
【FdData中間期末：中学理科1年：音】 
[音の伝わり方] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[音源と振動] 
[問題](3学期改) 
おんさやたいこなど音を出す物体を音

源という。おんさを鳴らして水の中に入

れると水しぶきがあがるが，このことか

ら，おんさが( X )していることがわか

る。また，たいこをたたいて表面をさわ

ってみると，激しい(X)を感じ取ることが

できる。文中のXに当てはまる語句を漢

字2字で書け。 
 
[解答]振動 
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[解説] 
おんさやたい

こなど音を出

すものを音源
おんげん

(発音体
はつおんたい

)という。 
おんさを鳴

な

らして水の中に入れると水し

ぶきがあがるが，このことから，おんさ

が振動
しんどう

していることがわかる。おんさに

指を当てて振動を止めると音は鳴りやむ。

また，たいこをたたいて表面をさわって

みると，激しい振動を感じ取ることがで

きる。音を出しているステレオのスピー

カーに手をあてると，やはり振動してい

ることがわかる。 
※出題頻度：「音源(発音体)〇」「振動◎」 
(頻度記号：◎(特に出題頻度が高い)，〇

(出題頻度が高い)，△(ときどき出題され

る)) 



[問題](2学期期末) 
音を出しているおんさに指をふれると，

おんさがどうなっていることがわかるか。 
[解答]振動していること。 
 
[問題](2学期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右図のように，おん

さを鳴らしてコッ

プの中に入れると

水しぶきがあがっ

た。このことから，

おんさがどのような状態にあること

がわかるか。 
(2) おんさのように音を発生するものを

何というか。 
[解答](1) 振動している状態 (2) 音源 



[問題](前期期末) 
 次の文章

中の①～③

に適語を入

れよ。 
おんさの

ように音を出すものを( ① )という。

右図のように，音が出ているおんさを水

面にふれさせると，はげしく水しぶきが

あがるが，それはおんさが( ② )して

いるためである。指でつかんでおんさの

(②)を止めると音は( ③ )。 
 
[解答]① 音源(発音体) ② 振動 
③ 出なくなる(止まる) 
 
 



[音が波として空気中を伝わる] 
[問題](1学期中間改) 
音源が振動すると，そのまわりの空気

がおし縮められて濃くなったり，ひかれ

てうすくなったりして次々に伝わる。空

気の振動が耳に伝わると鼓膜を振動させ

る。このように，音は空気中を( X )
として広がりながら伝わる。文中のXに

入る適語を漢字1字で答えよ。 
[解答]波 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



音は物体が振動
しんどう

することで，波
なみ

となって

私たちの耳に伝わる。音が伝わるのは，

音源
おんげん

の振動
しんどう

が空気に伝わり，空気が濃
こ

く

なったりうすくなったりして次々に振動

を伝えるからである。空気の振動が耳に

伝わって，鼓膜
こ ま く

を振動させ，鼓膜の振動

が信号に変えられて神経
しんけい

を通って脳に伝

わり，「音が聞こえた」と感じ取る。 
※出題頻度：「音源の振動→空気の振動→

鼓膜〇」「波〇」 
 
[問題](後期中間) 
次の文中の①～③に適語を入れよ。 
音を出す音源が( ① )すると，その

まわりの( ② )がおし縮められて濃く

なったり，引かれてうすくなったりする。

これが次々に伝わるのが音の( ③ )で
ある。 



[解答]① 振動 ② 空気 ③ 波 
 
 
[問題](後期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 太鼓をたたくと，太鼓の膜が( ① )
して音が出る。太鼓の音が，離れたとこ

ろまで聞こえるのは，太鼓の膜の振動が，

まわりの( ② )を振動させ，( ③ )
として空気中を伝わり，耳に伝わって，

( ④ )を(①)させるからである。 
 
[解答]① 振動 ② 空気 ③ 波 
④ 鼓膜 
 
 
 



[問題](入試問題) 
 音源から出て空気中を伝わる音の，あ

る時点における，波のようす(A)と伝わり

方をばねで表したようす(B)はどのよう

になるか。A，B の組み合わせとして最

も適当なものを，次のア～エの中から 1
つ選んで，その記号を書け。ただし，A
の図中の点は空気の粒を表している。 
 
 
 
 
 
 
(茨城県) 
 
[解答]ア 



[解説] 
音源の振動が空気に伝わり，図のアのA
のように空気が濃くなったりうすくなっ

たりして次々に振動が伝わる。この波は，

アのＢのようにばねが伸び縮みして伝わ

るのと同じ伝わり方である。 
 
[真空容器を使った実験] 
[問題](前期期末改) 
右の図のように，容器

の中でブザーが鳴り続

けている。容器の空気を

ぬいていくと，ブザーの

音は(小さくなる／大き

くなる／変わらない)。この実験から，空

気が音の振動を伝えていることがわかる。

文中の(  )内より適するものを選べ。 



[解答]小さくなる 
[解説] 
 
 
 
