
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [物質の密度] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[密度] 
[問題](2学期期末) 
質量が 12.0g で体積が4.0 cm3の物体

の密度はいくらか。 
 
[解答]3.0 g／cm3 
[解説] 
 
 
 
体積が同じでも，その質量は物質の種類

によってちがう値を示す。 
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単位体積あたりの質量をその物質の密度

という。ふつう1 cm3あたりの質量(g)で
表す。密度の単位は，g／cm3(グラム毎

まい

立

法センチメートル)で表す。密度を求める

式は次のようになる。 
 
 
例えば，質量が 12.0g で体積が 4.0 cm3

の物体の密度は，(密度)＝(質量)÷(体積) 
＝12.0(g)÷4.0(cm3)＝3.0(g／cm3) 
である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「質量と体積から密度を求める」計算問

題である。 
 
 



 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 物質 1cm3 あたりの質量を何という

か。 
(2) (1)の単位は何か，記号で答えよ。 
(3) (1)は①÷②で求められる。①，②は

何か，それぞれ漢字2文字で答えよ。 
(4) 質量 4.5g，体積 5.0cm3の(1)はいく

らになるか。 
 
[解答](1) 密度 (2) g／cm3 (3)① 質量 
② 体積 (4) 0.9g／cm3 
[解説] 
(4) (密度)＝(質量)÷(体積) 
＝4.5(g)÷5.0(cm3)＝0.9(g／cm3) 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 物質の密度は次の式で求められる。

①，②にあてはまる言葉を答えよ。 
 
 
(2) 体積 3.0cm3，質量 4.8g の物体をつ

くる物質の密度は何g／cm3か。 
(3) 体積4.0m3の質量320kgの物体をつ

くる物質の密度は何g／cm3か。 
 
[解答](1)① 質量 ② 体積 
(2) 1.6 g／cm3 (3) 0.08 g／cm3 
[解説] 
(2) (密度)＝(質量)÷(体積) 
＝4.8(g)÷3.0(cm3)＝1.6(g／cm3) 
 



(3) 1m3＝100×100×100 
＝1000000(cm3)より 
4.0m3＝4000000(cm3)， 
320kg＝320000(g)なので， 
(密度)＝(質量)÷(体積) 
＝320000(g)÷4000000 (cm3) 
＝0.08 (g／cm3) 
 
 



[問題](2学期期末) 
 水が 40.0cm3 入ったメ

スシリンダーにネジを入

れたら，右の図のような

目盛りになった。次の各

問いに答えよ。 
(1) 右の図の目盛りを読

みとれ。 
(2) ネジの体積は何 cm3か。 
(3) このネジの質量を電子てんびんでは

かったら，39.0g だった。このネジ

の密度(g／cm3)を求めよ。 
 
[解答](1) 45.0 cm3 (2) 5.0 cm3 
(3) 7.8g／cm3 

 

 



[解説] 
(1) このメスシリンダーの目盛りは 
1 cm3なので，1 めもりの 10 分の 1 の

0.1 cm3の位まで読む。 
(2) 増加した体積 45.0－40.0＝5.0(cm3)
がネジの体積。 
(3) (密度)＝(質量)÷(体積) 
＝39.0(g)÷5.0(cm3)＝7.8(g／cm3) 
 
 



[問題](2学期期末) 
A さんは，校庭で石を拾って，その密

度を求めるために次の図のような測定を

した。図2の右と左の図は，図の分銅を

のせたときの上皿てんびんの針の動きを

示している。このとき，次の各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
(1) この石の体積はいくらか。 
(2) この石の質量はおよそいくらか。 

図2を参考に答えよ。 
(3) この石の密度を求めよ。 
 
[解答](1) 5.0cm3 (2) 13.1g 
(3) 2.62g／cm3 



[解説] 
(1) 図 1 で増えた体積は石の体積と等し

いので，11.0－6.0＝5.0(cm3 ) 
(2) めもりの中央を中心に左右に等しく

ふれているので，図2の右側がつり合っ

ている状態である。したがって，質量は，

10＋2＋1＋0.1＝13.1(g)である。 
(100mg＝0.1g) 
(3) (密度)＝(質量)÷(体積) 
＝13.1(g)÷5.0(cm3)＝2.62(g／cm3) 
 
