実験　　　ウ　Ｅの実験　　　エ　ＡとＢの実験　　　オ　ＣとＤの実験

① 

② 

ア 

イ 

ウ 

エ 

A B C D E

（　　　）
そのまま，
どこにもワ
セリンをぬ
らない

葉の表に
ワセリン
をぬる

葉の
うら

裏に
ワセリン
をぬる

葉の表と
裏にワセ
リンをぬ
る

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
最初の水面から下
がった位置（） ０．１ １．２ １．０ ０．４ ０．２

MJ小6理科修正_本文.indd   153 2019/11/14   11:08

152

●６年生のまとめ

1	 オオカナダモを使って，次の実験を行いました。これについて，あとの問いに答えなさい。
　【実験】

　　	　図のように，透
とう

明
めい

な容器に水を入れ，切り取ったオオカナダモを

自然の状態とは上下逆さまにして容器に入れ，うき上がらないよう

に固定しました。このオオカナダモに電球で光をあてると，しばら

くしてオオカナダモからあわが出始めました。

　　	　そこで，水温・肥料の量・光の強さ・実験前にストローで容器に

呼気（はく息）を吹
ふ

き込
こ

むか，吹き込まないかをいろいろ変化させ

て，出てくるあわの量を調べました。実験内容は次の表のとおりで

す。

実験 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
水温 ２５℃ ２５℃ １５℃ ２５℃ １５℃ ２５℃ １５℃ １５℃

肥料の量 多め 多め 少なめ 少なめ 多め 少なめ 多め 少なめ

光の強さ 強い 弱い 弱い 弱い 強い 強い 弱い 強い

呼気の吹き込み あり なし なし なし なし あり なし あり

　⑴　あわは，オオカナダモの何というはたらきによって発生したものですか。ことばで答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑵	　図のような装置で，オオカナダモから出てきたあわ（気体）を採集することができます。この気体は

何であるかを確かめるために最も適当な方法を次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　石灰水を加え，色の変化を観察する。

　　イ　緑色のＢＴＢ液を加え，色の変化を観察する。

　　ウ　線
せん

香
こう

の火を近づけ，火がどうなるかを観察する。

　　エ　水酸化ナトリウム水溶液と反応させて，変化を観察する。

　　オ　塩酸と反応させて，変化を観察する。

　　カ　フェノールフタレイン液を加え，色の変化を観察する。

　⑶	　光の強さとあわの量との関係を調べるには，実験①～⑧のなかで，どれとどれの結果を比べればよい

ですか。番号で答えなさい。	 （　　　　　）

　⑷	　実験①の結果を利用して，吹き込む呼気の有無とあわの量との関係を調べるために，新たな実験⑨を

行います。実験⑨はどのような条件にすればよいですか。上の表の条件にならって，次の Ａ ～

Ｄ に入る条件を書きなさい。

　　【実験⑨】　水温は Ａ ，肥料の量は Ｂ ，光の強さは Ｃ ，呼気の吹き込みは Ｄ にする。

	 Ａ（　　　　　），Ｂ（　　　　　），Ｃ（　　　　　），Ｄ（　　　　　）

　⑸	　緑色のＢＴＢ液にストローで呼気を吹き込むと，ＢＴＢ液は何色に変化するか，答えなさい。また，

実験①と実験⑨で発生するあわの量が多いのはどちらですか。番号で答えなさい。

	 ＢＴＢ液の色（　　　　　），あわの量（　　　　　）

水オ
オ
カ
ナ
ダ
モ

	１	 植物の生活
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2	 右の図１は，人の心臓
ぞう

をからだの正面から見たときの断面図です。心

臓と血液について，次の問いに答えなさい。

　⑴	　Ａの血管の中の血液が流れる向きは，ア，イのどちらですか。正し

い向きを選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　⑵	　血管の中を流れる血液は，そこにふくまれる酸素の量が多い血液と

少ない血液に分けることができます。この２種類の血液にふくまれる

二酸化炭素の量を比べると，その多い・少ないの関係は，酸素の場合

と逆になります。図の血管Ａ～Ｅのうち，二酸化炭素の量が少ない血

液が流れている血管をすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑶　肺につながっている血管はどれですか。Ａ～Ｅから２つ選び，記号で答えなさい。	 （　　 ，　　）

　⑷　心臓のはたらきについて説明した次の文から正しいものを選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　血液の中の不要な成分を取りのぞく。

　　イ　血液の中に栄養を補う。

　　ウ　血液を全身に送り出す。

　　エ　血液の中に酸素を取り入れて，二酸化炭素を取りのぞく。

　⑸　血液のはたらきについて説明した次の文から正しいものをすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　血液は酸素を運ぶ。　　　　イ　血液は二酸化炭素を運ぶ。

　　ウ　血液は消化液を運ぶ。　　　エ　血液は養分を運ぶ。

　⑹　心臓の動きと脈はくについて説明した次の文から正しいものをすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　脈はくは，いつも心臓の動きに合っている。

　　イ　脈はくは，心臓の動きに合っていないことが多い。

　　ウ　運動をしているときも，ねているときも，心臓の動きはほぼ一定に保たれている。

　　エ　緊
きん

張
ちょう

すると，脈はく数は多くなる。

　⑺	　右の図２は，５種類の動物について，それらがじっとして

いるときの脈はく数と体温をはかって，グラフにしたもので

す。棒
ぼう

グラフの高さは１分間の脈はく数を表し，また，動物

名の下の（　　）内の温度は，その動物の体温を表しています。

　　	　このグラフについて説明した次の①～⑤の文から，正しい

ものをすべて選ぶと，どのような組み合わせになりますか。

あとのア～ケから選び，記号で答えなさい。なお，動物のからだは大きい順に並べると，ウマ，人，ネ

コ，ニワトリ，モルモットであるとします。	 （　　　）

　　①　脈はく数は，からだが大きいほど多くなる。　　②　脈はく数は，からだが大きいほど少なくなる。

　　③　脈はく数は，体温が高いほど多くなる。　　　　④　脈はく数は，体温が高いほど少なくなる。

　　⑤　脈はく数は，それぞれの動物によってことなるが，①～④のような関係はどれも見られない。

　　　ア　①　　　イ　②　　　ウ　③　　　エ　④　　　オ　⑤　

　　　カ　①と③　　　キ　①と④　　　ク　②と③　　　ケ　②と④

図１
B C

D
E

A
ア

イ

 