容器の中に空気があるときは，ブザーの

振動
しんどう

→容器内の空気の振動→容器の振

動→容器の外の空気の振動→鼓膜
こ ま く

の順

で振動が伝わる。容器の空気をぬいてい

くと，ブザーの振動を伝える空気が少な

くなっていくので音は伝わりにくくなり

小さくなっていく。真空
しんくう

の状態になると，

容器の中でブザーの振動を伝えるものが

なくなり，容器の振動や外の空気の振動

もおこらないので音は聞こえなくなる。

空気をぬくと風が起こらなくなるので吹

き流しも動かなくなる。空気をぬいたあ



と，再び空気を入れると，音は再び聞こ

えるようになる。この実験から，空気が

音の振動を伝えていることがわかる。 
※出題頻度：「空気をぬいていくと音は小

さくなる〇」「空気が音の振動を伝える

〇」 
 
 



[問題](3学期) 
図のような装置内で電子ブザーが鳴っ

ている。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 容器の中の空気をぬいていくと，電

子ブザーの音はどのようになってい

くか。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 大きくなる 小さくなる 
 変わらない ] 

(2) (1)で空気をぬいたあと，再び空気を

入れると，音は空気をぬいたときと

比べてどうなるか。(1)の[  ]から1
つ選べ。 



(3) この実験から，音は何を伝わってい

くことがわかるか。 
 
[解答](1) 小さくなる (2) 大きくなる 

(3) 空気 
 
 



[問題](2学期中間) 
右の図のように，

内部を真空にできる

容器の中にブザーを

つるした。次の各問

いに答えよ。 
(1) ①ブザーのスイッチを入れ，容器内

の空気をぬいていくと，ブザーの音

はどうなっていくか。②また，容器

内の吹き流しはどうなっていくか。 
(2) ブザーの音がまったく聞こえないと

き，容器の中はどういう状態になっ

ているか。 
(3) (2)の状態では，なぜ音が聞こえない

のか。理由を書け。 
 
 



[解答](1)① 小さくなっていく。 
② 動かなくなっていく。 
(2) 真空になっている。 
(3) 音の振動を伝える空気がないため。 
 
 



[問題](後期中間) 
音の伝わり方について，各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図で，空気をぬくにつれて，①発泡

ポリスチレンの粒の動き，②ブザー

の音はそれぞれどうなるか。 
(2) (1)の後，ピンチコックをゆるめると， 

ブザーの音はどうなっていくか。 
(3) この実験から，何が音を伝えている

とわかるか。 
(4) 音は，(3)の中を何として伝わるか。 



(5) 私たちが音を聞くとき，(3)の振動を

耳のどこが受けとり，振動するか。 
 
[解答](1)① 変わらない。 ② 小さくな

っていく。 (2) ふたたび大きくなる。 

(3) 空気 
(4) 波 (5) 鼓膜 
[解説] 
(1)① 発泡ポリスチレンの粒はブザーの

振動を直接受けて動くので，空気をぬい

ても，同じように動く。 
 
 



[おんさを使った実験] 
[問題](2学期中間改) 
 図のように同じ種類音さを使って実験

を行った。文中①，②の(  )内から適

語を選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 図 1 のように，おんさ A をたたくと，

Aの振動がCの中の空気を振動させ，そ

の空気の振動が D の中の空気に伝わり，

Bのおんさを振動させ，Bの音さが①(鳴
る／鳴らない)。その後，Aのおんさを手

でおさえてAの振動を止めると，Aから

は音がでなくなるが，Bはそのまま振動

を続け，音が鳴り続ける。次に，図2の

ように，AとBの間に板を入れてAをた

たくと，Cの中の空気の振動がDに伝わ

りにくくなる。そのため，B の音は図 1
の場合と比べて②(大きく／小さく／同

じに)なる。 
 
[解答]① 鳴る ② 小さく 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図 1 のように，Aをたたくと，おんさの

振動
しんどう

がCの中の空気を振動させ，その空

気の振動がDの中の空気に伝わり，Bの

おんさを振動させる。その後，Aのおん

さを手でおさえてAの振動を止めると，A
からは音がでなくなるが，Bはそのまま

振動を続け，音が鳴り続ける。次に，図

2のように，AとBの間に板を入れてAを
たたくと，Cの中の空気の振動がDに伝

わりにくくなるため，Bの音は図 1 の場

合と比べて小さい。 
※出題頻度：「空気が振動を伝える〇」「A
のおんさをたたくとBも鳴りだす〇」 
「間に板をいれるとBの音は小さくなる

〇」 
 
 



[問題](1学期中間) 
同じ高さの音が出るおんさAとBを向

かい合わせにして音の伝わり方を調べた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 図1のように，AをたたくとBはど

うなるか。 
(2) (1)のとき，Aの振動をBに伝えたも

のは何か。 



(3) (1)の後，Aを手でおさえると，Bは

どうなるか。次のア～ウから選び，

記号で答えよ。 
ア 音が止まる。  イ 鳴り続け

る。 
ウ 音が大きくなる。 

(4) 図2のように，AとBの間に板を入

れてAをたたくと，Bはどうなると

考えられるか。 
 
[解答](1) 鳴りだす (2) 空気 (3) イ 

(4) 図1の場合より小さな音が出る。 
 
 