 



[密度から質量や体積を求める] 
[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 体積300 cm3，密度0.92g／cm3の物

質の質量を求めよ。 
(2) 質量26.1g，密度1.74g／cm3の物質

の体積を求めよ。 
 
[解答](1) 276g (2) 15.0 cm3 
[解説] 
(1) (密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
0.92(g／cm3)＝(質量)÷300(cm3) 
(質量)÷300＝0.92，両辺に300をかける

と，(質量)÷300×300＝0.92×300 
(質量)＝0.92×300＝276(g) 
(2) (密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
1.74(g／cm3)＝26.1(g)÷(体積) 



両辺に(体積)をかけると，1.74×(体積)
＝26.1÷(体積)×(体積) 
1.74×(体積)＝26.1，両辺を1.74で割る

と，1.74×(体積)÷1.74＝26.1÷1.74 
(体積)＝26.1÷1.74＝15.0(cm3) 
 
※密度の計算で，「質量と体積→密度」の

ほかに，「体積と密度→質量」「質量と密

度→体積」を求める問題の出題頻度も高

い。 
 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 体積140 cm3，密度10.5g／cm3の物

質の質量は何gか。 
(2) たて5m，横6m，高さ3mの部屋の

空気の質量は何 g か。ただし，空気

の密度は0.0013g／cm3とする。 
(3) 質量 355.5g，密度 0.79g／cm3の物

質の体積は何 cm3か。 
(4) 質量 4.824g，密度 0.00072g／cm3

の物質の体積は何 cm3か。 
 
[解答](1) 1470g (2) 117000g 
(3) 450cm3 (4) 6700cm3 



[解説] 
(1) (密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
10.5(g／cm3)＝(質量)÷140(cm3) 
(質量)÷140＝10.5，両辺に140をかける

と，(質量)÷140×140＝10.5×140 
(質量)＝10.5×140＝1470(g) 
(2) たて 5m＝500cm，横 6m＝600cm，

高さ3m＝300cmの部屋の空気の体積は， 
500×600×300＝90000000(cm3) 
(密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
0.0013(g／cm3)＝ 
(質量)÷90000000(cm3) 
(質量)÷90000000＝0.0013，両辺に

90000000をかけると， 
(質量)÷90000000×90000000 
＝0.0013×90000000 
(質量)＝0.0013×90000000＝117000(g) 



(3) (密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
0.79(g／cm3)＝355.5(g)÷(体積) 
両辺に(体積)をかけると， 
0.79×(体積)＝355.5÷(体積)×(体積) 
0.79×(体積)＝355.5，両辺を 0.79 で割

ると，0.79×(体積)÷0.79＝355.5÷0.79 
(体積)＝355.5÷0.79＝450(cm3) 
(4) (密度)＝(質量)÷(体積)なので，

0.00072(g／cm3)＝4.824(g)÷(体積) 
両辺に(体積)をかけると，0.00072×(体
積)＝4.824(g)÷(体積)×(体積) 
0.00072× (体積)＝4.824(g)，両辺を

0.00072で割ると， 
0.00072×(体積)÷0.00072 
＝4.824(g)÷0.00072 
(体積)＝4.824(g)÷0.00072＝6700(cm3) 
 



[いろいろな物質の密度] 
[問題](2学期期末) 
 次の表を参考に各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 次の物質の密度を求め，物質名も答

えよ。 
① 質量16694.5g，体積 865cm3 
② 質量1339.5g，体積 150 cm3 

金属 密度 
(g／cm3) 