１
分
間
の
脈
は
く
数（
回
）

図２
350
300
250
200
150
100
50
0
 ニワトリ
（42.0℃）

  ネコ
（38.5℃）

モルモット
（39.5℃）

  ウマ
（38.5℃）

   人
（36.5℃）
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●６年生のまとめ

1	 右の図は，人の消化器官を示しています。次の問いに答えなさい。
　⑴　図のＢ，Ｆの名前をそれぞれ答えなさい。

	 Ｂ（　　　　　）

	 Ｆ（　　　　　）

　⑵	　次の①～③は，図のＡ～Ｆのどれを説明したものですか。それ

ぞれ選び，記号で答えなさい。

　　①	　食べ物が一時的にたくわえられ，たんぱく質もある程度消化

される。	 （　　　）

　　②　でんぷん，たんぱく質，脂
し

肪
ぼう

を消化するこう素がつくられる。

	 （　　　）

　　③　吸収した栄養分がたくわえられ，たん液がつくられている。

	 （　　　）

　⑶	　次のア～カは，図のＧについて説明したものです。誤っている

ものを２つ選び，記号で答えなさい。	 （　　 ，　　）

　　ア　内側にはたくさんのひだがある。

　　イ　内部では有毒な物質が分解され，無毒なものにかえられる。

　　ウ　外側には小さなとっきが無数にある。

　　エ　長さは非常に長く，成人では数メートルになる。

　　オ　Ｇの壁
かべ

の筋肉は消化のための運動をしている。

　　カ　内部では，たんぱく質の分解が行われている。

　⑷　でんぷんとたんぱく質は重要な栄養素です。次の１，２の問いに答えなさい。

　　１	　図のＧでは，①でんぷん，②たんぱく質は，どのような物質にまで消化されてから吸収されますか。

正しく組み合わせたものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　①　ブドウ糖　　②　グリセリン　

　　　イ　①　アミノ酸　　②　グリセリン

　　　ウ　①　アミノ酸　　②　ブドウ糖

　　　エ　①　ブドウ糖　　②　アミノ酸

　　２	　次のａ～ｆの食べ物の組み合わせのうち，①最もでんぷんを多くふくむもの，②最もたんぱく質を

多くふくむものを正しく組み合わせたものはどれですか。あとから選び，記号で答えなさい。	（　　　）

　ａ　ジャガイモとキャベツ　　　ｂ　米とソバ粉　　　　　ｃ　マツタケとアジ

　ｄ　ミカンとピーナッツ　　　　ｅ　バターとタマゴ　　　ｆ　トリ肉とダイズ

　　　ア　①　ａ　　②　ｂ　　　イ　①　ｂ　　②　ｄ　　　ウ　①　ｃ　　②　ｆ

　　　エ　①　ｅ　　②　ｆ　　　オ　①　ｂ　　②　ｆ　　　カ　①　ｃ　　②　ｅ

A

B

C
D

E

F

G

	２	 人や動物の生活
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2	 右の図１は，人の心臓
ぞう

をからだの正面から見たときの断面図です。心

臓と血液について，次の問いに答えなさい。

　⑴	　Ａの血管の中の血液が流れる向きは，ア，イのどちらですか。正し

い向きを選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　⑵	　血管の中を流れる血液は，そこにふくまれる酸素の量が多い血液と

少ない血液に分けることができます。この２種類の血液にふくまれる

二酸化炭素の量を比べると，その多い・少ないの関係は，酸素の場合

と逆になります。図の血管Ａ～Ｅのうち，二酸化炭素の量が少ない血

液が流れている血管をすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　⑶　肺につながっている血管はどれですか。Ａ～Ｅから２つ選び，記号で答えなさい。	 （　　 ，　　）

　⑷　心臓のはたらきについて説明した次の文から正しいものを選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　血液の中の不要な成分を取りのぞく。

　　イ　血液の中に栄養を補う。

　　ウ　血液を全身に送り出す。

　　エ　血液の中に酸素を取り入れて，二酸化炭素を取りのぞく。

　⑸　血液のはたらきについて説明した次の文から正しいものをすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　血液は酸素を運ぶ。　　　　イ　血液は二酸化炭素を運ぶ。

　　ウ　血液は消化液を運ぶ。　　　エ　血液は養分を運ぶ。

　⑹　心臓の動きと脈はくについて説明した次の文から正しいものをすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　脈はくは，いつも心臓の動きに合っている。

　　イ　脈はくは，心臓の動きに合っていないことが多い。

　　ウ　運動をしているときも，ねているときも，心臓の動きはほぼ一定に保たれている。

　　エ　緊
きん

張
ちょう

すると，脈はく数は多くなる。

　⑺	　右の図２は，５種類の動物について，それらがじっとして

いるときの脈はく数と体温をはかって，グラフにしたもので

す。棒
ぼう

グラフの高さは１分間の脈はく数を表し，また，動物

名の下の（　　）内の温度は，その動物の体温を表しています。

　　	　このグラフについて説明した次の①～⑤の文から，正しい

ものをすべて選ぶと，どのような組み合わせになりますか。

あとのア～ケから選び，記号で答えなさい。なお，動物のからだは大きい順に並べると，ウマ，人，ネ

コ，ニワトリ，モルモットであるとします。	 （　　　）

　　①　脈はく数は，からだが大きいほど多くなる。　　②　脈はく数は，からだが大きいほど少なくなる。

　　③　脈はく数は，体温が高いほど多くなる。　　　　④　脈はく数は，体温が高いほど少なくなる。

　　⑤　脈はく数は，それぞれの動物によってことなるが，①～④のような関係はどれも見られない。

　　　ア　①　　　イ　②　　　ウ　③　　　エ　④　　　オ　⑤　

　　　カ　①と③　　　キ　①と④　　　ク　②と③　　　ケ　②と④
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●６年生のまとめ

1	 右の図は，人の消化器官を示しています。次の問いに答えなさい。
　⑴　図のＢ，Ｆの名前をそれぞれ答えなさい。

	 Ｂ（　　　　　）

	 Ｆ（　　　　　）

　⑵	　次の①～③は，図のＡ～Ｆのどれを説明したものですか。それ

ぞれ選び，記号で答えなさい。

　　①	　食べ物が一時的にたくわえられ，たんぱく質もある程度消化

される。	 （　　　）

　　②　でんぷん，たんぱく質，脂
し

肪
ぼう

を消化するこう素がつくられる。

	 （　　　）

　　③　吸収した栄養分がたくわえられ，たん液がつくられている。

	 （　　　）

　⑶	　次のア～カは，図のＧについて説明したものです。誤っている

ものを２つ選び，記号で答えなさい。	 （　　 ，　　）

　　ア　内側にはたくさんのひだがある。

　　イ　内部では有毒な物質が分解され，無毒なものにかえられる。

　　ウ　外側には小さなとっきが無数にある。

　　エ　長さは非常に長く，成人では数メートルになる。

　　オ　Ｇの壁
かべ

の筋肉は消化のための運動をしている。

　　カ　内部では，たんぱく質の分解が行われている。

　⑷　でんぷんとたんぱく質は重要な栄養素です。次の１，２の問いに答えなさい。

　　１	　図のＧでは，①でんぷん，②たんぱく質は，どのような物質にまで消化されてから吸収されますか。

正しく組み合わせたものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　①　ブドウ糖　　②　グリセリン　

　　　イ　①　アミノ酸　　②　グリセリン

　　　ウ　①　アミノ酸　　②　ブドウ糖

　　　エ　①　ブドウ糖　　②　アミノ酸

　　２	　次のａ～ｆの食べ物の組み合わせのうち，①最もでんぷんを多くふくむもの，②最もたんぱく質を

多くふくむものを正しく組み合わせたものはどれですか。あとから選び，記号で答えなさい。	（　　　）

　ａ　ジャガイモとキャベツ　　　ｂ　米とソバ粉　　　　　ｃ　マツタケとアジ

　ｄ　ミカンとピーナッツ　　　　ｅ　バターとタマゴ　　　ｆ　トリ肉とダイズ

　　　ア　①　ａ　　②　ｂ　　　イ　①　ｂ　　②　ｄ　　　ウ　①　ｃ　　②　ｆ

　　　エ　①　ｅ　　②　ｆ　　　オ　①　ｂ　　②　ｆ　　　カ　①　ｃ　　②　ｅ
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	２	 人や動物の生活
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2	 地球をとりまく大気は，さまざまな種類の気体が混ざり合ってできたものです。大気中に最も多くふく
まれているのはちっ素であり，その次に多いのが酸素です。大気中にはそのほかに割合としては非常に少

ししかふくまれていませんが，さまざまな種類の気体があります。そしてそれらが地球環境に大きな影
えい

響
きょう

をあたえています。次の①～③の各文章は，それらの微
び

量
りょう

な気体のうちのいくつかについて述べたもので

す。これらの文章について，あとの問いに答えなさい。

　①	　気体Ａは大気中の酸素が変化してできるものです。近年南極上空で濃
のう

度
ど

の薄
うす

い部分が発見され，地上

に降り注ぐ紫
し

外
がい

線
せん

の増加が問題となっています。

　②	　気体Ｂは別名ＳＯＸ（ソックス）とも呼ばれ，火山活動により火山から噴
ふん

出
しゅつ

する火山ガスにふくまれ

ています。また，石油や石炭などの化石燃料の燃焼によっても大量に発生します。ａヨーロッパを中心

に世界各地で大きな環境問題を引き起こしており，建築物の表面をとかしたり，湖や沼
ぬま

の生物が死めつ

するなど，大きな被
ひ

害
がい

をあたえています。

　③	　気体Ｃは化石燃料の燃焼や森林の伐
ばっ

採
さい

などの影響で増加し，地球の大気の温度変化を引き起こします。

そのため近年世界各地の氷河や永久凍
とう

土
ど

などが急速にとけ始めており，大きな問題となっています。	

　　	　気体Ｃの発生をおさえるため，世界各国が協力して取り組むことになり，１９９７年に日本で会議が開か

れました。ｂインド洋にあるモルディブ諸島など海洋上の国々の代表からは，早急に対応が必要である

との陳
ちん

情
じょう

もありました。

　⑴　気体Ａ～Ｃの名前を正しく組み合わせたものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　Ａ　オゾン　　　　　Ｂ　硫
い