[問題](後期期末) 
音を伝えるものや伝わり方を調べるた

めに，図1のような，同じ高さの音が出

る器具A，B を用意して実験を行った。

次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図A，Bのような器具を何というか。 
(2) 図 1 についての次の説明文で，①の

(  )内より適語を選び，②～④に入

る語句を書け。 
器具 A をたたいて鳴らすと器具 B

も鳴りだす。その後，器具Aを手でお

さえて音を止め，器具Bに耳を近づけ

ると，器具 B は音が①(鳴っている／

鳴っていない)。こうなったのは，器具

A の( ② )がまわりにある( ③ )
を伝わって器具 B に届くからである。

このように(②)が次々と伝わる現象を

( ④ )という。 
(3) 図2では，器具Aと器具Bの間にし

きり板を立て，器具Aをたたいて鳴

らした。このとき，器具Bに耳を近

づけると，器具Bの音の大きさは図

1の場合と比べてどうなるか。 



(4) (3)のようになるのはなぜか。簡単に

説明せよ。 
 
[解答](1) おんさ (2)① 鳴っている 

② 振動 ③ 空気 ④ 波 
(3) 小さくなる。 (4) 板があるために空

気の振動が伝わりにくいから。 
 
 
[音を伝える物質] 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 音は，空気のない真空中を伝わるか。 
(2) 音は，水などの液体や，金属・木材

などの固体の中を伝わるか。 
 
[解答](1) 伝わらない (2) 伝わる 



[解説] 
音は，空気のよ

うな気体だけ

でなく，水など

の液体，金属な

どの固体の中でも伝わる。音は，気体や

液体，固体などあらゆる物質の中を，波

として広がりながら伝わる。しかし，真

空中では，音を伝える物質がないため音

は伝わらない。液体・固体・気体の中で，

音が伝わる速さが最も速いのは固体であ

る (空気中は約 340m/s，水中は約

1500m/s，鉄の中は約6000m/s)。 
※出題頻度：「音は，空気だけでなく液体

や固体中でも伝わる〇」「真空中では伝わ

らない〇」 
 



[問題](2学期中間) 
次のア～エのうち，音の伝わり方につ

いて正しく説明したものはどれか。1 つ

選べ。 
ア 音は，気体，液体，固体中で伝わる。 
イ 音は，真空中でも伝わる。 
ウ 音は，液体中で伝わるが，固体中で

は伝わらない。 
エ 音は，気体中だけしか伝わらない。 
 
[解答]ア 
 
 



[問題](後期期末) 
次のア～エで，音が伝わらないものを

1つ選び，記号で答えよ。 
ア 水の中 
イ 金属などの固体の物質の中 
ウ 真空中 
エ 空気中 
 
[解答]ウ 
 
 



[問題](前期期末) 
 音の伝わり方について，次の文章中の

①～⑤に適する語句を下の[  ]からそ

れぞれ選べ。ただし，同じ語句を何度使

用してもよい。 
 音は空気中を伝わるが，( ① )中は

伝わらない。これは音を( ② )が無い

ためである。また，音は水などの( ③ )
や金属などの( ④ )の中を伝わること

ができる。液体・固体・気体の中で，音

が伝わる速さが最も速いのは( ⑤ )で
ある。 
[ 液体 気体 固体 真空 高く 吸収

する物質 反射する物質 伝える物質 ] 
 
[解答]① 真空 ② 伝える物質 
③ 液体 ④ 固体 ⑤ 固体 



[問題](2学期中間) 
次の図で，水の中の時計の音は聞こえ

るか。 
 
 
 
 
 
 

 
[解答]聞こえる 
[解説] 
時計の振動

しんどう

→袋の中の空気の振動→袋

の外の水の振動→ストロー内の水の振

動→ストロー内の空気の振動→鼓膜 と
いう順で振動が伝わる。 
 



[問題](入試問題) 
 
 
 
 2 個の紙コップを糸でつなぐと糸電話

ができる。糸を適切な強さではり，紙コ

ップに向かって話すと，もう一方の紙コ

ップから音声が聞こえる。次の文は，紙

コップに向かって話した声の振動の伝わ

り方を説明したものである。文中の①，

②に適する語句を答えよ。 
 声が紙コップの中にある( ① )を振

動させ，それが紙コップの底を振動させ

て，さらに( ② )の振動となって相手

に伝わる。 
(鳥取県改) 
 
[解答]① 空気 ② 糸 



[問題](前期期末) 
次の図で，音がしっかり聞こえるもの

には〇，聞こえないものには×を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A ○ B ○ C × 
[解説] 
Aの糸，Bの針金は振動

しんどう

を伝えるので，音

は伝わる。Cでは，糸の途中をおさえて

いるので，振動が伝わらず，音も聞こえ

ない。 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
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[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
製品版の価格・注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