金 
タングステン 
鉛 
銀 
銅 
鉄 
亜鉛 
ヨウ素 
アルミニウム 
マグネシウム 

19.32 
19.1 
11.37 
10.50 
 8.96 
 7.87 
 7.13 
 4.93 
 2.70 
 1.74 



(2) 体積が 50 cm3 のアルミニウムのか

たまりがある。このアルミニウムの

質量は何gか。 
(3) 質量が275gの鉄のかたまりがある。

このかたまりの体積は約何 cm3か。

小数第1位まで求めよ。 
 
[解答](1)①密度：19.3 g／cm3 

物質名：金 ②密度：8.93g／cm3 

物質名：銅 (2) 135g (3) 34.9cm3 
[解説] 
(1) 密度は物質によって異なるので，密

度がわかれば物質が何であるかを知るこ

とができる。(密度)＝(質量)÷(体積)なの

で，① (密度)＝16694.5(g)÷865(cm3) 
＝19.3(g／cm3) 
 



表より金であることがわかる(値がもっ

とも近いから)。 
② (密度)＝1339.5(g)÷150(cm3) 
＝8.93(g／cm3) 
表より銅であることがわかる。 
(2) 表より，アルミニウムの密度は 2.70 
g／cm3で，体積は50 cm3である。 
(密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
2.70(g／cm3)＝(質量)÷50(cm3) 
(質量)÷50＝2.70，両辺に50をかけると，

(質量)÷50×50＝2.70×50 
(質量)＝2.70×50＝135(g) 
(3) 表より，鉄の密度は 7.87g／cm3で，

質量は275gである。 
(密度)＝(質量)÷(体積)なので， 
7.87(g／cm3)＝275(g)÷(体積) 
 



両辺に(体積)をかけると， 
7.87×(体積)＝275÷(体積)×(体積) 
7.87×(体積)＝275，両辺を 7.87 で割る

と，7.87×(体積)÷7.87＝275÷7.87 
(体積)＝275÷7.87＝34.94･･･ 
＝約34.9(cm3) 
 
 



[問題](2学期中間) 
4 種類の金属のかたまりがあり，3 種

類は銅，アルミニウム，鉄であることが

わかっている，4 種類の金属の質量と体

積をはかったら表のようになった，以下

の各問いに答えよ。 
 

 銅 ｱﾙﾐﾆ

ｳﾑ 
鉄 謎の

金属 
質量(g) 63.0 16.2 86.9 63.2 
体積(cm3)  7.0  6.0 11.0  8.0 

 
(1) 物質 1cm3 あたりの質量を何という

か。 
(2) 銅，アルミニウム，鉄について(1)の

量を求めよ。 
(3) 謎の金属は表の3 種類のうちどれか。 
 



(4) 銅が12cm3あるとき，その質量はい

くらか。 
(5) アルミニウムが81gあるとき，その

体積はいくらか。 
(6) 鉄が15gあるとき，その体積はいく

らか。 
 
[解答](1) 密度 (2)銅：9.0g／cm3 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ：2.7g／cm3 鉄：7.9 g／cm3 

(3) 鉄 (4) 108g (5) 30 cm3 

(6) 約1.9 cm3 
[解説] 
(2) (銅の密度)＝(質量)÷(体積) 
＝63.0(g)÷7.0(cm3)＝9.0(g／cm3) 
(アルミニウムの密度)＝(質量)÷(体積) 
＝16.2(g)÷6.0(cm3)＝2.7(g／cm3) 
(鉄の密度)＝(質量)÷(体積)＝86.9(g)÷



11.0(cm3)＝7.9(g／cm3) 
(3) (謎の金属の密度)＝(質量)÷(体積) 
＝63.2(g)÷8.0(cm3)＝7.9(g／cm3)で，鉄

の密度と同じである。よって，謎の金属

は鉄であることがわかる。 
(4) 密度と体積から質量を計算する式を

求めておく。 
(密度)＝(質量)÷(体積)の両辺に(体積)を
かけると， 
(密度)×(体積)＝(質量)÷(体積)×(体積)，
(密度)×(体積)＝(質量)で 
(質量)＝(密度)×(体積)となる。 
銅の密度は(2)より9.0g／cm3で，体積は