黄
おう

酸
さん

化
か

物
ぶつ

　　　Ｃ　二酸化炭素

　　イ　Ａ　二酸化炭素　　　Ｂ　オゾン　　　　　Ｃ　二酸化硫黄

　　ウ　Ａ　オゾン　　　　　Ｂ　硫黄酸化物　　　Ｃ　二酸化硫黄

　　エ　Ａ　二酸化炭素　　　Ｂ　オゾン　　　　　Ｃ　硫黄酸化物

　⑵	　下線部ａにおいて，気体Ｂが原因となって起こる環境問題と最も関係の深いものを次から選び，記号

で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　環境ホルモン　　　イ　ダイオキシン　　　ウ　フロンガス　　　エ　酸性雨

　⑶	　下線部ｂのモルディブ諸島などで深刻な問題となっているのはどのようなことですか。最も適当なも

のを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　平均気温が上がって人々が生活しにくくなる。

　　イ　干ばつが続き，農作物が育ちにくくなる。

　　ウ　海面が上
じょう

昇
しょう

して，海岸線が後退し，陸地の面積が減りつつある。

　　エ　有害なプランクトンが発生し，サンゴ礁
しょう

のサンゴが死めつしつつある。

　⑷	　気体Ｃが地球の大気の温度変化をもたらす原因として最も適当なものを次から選び，記号で答えなさ

い。	 （　　　）

　　ア　大気上層で薄い層をつくり，太陽から降り注ぐ紫外線が地表に到
とう

達
たつ

するのを防いでいるから。

　　イ　夜間に宇宙へ熱として放出される赤外線を吸収して，熱が大気中にたまっていくから。

　　ウ　海や川，湖などの水によくとけて，そのときに熱を放出するから。

　　エ　化石燃料を燃やしたときに発生した熱を，気体Ｃが吸収したまま大気中に放出されるから。
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●６年生のまとめ

1	 右のグラフは，温帯地方にある深い淡
たん

水
すい

湖
こ

の水面付近

の環境と，プランクトンの数の年間変化を季節ごとにま

とめたものです。次の説明を読んで，あとの問いに答え

なさい。

　・	グラフＡは，植物プランクトンの生育に必要な栄養分

の量を表しています。この栄養分は，動物や植物の死

がいが湖底にしずみ，分解されてできたものです。

　・	グラフＢは，植物プランクトンの数を表しています。

なお，植物プランクトンは動物プランクトンのえさに

なってしまいます。

　⑴	　動物プランクトンが植物プランクトンを食べるように，生物の間には「食べる・食べられる」の関係

があります。このような関係のことを何というか答えなさい。

	 （　　　　　　　）

　⑵	　Ｃ，Ｄ，Ｅのグラフは，それぞれ何を表していますか。次から選び，記号で答えなさい。

	 Ｃ（　　　）Ｄ（　　　）Ｅ（　　　）

　　ア　太陽からの光の強さ

　　イ　動物プランクトンの数

　　ウ　水面付近の水温

　⑶	　春に植物プランクトンの数の大きな増減が見られます。ここでの減少の理由は，どのように考えられ

ますか。次から２つ選び，記号で答えなさい。	 （　　 ，　　）

　　ア　水面付近の水温が高くなってきたから。

　　イ　動物プランクトンの数が増加したから。

　　ウ　植物プランクトンにとって必要な栄養分が減少したから。

　　エ　太陽からの光が強くなってきたから。

　　オ　水面付近の水温が低くなってきたから。

　⑷	　夏の終わりにも植物プランクトンの数は増加していますが，春のように大きく増えることなく，すぐ

に減少しています。この減少の理由として最も適当なものを次から選び，記号で答えなさい。	（　　　）

　　ア　このときには動物プランクトンの数が増加しないから。

　　イ�　このときにも動物プランクトンの数は増加するが，すぐに減少するから。

　　ウ　太陽の光が少しずつ弱くなってしまうから。

　　エ　植物プランクトンの数が増加し始めるときの水温が，春より低いから。
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響
きょう
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量
りょう

な気体のうちのいくつかについて述べたもので
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度
ど

の薄
うす

い部分が発見され，地上

に降り注ぐ紫
し

外
がい

線
せん
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2	 図１のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４地点でボーリング調査を行いま
した。図１は上が北になっていて，この地域は表面は平らに

なっていますが地下の一部の地層は東または西のどちらかに

一定の傾きで傾いています。また，図２はＡ～Ｃ地点でボー

リング調査をした結果です。①，③，⑥は砂の地層，②は小

石の地層，④はねん土の地層，⑤は火山灰の地層，⑦は石灰

岩の地層，⑧はマグマが冷え固まってできた岩石です。図２

のＢ，Ｃ地点で同じ模様は同じ種類の地層を示しています。

これについて，次の問いに答えなさい。

　⑴	　Ａ地点の⑧の岩石は，マグマが地下深くでゆっくり冷え

固まった岩石で，白っぽい色をしています。この岩石は何

ですか。次から選び，記号で答えなさい	 （　　　）

　　ア　砂岩

　　イ　でい岩

　　ウ　花こう岩

　　エ　あんざん岩

　⑵	　Ａ地点の⑦の地層には，サンゴの化石がふくまれていま

した。このことから，この地層ができた場所はどのような

ところと考えられますか。次から選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　　ア　冷たくて深い海

　　イ　冷たくて浅い海

　　ウ　暖かくて深い海

　　エ　暖かくて浅い海

　⑶	　Ａ地点で井戸をほったとき，図２の①～⑧のどことどこの間までほれば，地下水が出てくる可能性が

ありますか。番号で答えなさい。	 （ 　　　と 　　　）

　⑷	　次のア～カの文は，この地域の地層について述べたものです。このうち，まちがっているものをすべ

て選び，記号で答えなさい。	 （　　　　）

　　ア　昔，この地域の近くで，火山のふん火があったと考えられる。

　　イ　この地域の①，②の地層は，水平である。

　　ウ　Ａ地点の⑦の地層の岩石に塩酸をかけるとあわが出た。

　　エ　Ａ地点の⑧の岩石に塩酸をかけるとあわが出た。

　　オ　この地域の地層では，③の地層から下の地層は東へいくほど下がっている。

　　カ　この地域の地層では，③の地層から下の地層は西へいくほど下がっている。

　⑸	　図１のＤ地点でボーリングをしたら，火山灰の地層は地表から何の深さのところで出てくると考え

られますか。正しいものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　１０

　　イ　２０

　　ウ　３０

　　エ　４０

　　オ　５０
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1	 次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。

　Ａ市に住んでいる明子さんは，ある日曜日の昼ごろ，家がゆれるのを感じた。このゆれが始まっ

た時刻は，１２時２５分００秒であった。気のせいかと思っていたが，しばらくするとゆれが激しくなり，

棚
たな

の上の置物がカタカタと音を立ててゆれたが落ちることはなかった。ゆれが激しくなったときの

時刻は，１２時２５分２５秒であった。

　その後，Ｂ市に住むいとこから電話があり，「Ｂ市では激しいゆれがあり，本棚から本が落ちた」

とのことであった。

　ニュースで地
じ

震
しん

が発生したと放送され，震
しん

源
げん

（地震が発生したとろ）地はＣ市沖
おき

，震源の深さは

２０，地震の規模はマグニチュード７とのことであった。また，震度も発表になった。Ｃ市に近い

Ｄ市では，家屋が倒
たお

れるなど大きな被
ひ

害
がい

もあったとのことだ。

　⑴　マグニチュードと震度について，正しいものはどれですか。次からすべて選びなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　マグニチュードが７のときは，震度も７である。マグニチュードと震度は，同じ値で表される。

　　イ　マグニチュードが７のときでも，震度はいろいろな値で表される。

　　ウ　震源から遠ざかるほど，マグニチュードの値は７より小さくなり，震度は変わらない。

　　エ　震源からの距
きょ

離
り

と，マグニチュードの値は比例する。

　　オ　震源からの距離と，震度の値は比例する。

　　カ　１回の地震であれば，マグニチュードの値は１つである。

　　キ　１回の地震であれば，震度の値は１つである。

　⑵	　Ｂ市，Ｄ市の小さいゆれが始まった

時刻は，右の表のようでした。また，

震源からの距離は，Ｂ市は１０４，Ｄ

市は４８でした。Ａ市の震源からの距

離として最も適当なものを，次から選

びなさい。	 （　　　）

　　ア　１００　　　イ　１５０　　　ウ　２００　　　エ　２５０　　　オ　３００　　　カ　３５０

　⑶　地震の発生時刻は，何時ころになりますか。最も適当なものを，次から選びなさい。	 （　　　）

　　ア　１２時２３分３５秒　　　イ　１２時２３分５５秒　　　ウ　１２時２４分１５秒　　　エ　１２時２４分３５秒

　⑷	　地球の表面は，いくつかの岩石の板でおおわれています。それぞれは非常にゆっくりと動いていて，

その境目付近で地震が発生すると考えられています。地球の表面をおおっているこの岩石の板のことを

何といいますか。	 （　　　　　）

　⑸　震源が海底の場合，ある自然災害が起こることがあります。ある自然災害とは何ですか。

	 （　　　　　）

	４	 大地の変化

小さいゆれが始まった時刻 大きいゆれが始まった時刻

Ｂ市 １２時２４分４８秒 １２時２５分０１秒

Ｄ市 １２時２４分４１秒 １２時２４分４７秒
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のＢ，Ｃ地点で同じ模様は同じ種類の地層を示しています。

これについて，次の問いに答えなさい。

　⑴	　Ａ地点の⑧の岩石は，マグマが地下深くでゆっくり冷え

固まった岩石で，白っぽい色をしています。この岩石は何

ですか。次から選び，記号で答えなさい	 （　　　）

　　ア　砂岩

　　イ　でい岩

　　ウ　花こう岩

　　エ　あんざん岩

　⑵	　Ａ地点の⑦の地層には，サンゴの化石がふくまれていま

した。このことから，この地層ができた場所はどのような

ところと考えられますか。次から選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　　ア　冷たくて深い海

　　イ　冷たくて浅い海

　　ウ　暖かくて深い海

　　エ　暖かくて浅い海

　⑶	　Ａ地点で井戸をほったとき，図２の①～⑧のどことどこの間までほれば，地下水が出てくる可能性が

ありますか。番号で答えなさい。	 （ 　　　と 　　　）

　⑷	　次のア～カの文は，この地域の地層について述べたものです。このうち，まちがっているものをすべ

て選び，記号で答えなさい。	 （　　　　）

　　ア　昔，この地域の近くで，火山のふん火があったと考えられる。

　　イ　この地域の①，②の地層は，水平である。

　　ウ　Ａ地点の⑦の地層の岩石に塩酸をかけるとあわが出た。

　　エ　Ａ地点の⑧の岩石に塩酸をかけるとあわが出た。

　　オ　この地域の地層では，③の地層から下の地層は東へいくほど下がっている。

　　カ　この地域の地層では，③の地層から下の地層は西へいくほど下がっている。

　⑸	　図１のＤ地点でボーリングをしたら，火山灰の地層は地表から何の深さのところで出てくると考え

られますか。正しいものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　１０

　　イ　２０

　　ウ　３０

　　エ　４０

　　オ　５０
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1	 次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。

　Ａ市に住んでいる明子さんは，ある日曜日の昼ごろ，家がゆれるのを感じた。このゆれが始まっ

た時刻は，１２時２５分００秒であった。気のせいかと思っていたが，しばらくするとゆれが激しくなり，

棚
たな

の上の置物がカタカタと音を立ててゆれたが落ちることはなかった。ゆれが激しくなったときの

時刻は，１２時２５分２５秒であった。

　その後，Ｂ市に住むいとこから電話があり，「Ｂ市では激しいゆれがあり，本棚から本が落ちた」

とのことであった。

　ニュースで地
じ

震
しん

が発生したと放送され，震
しん

源
げん

（地震が発生したとろ）地はＣ市沖
おき

，震源の深さは

２０，地震の規模はマグニチュード７とのことであった。また，震度も発表になった。Ｃ市に近い

Ｄ市では，家屋が倒
たお

れるなど大きな被
ひ

害
がい

もあったとのことだ。

　⑴　マグニチュードと震度について，正しいものはどれですか。次からすべて選びなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　マグニチュードが７のときは，震度も７である。マグニチュードと震度は，同じ値で表される。

　　イ　マグニチュードが７のときでも，震度はいろいろな値で表される。

　　ウ　震源から遠ざかるほど，マグニチュードの値は７より小さくなり，震度は変わらない。

　　エ　震源からの距
きょ

離
り

と，マグニチュードの値は比例する。

　　オ　震源からの距離と，震度の値は比例する。

　　カ　１回の地震であれば，マグニチュードの値は１つである。

　　キ　１回の地震であれば，震度の値は１つである。

　⑵	　Ｂ市，Ｄ市の小さいゆれが始まった

時刻は，右の表のようでした。また，

震源からの距離は，Ｂ市は１０４，Ｄ

市は４８でした。Ａ市の震源からの距

離として最も適当なものを，次から選

びなさい。	 （　　　）

　　ア　１００　　　イ　１５０　　　ウ　２００　　　エ　２５０　　　オ　３００　　　カ　３５０

　⑶　地震の発生時刻は，何時ころになりますか。最も適当なものを，次から選びなさい。	 （　　　）

　　ア　１２時２３分３５秒　　　イ　１２時２３分５５秒　　　ウ　１２時２４分１５秒　　　エ　１２時２４分３５秒

　⑷	　地球の表面は，いくつかの岩石の板でおおわれています。それぞれは非常にゆっくりと動いていて，

その境目付近で地震が発生すると考えられています。地球の表面をおおっているこの岩石の板のことを

何といいますか。	 （　　　　　）

　⑸　震源が海底の場合，ある自然災害が起こることがあります。ある自然災害とは何ですか。

	 （　　　　　）

	４	 大地の変化

小さいゆれが始まった時刻 大きいゆれが始まった時刻

Ｂ市 １２時２４分４８秒 １２時２５分０１秒

Ｄ市 １２時２４分４１秒 １２時２４分４７秒
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2	 太陽とその動き方について，次の問いに答えなさい。
　⑴	　太陽は，朝に東からのぼり，夕方西にしずみます。その理由について最も適切に述べているものはど

れですか。次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　太陽が地球のまわりを東から西へまわっているから。