12cm3なので， 
(銅の質量)＝(密度)×(体積) 
＝9.0(g／cm3)×12(cm3)＝108(g) 
(5) 密度と質量から体積を計算する式を



求めておく。(4)より， 
(密度)×(体積)＝(質量)，両辺を(密度)で
割ると， 
(密度)×(体積)÷(密度)＝(質量)÷(密度) 
よって，(体積)＝(質量)÷(密度) 
アルミニウムの密度は(2)より2.7g／cm3

で，質量は81gなので， 
(アルミニウムの体積)＝(質量)÷(密度) 
＝81(g)÷2.7(g／cm3)＝30(cm3) 
(6) (2)より鉄の密度は7.9 g／cm3で，質

量は15gなので 
(鉄の体積)＝(質量)÷(密度) 
＝15(g)÷7.9(g／cm3)＝約1.9(cm3) 
 
 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の表は，いろいろな物質の密度を表

している。各問いに答えよ。 
 
物質名 灯油 ﾎﾟﾘｴﾁﾚ

ﾝ 
ヒ ノ

キ 
水銀 

密度 
(g／cm3) 

0.80 0.95 0.44 13.6 

 
(1) 灯油18Lの質量はいくらか。 
(2) ポリエチレン 500g の体積はいくら

か。小数第1位を四捨五入し，整数

で答えよ。 
(3) 水銀76cm3の質量はいくらか。小数

第1位を四捨五入し，整数で答えよ。 
(4) ヒノキの板1.0cm3の質量は，同体積

の水の質量の何倍あるか。 



[解答](1) 14400g (2) 約526cm3 

(3) 約1034g (4) 0.44倍 
[解説] 
(1) 1L＝1000cm3なので， 
18L＝18000 cm3 
(質量)＝(密度)×(体積) 
＝0.80(g／cm3)×18000(cm3) 
＝14400(g) 
(2) (体積)＝(質量)÷(密度) 
＝500(g)÷0.95(g／cm3)＝約526(cm3) 
(3) (質量)＝(密度)×(体積) 
＝13.6(g／cm3)×76(cm3)＝約1034(g) 
(4) (ヒノキの板1.0cm3の質量) 
＝(密度)×(体積) 
＝0.44(g／cm3)×1.0(cm3)＝0.44(g) 
(水1.0cm3の質量)＝1.0g，0.44÷1.0 
＝0.44(倍) 



[グラフを使った問題] 
[問題](2学期中間) 
次のグラフはA～Fの6つの物体の質

量と体積を表している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Bの密度は何g／cm3か。 
(2) A～Fのうち，一番密度の大きいもの

はどれか。 
(3) A～Fのうち，一番密度の小さいもの



はどれか。 
(4) A～Fのうち，同じ物質でできている

物体はどれとどれか。記号で答えよ。 
(5) (4)の理由を簡単に答えよ。 
 
[解答](1) 5.0g／cm3 (2) D (3) F 
(4) EとC (5) 密度が同じだから。 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1 のグラフよりB は6.0cm3で30gで

ある。よって， 
(Bの密度)＝(質量)÷(体積) 
＝30(g)÷6.0(cm3)＝5.0(g／cm3) 
図1で，(bの密度)＝10(g)÷2.0(cm3) 
＝5.0(g／cm3) 
b と B は原点を通る同じ直線上にある。

原点を通る同じ直線上にある場合，密度



は等しく，同じ物質であるといえる。 
図 2 のように，A～F の各点と原点を結

ぶと， 
EとCが同じ直線上にあることがわかる。

したがって，EとCは密度が等しいので，

同じ物質でできていると判断できる。 
次に，図1で原点を通る直線の傾きと密

度の関係を調べる。図 1 で，(a の密度)
＝5(g)÷2.0(cm3)＝2.5(g／cm3) 
(bの密度)＝10(g)÷2.0(cm3) 
＝5.0(g／cm3) 
(cの密度)＝15(g)÷2.0(cm3) 
＝7.5(g／cm3) 
である。このことから，直線の傾きが大