　　イ　地球が太陽の周りをまわっているから。

　　ウ　地球が東から西へ自転しているから。

　　エ　地球が西から東へ自転しているから。

　⑵	　次の文は，太陽について説明したものです。文中の（　　）にあてはまることばをそれぞれ漢字で答

えなさい。	 ①（　　　　　）②（　　　　　）③（　　　　　）

	 ④（　　　　　）⑤（　　　　　）⑥（　　　　　）

　　	　太陽は，直径が地球の約１０９倍の高温のガスでできた天体で，その表面には，周りよりも低温のため

に黒く見える（　①　）がある。太陽のような天体が真南にきたときのことを（　②　）といい，この

とき，太陽の高度はその日のうちで最高になる。太陽の高度は，地平線から太陽までの（　③　）のこ

とをいう。太陽が真南にくる時刻は（　④　）ごろである。

　　	　１年のうちで（　⑤　）や（　⑥　）では，太陽は真東からのぼり真西にしずむので，このときは昼

と夜の長さが等しい。また，夏至では，太陽は最も北よりからのぼり，最も北よりにしずむので，夏至

は昼の長さが最も長い。

　⑶	　右の図は，日本のある地点で観測した太陽の動き方を表したもの

で，観測者は中心にいるものとします。夏至の太陽の動き方として

最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　ａ→ｂ→ｃ　　　イ　ｃ→ｂ→ａ

　　ウ　ｄ→ｅ→ｆ　　　エ　ｆ→ｅ→ｄ

　　オ　ｇ→ｈ→ｉ　　　カ　ｉ→ｈ→ｇ

3	 あるとき，日本では真南の空に右図のように満月が見えました。同じとき
に，オーストラリアでは月はどのように見えますか。見える方位とその見え

方を，次からそれぞれ選び，記号で答えなさい。ただし，日本の観測地点は

北
ほく

緯
い

３５度，オーストラリアの観測地点は南
なん

緯
い

３５度，そしてどちらも東
とう

経
けい

１４０

度とします。	 方位（　　　），見え方（　　　）

　〈方位〉

　　ア　東　　　　イ　南　　　　ウ　西　　　　エ　北

　　オ　北東　　　カ　南東　　　キ　南西　　　ク　北西

　〈見え方〉

a d g

f ic

e

b

h

ケ コ サ シ 
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●６年生のまとめ

1	 太陽と月について，次の問いに答えなさい。
　⑴	　ある日の夕方に南の空を見ると月が見えていました。このときの月の形はどれですか。次から選び，

記号で答えなさい。	 （　　　）

　⑵	　⑴から７日ほど後，夕方に空を見ると月が見えていました。このときの月の形はどれですか。⑴のア

～オから選び，記号で答えなさい。また，この月が見えていた方位はどちらですか。東，西，南，北の

方位で答えなさい。	 月の形（　　　），方位（　　　）

　⑶　次の文は，月の表面について書かれたものです。文中の（　　）にあてはまることばを答えなさい。

	 ①（　　　　　）②（　　　　　）③（　　　　　）

　　	　月の表面には，黒く見えるところと白く見えるところがある。黒く見えるところは（　①　）とよば

れる広くて平らな低い土地である。その他にもいろいろな大きさの丸いくぼみがたくさんあり，（　②　）

とよばれている。これは，（　③　）のしょうとつでできたと考えられている。

　⑷	　三日月のとき，暗い部分の輪かくや表面のもようがうすく見えることがあります。これはどのような

理由で起こりますか。最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　太陽の明るさがいつもより明るくなったため。

　　イ　月自体が弱い光を出しているため。

　　ウ　地球にはねかえった太陽の光が月にあたるため。

　　エ　地球から出る人工の光が月にあたるため。

　⑸	　次の①～⑤で，それぞれ月が見える方位はどちらですか。東，西，南，北で答えなさい。ただし，絶

対に見えない場合は×と答えなさい。

　　①　夕方の三日月（　　　）　　　②　明け方の左半分の半月（　　　）

　　③　真夜中の新月（　　　）　　　④　夕方の右半分の半月 　（　　　）

　　⑤　明け方の満月（　　　）

　⑹	　次の文は，太陽の動きと月の形や動きについて書かれたものです。文中の①～⑤にあてはまる適切な

数値やことばをそれぞれ答えなさい。

	 ①（　　　　　）②（　　　　　）③（　　　　　）④（　　　　　）⑤（　　　　　）

　　	　太陽の見える位置は時刻によって変わっていくが，２４時間で１周してほぼ元の位置へもどる。それは，

地球が１時間につき約（　①　）度の割合で自転しているからである。言いかえると，１度自転するの

にかかる時間は約（　②　）分になる。

　　	　また，毎日同じ時刻に月の位置と形を見ていると，それぞれ少しずつ変わっていくが，約３０日でほぼ

同じ位置と形にもどる。それは，地球上から見て，月が１日につき（　③　）度の割合で，地球のまわ

りを回っているからである。そのため，月の位置がほぼ同じに見える時刻は，毎日約（　④　）分ずつ

（　⑤　）くなる。

ア              イ              ウ              エ              オ 

	５	 太陽・月・地球
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2	 太陽とその動き方について，次の問いに答えなさい。
　⑴	　太陽は，朝に東からのぼり，夕方西にしずみます。その理由について最も適切に述べているものはど

れですか。次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　太陽が地球のまわりを東から西へまわっているから。

　　イ　地球が太陽の周りをまわっているから。

　　ウ　地球が東から西へ自転しているから。
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　⑵	　次の文は，太陽について説明したものです。文中の（　　）にあてはまることばをそれぞれ漢字で答

えなさい。	 ①（　　　　　）②（　　　　　）③（　　　　　）

	 ④（　　　　　）⑤（　　　　　）⑥（　　　　　）

　　	　太陽は，直径が地球の約１０９倍の高温のガスでできた天体で，その表面には，周りよりも低温のため

に黒く見える（　①　）がある。太陽のような天体が真南にきたときのことを（　②　）といい，この

とき，太陽の高度はその日のうちで最高になる。太陽の高度は，地平線から太陽までの（　③　）のこ

とをいう。太陽が真南にくる時刻は（　④　）ごろである。

　　	　１年のうちで（　⑤　）や（　⑥　）では，太陽は真東からのぼり真西にしずむので，このときは昼

と夜の長さが等しい。また，夏至では，太陽は最も北よりからのぼり，最も北よりにしずむので，夏至

は昼の長さが最も長い。

　⑶	　右の図は，日本のある地点で観測した太陽の動き方を表したもの

で，観測者は中心にいるものとします。夏至の太陽の動き方として

最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　ａ→ｂ→ｃ　　　イ　ｃ→ｂ→ａ

　　ウ　ｄ→ｅ→ｆ　　　エ　ｆ→ｅ→ｄ

　　オ　ｇ→ｈ→ｉ　　　カ　ｉ→ｈ→ｇ

3	 あるとき，日本では真南の空に右図のように満月が見えました。同じとき
に，オーストラリアでは月はどのように見えますか。見える方位とその見え

方を，次からそれぞれ選び，記号で答えなさい。ただし，日本の観測地点は

北
ほく

緯
い

３５度，オーストラリアの観測地点は南
なん

緯
い

３５度，そしてどちらも東
とう

経
けい

１４０

度とします。	 方位（　　　），見え方（　　　）

　〈方位〉

　　ア　東　　　　イ　南　　　　ウ　西　　　　エ　北
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●６年生のまとめ

1	 太陽と月について，次の問いに答えなさい。
　⑴	　ある日の夕方に南の空を見ると月が見えていました。このときの月の形はどれですか。次から選び，

記号で答えなさい。	 （　　　）

　⑵	　⑴から７日ほど後，夕方に空を見ると月が見えていました。このときの月の形はどれですか。⑴のア

～オから選び，記号で答えなさい。また，この月が見えていた方位はどちらですか。東，西，南，北の

方位で答えなさい。	 月の形（　　　），方位（　　　）

　⑶　次の文は，月の表面について書かれたものです。文中の（　　）にあてはまることばを答えなさい。

	 ①（　　　　　）②（　　　　　）③（　　　　　）

　　	　月の表面には，黒く見えるところと白く見えるところがある。黒く見えるところは（　①　）とよば

れる広くて平らな低い土地である。その他にもいろいろな大きさの丸いくぼみがたくさんあり，（　②　）

とよばれている。これは，（　③　）のしょうとつでできたと考えられている。

　⑷	　三日月のとき，暗い部分の輪かくや表面のもようがうすく見えることがあります。これはどのような

理由で起こりますか。最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　太陽の明るさがいつもより明るくなったため。

　　イ　月自体が弱い光を出しているため。

　　ウ　地球にはねかえった太陽の光が月にあたるため。

　　エ　地球から出る人工の光が月にあたるため。

　⑸	　次の①～⑤で，それぞれ月が見える方位はどちらですか。東，西，南，北で答えなさい。ただし，絶

対に見えない場合は×と答えなさい。

　　①　夕方の三日月（　　　）　　　②　明け方の左半分の半月（　　　）

　　③　真夜中の新月（　　　）　　　④　夕方の右半分の半月 　（　　　）

　　⑤　明け方の満月（　　　）

　⑹	　次の文は，太陽の動きと月の形や動きについて書かれたものです。文中の①～⑤にあてはまる適切な

数値やことばをそれぞれ答えなさい。
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　　	　太陽の見える位置は時刻によって変わっていくが，２４時間で１周してほぼ元の位置へもどる。それは，

地球が１時間につき約（　①　）度の割合で自転しているからである。言いかえると，１度自転するの

にかかる時間は約（　②　）分になる。

　　	　また，毎日同じ時刻に月の位置と形を見ていると，それぞれ少しずつ変わっていくが，約３０日でほぼ

同じ位置と形にもどる。それは，地球上から見て，月が１日につき（　③　）度の割合で，地球のまわ

りを回っているからである。そのため，月の位置がほぼ同じに見える時刻は，毎日約（　④　）分ずつ
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ア              イ              ウ              エ              オ 

	５	 太陽・月・地球
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2	 ものの燃え方について，次の問いに答えなさい。
　⑴　次のア～オから燃えないものをすべて選び，記号で答えなさい。	 （　　　　　）

　　ア　食塩　　　イ　アルミニウム粉末　　　ウ　ガラス　　　エ　肉　　　オ　砂糖

　⑵　⑴のア～オ以外で，燃えて，二酸化炭素と水ができるものを，２つ答えなさい。

	 （　　　　　）（　　　　　）

　　　空気は，ちっ素と酸素とが混ざったもので，ちっ素は酸素よりも軽い気体です。

　　	　右の図のように，活せんで密閉できる容器があり，活せんを開いた状態で，空の容

器は９０でした。これに，１０のスチールウールを入れて活せんを閉じ，【操作１】

～【操作５】を順に行いました。

　　【操作１】�　加熱すると，スチールウールが赤く光りました。そのあと冷えてから，重

さをはかりました。

　　【操作２】　活せんを開くと，シュッという音がしました。そのあとすぐに閉じました。

　　【操作３】�　再び加熱すると，スチールウールは赤く光りました。そのあと冷えてから，

重さをはかりました。

　　【操作４】　活せんを開くと，シュッという音がしました。そのあとすぐに閉じました。

　　【操作５】　再び加熱しても，スチールウールに何も変化は見られませんでした。

　⑶	　【操作１】のあと，容器内の気体だけの重さ，および，容器全体の重さはそれぞれどうなりましたか。

次から選び，記号で答えなさい。	 気体だけの重さ（　　　），容器全体の重さ（　　　）

　　ア　軽くなった　　　イ　変わらなかった　　　ウ　重くなった

　⑷	　【操作２】のあと，容器内の気体だけの重さは，【操作１】の前に比べてどうなりましたか。次から選

び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　軽くなった　　　イ　変わらなかった　　　ウ　重くなった

　⑸	【操作３】のあと，スチールウールと酸素はどのようになっていますか。【操作４】，【操作５】の結果

から判断して次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　スチールウールはすべて燃えつき，酸素も残っていない。

　　イ　スチールウールはすべて燃えつきたが，酸素は残っているかどうかわからない。

　　ウ　スチールウールは燃えつきておらず，酸素は残っていない。

　　エ　スチールウールは燃えつきておらず，酸素は残っているかどうかわからない。

　⑹	　【操作３】ではかった容器全体の重さは，【操作１】の前に比べて２．７増えていました。【操作１】で

スチールウールと結びついた酸素の重さは何ですか。ただし，空気は，ちっ素と酸素が体積の比で４：

１に混ざったものとし，また，同じ体積のちっ素と酸素の重さの比を７：８とします。

	 （　　　　　）
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●６年生のまとめ

1	 次の問いに答えなさい。
　⑴	　酸素を集めた別々のびんの中で，線

せん

香
こう

，割りばし，スチールウールに火をつけて，燃やしました。び

んの中には水を少し入れておき，スチールウールでは，さらに，ろ紙もびんの底にしいておきました。

　　①	　それぞれのびんに石灰水を入れてよくふると，白くにごるものを上の３つの中から，すべて選びな

さい。	 （　　　　　　　　　　　）

　　②	　火をつけたスチールウールを，酸素を集めたびんの中に入れたときの変化について，正しいものを

次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　燃えた後，スチールウールに変化はない。　　　イ　燃えた後，黒いものができる。

　　　ウ　燃えた後，白いものができる。　　　　　　　　エ　燃えているとき，白い煙
けむり

が出てくる。

　　　オ　燃えているとき，黒い煙が出てくる。

　⑵	　割りばしを試験管に入れて，スタンドに取りつけ，ガラス管つきゴムせんをして，ガスバーナーで熱

しました。

　　①　ガラス管の口から出てくる煙について，正しいものを次から２つ選び，記号で答えなさい。（　　　）

　　　ア　赤色の煙が生じる。

　　　イ　黒色の煙が生じる。

　　　ウ　白色の煙が生じる。

　　　エ　マッチの火を近づけると，ポンと音を立てて爆
ばく

発
はつ

する。

　　　オ　マッチの火を近づけると，マッチが明るく燃える。

　　　カ　マッチの火を近づけると，すぐに火が消える。

　　　キ　マッチの火を近づけると，煙の部分が炎
ほのお

を出して燃える。

　　②	　煙が出なくなるまで加熱した後には，黒い固体が残りました。この固体に空気中で火をつけると，

どのようになりますか。正しいものを次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　炎を上げて燃える。　　　　　　　イ　煙を出さずに赤く燃える。

　　　ウ　白い煙を上げて赤く燃える。　　　エ　黒い煙を上げて赤く燃える。

　　　オ　火がつかず，何の変化も起こらない。

　⑶	　割りばしや炭を空気中で燃やしたときに，おもに生じる気体について，正しいものを次からすべて選

び，記号で答えなさい。	 （　　　　　）

　　ア　ドライアイスを部屋の中に置いたときに生じる。

　　イ　雨の中にとけこんで，酸
さん

性
せい

雨
う

の原因となる。

　　ウ　空気のおよそ２０％をしめている。

　　エ　植物が光合成により，はき出している。

　　オ	　近年，空気中での濃
のう

度
ど

が増加しつつあり，地球温
おん

暖
だん

化
か

の原因と考えられている。

　　カ	　ある種のプラスチックを燃やすと発生して，環
かん

境
きょう

ホルモンとして問題となっている。

　　キ　大気の上の方で，太陽からの紫
し

外
がい

線
せん

を吸収して，地球の生物をまもっている。

	６	 ものの燃焼
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2	 ものの燃え方について，次の問いに答えなさい。
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	 （　　　　　）（　　　　　）
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次から選び，記号で答えなさい。	 気体だけの重さ（　　　），容器全体の重さ（　　　）

　　ア　軽くなった　　　イ　変わらなかった　　　ウ　重くなった
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１に混ざったものとし，また，同じ体積のちっ素と酸素の重さの比を７：８とします。
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2	 次のＡ～Ｄの水溶液をつくりました。
　　　塩酸Ａ−ある濃

こ

さの塩酸

　　　塩酸Ｂ−塩酸Ａを２倍にうすめたもの

　　　水酸化ナトリウム水溶液Ｃ−ある濃さの水酸化ナトリウム水溶液

　　　水酸化ナトリウム水溶液Ｄ−水溶液Ｃを２倍にうすめたもの

　	　図１は，塩酸Ａと水酸化ナトリウム水溶液Ｃを混ぜ合わせて，中性に

なるときの体積の関係を表しています。

　	　２０の塩酸Ａに水酸化ナトリウム水溶液Ｃを５０加えました。この混ぜ合わせた水溶液について，次の

問いに答えなさい。

　⑴	　この水溶液にＢＴＢ液を加えると，何色になりますか。次から選び，記号で答えなさい。	（　　　）

　　ア　青　　　イ　赤　　　ウ　黄　　　エ　緑

　⑵　この水溶液を蒸発させると何が残りますか。残るものを次からすべて選び，記号で答えなさい。

	 （　　　　　）

　　ア　塩化水素　　　イ　水酸化ナトリウム　　　ウ　塩化ナトリウム

　⑶	　塩酸Ｂと水酸化ナトリウム水溶液Ｃを混ぜ合わせて，中性になると

きの関係を表しているグラフを図２のア～オから選び，記号で答えな

さい。

	 （　　　）

　⑷	　塩酸Ｂと水酸化ナトリウム水溶液Ｄを混ぜ合わせて，中性になると

きの関係を表しているグラフを図２のア～オから選び，記号で答えな

さい。	 （　　　）

　	　次に，２０の塩酸Ｂに，ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃを加えて蒸発させると，１．２	

の白い固体が残りました。

　⑸　ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃは何ですか。次から選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　　ア　５　　　イ　１０　　　ウ　１５　　　エ　２０　　　オ　２５　　　カ　３０