きい c の密度が最も大きく，傾きが小さ

い a の密度が最も小さいことがわかる。 
 



図2で，直線の傾きが最も大きいDの密

度が最も大きく，直線の傾きが最も小さ

いF の密度が最も小さいと判断できる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「グラ

フの～の中で密度が最も大きい(小さい)
もの」「同じ物質でできているもの」であ

る。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の図は，a～eの物体の体積と質量を

測定して，その結果をグラフに表したも

のである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物質 密度(g／cm3) 
鉄 
銅 
水 
ガラス 
水銀 

 7.87 
 8.96 
 1.00 
 2.4～2.6 
13.5 



(1) 同じ質量で体積がもっとも大きいも

のはa～eのうちのどれか。 
(2) 同じ質量で体積がもっとも小さいも

のはa～eのうちのどれか。 
(3) 同じ物質でできている物体はどれと

どれか。 
(4) 物体 e は何か。物質と密度の表から

物質名を答えよ。 
[解答](1) e (2) c (3) bとd (4) ガラス 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図のように a～e と原点をそれぞれ

結ぶ。質量が同じ場合，体積が大きいほ

ど密度は小さくなる。密度が一番小さい

のは，原点と結んだ直線の傾きが最も小

さいeである。 
(2) 質量が同じ場合，体積が小さいほど

密度は大きくなる。密度が一番大きいの

は，原点と結んだ直線の傾きが最も大き

い cである。 
(3) 図で，b と d は同じ直線上にあるの

で，密度が同じである。密度が同じであ

るので，b と d は同じ物質でできている

と判断できる。 
(4) 物質 e は質量 15.0g，体積 6.0cm3な

ので，(密度)＝(質量)÷(体積)＝15.0÷6.0
＝2.5(g／cm3) 
これはガラスの密度とほぼ等しいので e
はガラスであると考えられる。 



[問題](2学期中間) 
次の図はA～F.の 6 つの固体の体積と

質量をはかりグラフ上に点で記入したも

のである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A～F の固体は何種類の物質に分け

られるか。 
(2) A～Fうち，最も密度の大きいものは

どれか。またはどれとどれか。 
(3) A～F のうちで水に浮くものはどれ

か。 



[解答](1) 4種類 (2) AとC (3) D 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 原点と各点をそれぞれ結ぶと，図の

ように， 
4 つの直線(AC，BE，F，D)ができる。

したがって， 
A～F の固体は 4 種類の物質に分けられ

ことがわかる。 
(2) 直線の傾きが大きいAとCの密度が

最も大きい。 



(3) 水の密度は1 g／cm3で，水を表す直

線は図のようになる。水よりも密度が小

さく水に浮くのはDである。 
 
 
[問題](2学期中間) 
次のグラフはA～Dの体積と質量の関

係を表したものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) A～D の中で同じ体積のときに一番

質量が大きいものはどれか。 
(2) Aの密度を求めよ。 
(3) A～D の中で水銀に浮くものはどれ

か。すべてあげよ。ただし，水銀の

密度は13.5 g／cm3である。 
 
[解答](1) A (2) 20 g／cm3 

(3) B，C，D 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 同じ体積のときに一番質量が大きい

ものは，密度が一番大きい。原点と結ん

だ直線の傾きが最も大きいAの密度が一

番大きい。 
(2) (Aの密度)＝60(g)÷3.0(cm3) 
＝20(g／cm3) 
(3) 水銀の密度は 13.5 g／cm3であるの

で，水銀4 cm3の質量は， 
13.5 (g／cm3)×4 (cm3)＝54(g)である。

この点と原点を結ぶと，水銀を表す直線

は図のようになる。図より，水銀を表す

直線より傾きが小さい B，C，D は，水

銀より密度が小さいため，水銀に浮くと

判断できる。 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[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 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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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 
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