　⑹	　３０の塩酸Ｂに，ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃを加えて蒸発させると，何の

固体が残りますか。次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　０．６　　　イ　１．２　　　ウ　１．８　　　エ　２．４　　　オ　３．０　　　カ　３．６　

　⑺	　３０の塩酸Ａに，水酸化ナトリウム水溶液Ｄを６０加えた水溶液を中性にするためには，塩酸Ｂまた

は水酸化ナトリウム水溶液Ｃのどちらの水溶液を，何加えればよいですか。次から選び，記号で答え

なさい。	 （　　　）

　　ア　Ｂを１０加える　　　イ　Ｂを２０加える

　　ウ　Ｂを３０加える　　　エ　Ｂを４０加える

　　オ　Ｃを１０加える　　　カ　Ｃを２０加える

　　キ　Ｃを３０加える　　　ク　Ｃを４０加える
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1	 次のＡ～Ｅの方法で，発生する気体を集めました。下の説明と図から，このときの実験方法や発生する
気体について，あとの問いに答えなさい。

　Ａ　亜
あ

鉛
えん

の小さな粒
つぶ

にうすい塩酸を加える。

　Ｂ　くだいた石灰石にうすい塩酸を加える。

　Ｃ	　アルミニウムの粉末にうすい水酸化ナ

トリウム水溶液を加える。

　Ｄ	　二酸化マンガンにうすい過酸化水素水

を加える。

　Ｅ	　重そう（炭酸水素ナトリウムという白

色の粉末）を加熱する。

　　・	Ａ～Ｄでは，固体を三角フラスコに入

れ，活せんつきろうと管を使って水溶

液を注いだ。

　　・Ｅでは，固体を試験管に入れ，ガスバーナーで強く熱した。

　　・気体はすべて 　 法で集めた。

　⑴　 　 に入る気体の集め方を答えなさい。	 （　　　　　）

　⑵	　Ａ～Ｄで，三角フラスコへの器具の取りつけ方として，最も適しているものはどれですか。次から選

び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　⑶	　Ｅで，気体を集め終えた後，火を消す前にしておかなければならないことが１つあります。それはど

のようなことですか。かんたんに答えなさい。

	 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑷　Ｂ～Ｄで発生する気体の名前をそれぞれ答えなさい。

	 Ｂ（　　　　　），Ｃ（　　　　　），Ｄ（　　　　　）

　⑸　次のア～オのうち，正しくないものを１つ選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　Ａで発生する気体は，空気より軽く，よく燃える気体である。

　　イ　ＢとＥでは同じ気体が発生し，この気体は少し水にとけ，弱い酸性を示す。

　　ウ　Ｃで，水酸化ナトリウム水溶液のかわりに塩酸を使っても，同じ気体が発生する。

　　エ　Ｄで集めた気体に火のついたろうそくを入れると，炎
ほのお

の勢いが増す。

　　オ　Ｅで，試験管の口元の方を下げて加熱するのは，空気より重い気体が発生するためである。

Ａ～Ｄ Ｅ

水が 
たまる ⑵

【実験装置】

ア イ ウ エ 

	７	 水溶
よ う

液
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さい。

	 （　　　）

　⑷	　塩酸Ｂと水酸化ナトリウム水溶液Ｄを混ぜ合わせて，中性になると

きの関係を表しているグラフを図２のア～オから選び，記号で答えな

さい。	 （　　　）

　	　次に，２０の塩酸Ｂに，ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃを加えて蒸発させると，１．２	

の白い固体が残りました。

　⑸　ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃは何ですか。次から選び，記号で答えなさい。

	 （　　　）

　　ア　５　　　イ　１０　　　ウ　１５　　　エ　２０　　　オ　２５　　　カ　３０

　⑹	　３０の塩酸Ｂに，ちょうど中性になる量の水酸化ナトリウム水溶液Ｃを加えて蒸発させると，何の

固体が残りますか。次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　０．６　　　イ　１．２　　　ウ　１．８　　　エ　２．４　　　オ　３．０　　　カ　３．６　

　⑺	　３０の塩酸Ａに，水酸化ナトリウム水溶液Ｄを６０加えた水溶液を中性にするためには，塩酸Ｂまた

は水酸化ナトリウム水溶液Ｃのどちらの水溶液を，何加えればよいですか。次から選び，記号で答え

なさい。	 （　　　）
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　　ウ　Ｂを３０加える　　　エ　Ｂを４０加える

　　オ　Ｃを１０加える　　　カ　Ｃを２０加える

　　キ　Ｃを３０加える　　　ク　Ｃを４０加える

�
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�
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1	 次のＡ～Ｅの方法で，発生する気体を集めました。下の説明と図から，このときの実験方法や発生する
気体について，あとの問いに答えなさい。

　Ａ　亜
あ

鉛
えん

の小さな粒
つぶ

にうすい塩酸を加える。

　Ｂ　くだいた石灰石にうすい塩酸を加える。

　Ｃ	　アルミニウムの粉末にうすい水酸化ナ

トリウム水溶液を加える。

　Ｄ	　二酸化マンガンにうすい過酸化水素水

を加える。

　Ｅ	　重そう（炭酸水素ナトリウムという白

色の粉末）を加熱する。

　　・	Ａ～Ｄでは，固体を三角フラスコに入

れ，活せんつきろうと管を使って水溶

液を注いだ。

　　・Ｅでは，固体を試験管に入れ，ガスバーナーで強く熱した。

　　・気体はすべて 　 法で集めた。

　⑴　 　 に入る気体の集め方を答えなさい。	 （　　　　　）

　⑵	　Ａ～Ｄで，三角フラスコへの器具の取りつけ方として，最も適しているものはどれですか。次から選

び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　⑶	　Ｅで，気体を集め終えた後，火を消す前にしておかなければならないことが１つあります。それはど

のようなことですか。かんたんに答えなさい。

	 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　⑷　Ｂ～Ｄで発生する気体の名前をそれぞれ答えなさい。

	 Ｂ（　　　　　），Ｃ（　　　　　），Ｄ（　　　　　）

　⑸　次のア～オのうち，正しくないものを１つ選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　Ａで発生する気体は，空気より軽く，よく燃える気体である。

　　イ　ＢとＥでは同じ気体が発生し，この気体は少し水にとけ，弱い酸性を示す。

　　ウ　Ｃで，水酸化ナトリウム水溶液のかわりに塩酸を使っても，同じ気体が発生する。

　　エ　Ｄで集めた気体に火のついたろうそくを入れると，炎
ほのお

の勢いが増す。

　　オ　Ｅで，試験管の口元の方を下げて加熱するのは，空気より重い気体が発生するためである。

Ａ～Ｄ Ｅ

水が 
たまる ⑵

【実験装置】

ア イ ウ エ 

	７	 水溶
よ う

液
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2	 重さ２０のかっ車と，重さ１００のおもりＡ，重さがわからないお
もりＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅおよび右のグラフのような性質のばねを使って，

図１～図４のような装置を組み立てました。あとの問いに答えなさい。

ただし，ばねと糸の重さは無視できるものとします。

　⑴　図１のばねの全長は何ですか。

	 （　　　　　）

　⑵	　図１のばねの長さが変わらないようにゆっくりと１０持ち上げるとき，おもりＡは何持ち上がりま

すか。

	 （　　　　　）

　⑶　図２のばねの全長は何ですか。

	 （　　　　　）

　⑷	　図２のばねの長さが変わらないようにしながら，おもりＡをゆっくりと１２下に移動させるとき，お

もりＢは何上がりますか。

	 （　　　　　）

　⑸　図３のばねの全長は何ですか。

	 （　　　　　）

　⑹　図３のおもりＤは何ですか。

	 （　　　　　）

　⑺	　図４の３つの輪じくは，半径の比が１：２で重さが５０です。図の３本のばねの自然の長さからのび

を比べたとき，最ものびているばねは，最ものびの少ないばねの何倍のびていますか。	（　　　　　）

ばねの全長（㎝）

14.5

12

0
50

ばねにつるすおもりの重さ（g）

図１ 図２ 図３ 図４

おもりA

おもりA

おもりB

おもりC おもりD

おもりA

おもりE

おもりA

MJ小6理科修正_本文.indd   167 2019/11/14   11:08

166

●６年生のまとめ

1	 図１のように，長さが１００，重さが１００の棒
ぼう

の中央をばねはかり

でつるしたところ，棒は水平になって静止しました。このとき，ばね

はかりの目盛りは１００を示しました。次に，この棒を使って実験１

～実験４をしました。それぞれの実験について，あとの問いに答えな

さい。ただし，糸の重さは考えなくてもよいものとします。

　　【実験１】�　図２のように，棒の中央から左へ１０の所に２０のおも

りをつるし，棒の中央から右へ２０の所に，おもりＡをつ

るしたところ，棒は水平になって静止した。

　⑴　ばねはかりの目盛りは何を示しますか。	 （　　　　　）

　　【実験２】�　図３のように，棒の中央から左へ１０と２０の所にそれ

ぞれ１０と２０のおもりをつるし，棒の中央から右へ

［］の所に，おもりＢをつるしたところ，棒は水平にな

って静止した。このとき，ばねはかりの目盛りは１５０を

示した。

　⑵　の値は何ですか。

	 （　　　　　）

　　【実験３】�　図４のように，棒の中央から右へ２０の所に５０のおも

りをつるし，棒の右はしにばねはかりを取りつけて棒の中

央を糸でつるしたところ，棒は水平になって静止した。

　⑶　ばねはかりの目盛りは何を示しますか。	 （　　　　　）

　　【実験４】�　図５のように，棒の中央から右へ４０の所にばねはかり

Ｃを，棒の中央から左へ１０の所にばねはかりＤを取りつ

け，ばねはかりＤから左に２０の所に２０のおもりをつる

したところ，棒は水平になって静止した。

　⑷　ばねはかりＣの目盛りは何を示しますか。	 （　　　　　）

　⑸　ばねはかりＤの目盛りは何を示しますか。	 （　　　　　）

図１

図２

図３
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2	 重さ２０のかっ車と，重さ１００のおもりＡ，重さがわからないお
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　⑵　の値は何ですか。
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りをつるし，棒の右はしにばねはかりを取りつけて棒の中

央を糸でつるしたところ，棒は水平になって静止した。
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したところ，棒は水平になって静止した。
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2� 電池，スイッチと電熱線を用いて，図１のようなヒーターをつくりました。
スイッチにはタイマーがついており，１回おすたびに１分間だけ電流が流れ

ます。表１のように，６種類のヒーターＡ～Ｆは，用いた電池やスイッチは

同じですが，電熱線の断面積や長さがちがいます。このヒーターを用いて，

発ぽうスチロール容器に入れた水をあたためる実験をしました。

　	　まず，図２のように容器１個にヒーター１個を入れて，ヒーターの種類と，

スイッチをおす回数を変えたとき，水の温度が何℃上がるかを表２にまとめ

ました。ただし，実験で用いた水の量は同じです。また，電熱線から水へ与

えられた熱は，水からにげないものとします。これについて，あとの問いに

答えなさい。

表１ ヒーターの種類 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

電熱線の断面積（2） ０．１ ０．３ ０．１ ① ０．３ ０．２

電熱線の長さ（） ２００ ２００ １００ ２００ １５０ ５０

表２ ヒーターの種類 Ａ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

スイッチをおす回数 ２ ４ ２ ６ ２ ② ３

水の温度の上がり方（℃） ０．２ ０．４ ０．６ １．２ １．８ ２．０ ③

　⑴	　図１のようなヒーターで水をあたためるとき，水全体ができるだけ同じ温度になるようにするには，

電熱線がどの位置にくるようにすればよいですか。次から選び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　ア　水面のすぐ下　　　イ　水の真ん中　　　ウ　容器の底のすぐ上

　⑵　表１，表２の①～③に入る数字を答えなさい。

� ①（　　　　　），②（　　　　　），③（　　　　　）

　⑶	　ヒーターＡ～Ｆのスイッチをそれぞれ１回おしたときに，発生する熱が少ないものから順に並べなさ

い。	 （　　→　　→　　→　　→　　→　　）

　⑷	　図３のように，図２と同じ量の水を入れた容器に，Ａ～Ｆから３種類の

ヒーターを１個ずつ選んで入れました。次の①，②の問いに答えなさい。

　　①	　それぞれのヒーターのスイッチは，おさないか，１回おすかのどちら

かであるとします。このとき，水の温度を，０．１℃から０．７℃まで，０．１

℃の間かくで自由に上げることができました。選んだヒーターの種類を

答えなさい。

� （　　　　　　　）

　　②	　それぞれのヒーターのスイッチは，おさないか，１回おすか，２回おすかのどれかであるとします。

このとき，水の温度を，０．１℃から「ある温度」まで０．１℃の間かくで自由に上げることができました。

「ある温度」が最も高くなるようにヒーターを選んだとき，「ある温度」は何℃になりますか。また，

選んだヒーターの種類を答えなさい。

	 温度（　　　　　），ヒーターの種類（　　　　　　　）

図１

図２

タイマーつき
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電
池
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水

図３
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1	 電球のつくりやつなぎ方について，次の問いに答えなさい。

　⑴　右の図１は，電球のつくりを示しています。これについて，	

次の①～③に答えなさい。

　　①　Ａ，Ｂの部分をそれぞれ何といいますか。

	 Ａ（　　　　　）

� Ｂ（　　　　　）

　　②　Ｂの部分は何という金属でできていますか。

	 （　　　　　）

　　③	　Ｃの部分に入っているガスとして適切なものを，次から選

び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　酸素

　　　イ　二酸化炭素

　　　ウ　水素やメタン

　　　エ　ちっ素やアルゴン

　⑵	　下の図２，図３のように，１００Ｗ，６０Ｗ，４０Ｗ，２０Ｗの４種類の電球をつなぎました。これについて，

あとの①～③に答えなさい。

　　①　図２，図３で，最も明るい電球はどれですか。それぞれ次から選び，記号で答えなさい。

	 図２（　　　），図３（　　　）

　　　ア　１００Ｗ　　　　イ　６０Ｗ　　　　ウ　４０Ｗ　　　　エ　２０Ｗ

　　②　図３で，６０Wの電球を流れる電流の大きさは何Ａですか。

	 （　　　　　）

　　③　家庭用の配線は図２，図３のどちらですか。

	 （　　　　　）
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	９	 電流のはたらき
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かであるとします。このとき，水の温度を，０．１℃から０．７℃まで，０．１

℃の間かくで自由に上げることができました。選んだヒーターの種類を

答えなさい。

� （　　　　　　　）

　　②	　それぞれのヒーターのスイッチは，おさないか，１回おすか，２回おすかのどれかであるとします。

このとき，水の温度を，０．１℃から「ある温度」まで０．１℃の間かくで自由に上げることができました。

「ある温度」が最も高くなるようにヒーターを選んだとき，「ある温度」は何℃になりますか。また，

選んだヒーターの種類を答えなさい。

	 温度（　　　　　），ヒーターの種類（　　　　　　　）

図１

図２
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1	 電球のつくりやつなぎ方について，次の問いに答えなさい。

　⑴　右の図１は，電球のつくりを示しています。これについて，	

次の①～③に答えなさい。

　　①　Ａ，Ｂの部分をそれぞれ何といいますか。

	 Ａ（　　　　　）

� Ｂ（　　　　　）

　　②　Ｂの部分は何という金属でできていますか。

	 （　　　　　）

　　③	　Ｃの部分に入っているガスとして適切なものを，次から選

び，記号で答えなさい。	 （　　　）

　　　ア　酸素

　　　イ　二酸化炭素

　　　ウ　水素やメタン

　　　エ　ちっ素やアルゴン

　⑵	　下の図２，図３のように，１００Ｗ，６０Ｗ，４０Ｗ，２０Ｗの４種類の電球をつなぎました。これについて，

あとの①～③に答えなさい。

　　①　図２，図３で，最も明るい電球はどれですか。それぞれ次から選び，記号で答えなさい。

	 図２（　　　），図３（　　　）

　　　ア　１００Ｗ　　　　イ　６０Ｗ　　　　ウ　４０Ｗ　　　　エ　２０Ｗ

　　②　図３で，６０Wの電球を流れる電流の大きさは何Ａですか。

	 （　　　　　）

　　③　家庭用の配線は図２，図３のどちらですか。

	 （　　　　　）

図１
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	９	 電流のはたらき
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