
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [プラスチックに共通する性質] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[プラスチックの原料・有機物] 
[問題](前期中間) 
ほとんどのプラスチックは，(  )を

精製して得られるナフサを原料としてい

る。文中の(  )に適語を入れよ。 
 
[解答]石油 
[解説] 
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ほとんどのプラスチック(合成
ごうせい

樹脂
じ ゅ し

とも

よばれる)は石油を精製
せいせい

して得られるナ

フサという物質を原料としている。石油

は，大昔の生物の死骸
し が い

が海底や湖底に

堆積
たいせき

し化石
か せ き

化したもので，有機物
ゆうきぶつ

である。

有機物である石油を原料とするプラスチ

ックも有機物で，炭素と水素を主成分と

している。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「石油」である。「ナフサ」「有機物」も

よく出題される。 
 
 



[問題](後期中間改) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。ま

た，③の(  )内から適語を選べ。 
プラスチックは，大昔の生物の死骸が

海底や湖底に堆積し化石化した( ① )
を精製してつくられた( ② )を原料に

している。プラスチックは③(有機物／無

機物)である。 
 
[解答]① 石油 ② ナフサ ③ 有機物 
 
 



[プラスチック性質①：燃焼] 
[問題](2学期中間改) 
有機物であるプラスチックを燃やすと

石灰水を白くにごらせる( X )という

気体や，水が発生する。これ以外に有害

な気体が発生することがある。文中のX
に適語を入れよ。 
 
[解答]二酸化炭素 
[解説] 
 
 
 
 
 
有機物
ゆうきぶつ

である石油を原料とするプラスチ

ックは有機物で，炭素と水素を主成分と



している。プラスチックを燃やすと，炭

素と空気中の酸素が結びついて

二酸化炭素
に さ ん か た ん そ

(石灰
せっかい

水
すい

を白くにごらせる)が
発生する。また，水素と酸素が結びつい

て水(水蒸気)ができる。なお，プラスチ

ックを燃やすと，二酸化炭素以外に，有

害な気体が発生することがあるので，

換気
か ん き

をよくすることが必要である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「二酸化炭素が発生」である。「有害な気

体も発生」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の文はプラスチックについて説明し

たものである。①～③にあてはまる語句

を書け。 
プラスチックは，( ① )を精製して

得られるナフサという物質が主な原料で

ある。プラスチックは有機物であるため，

燃やすと( ② )と水ができるが，

( ③ )な気体を発生することもあるの

で，注意が必要である。 
 
[解答]① 石油 ② 二酸化炭素 ③ 有
害 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 次の文の①には適語を入れ，②は

(  )内より適語を選べ。 
ほとんどのプラスチックは石油を

精製して得られる( ① )という物

質を原料としているため，②(有機物

／無機物)に分類される。 
(2) プラスチックを燃やしたとき，必ず

発生する物質は何か。2つ書け。 
(3) (2)の物質のうち，常温で気体である

ものを石灰水に通すと，石灰水はど

のようになるか。 
(4) プラスチックはむやみに燃やしては

いけない。その理由を答えよ。 
 
 



[解答](1)① ナフサ ② 有機物 (2) 二
酸化炭素，水 (3) 白くにごる (4) 有害

な気体が発生するおそれがあるから。 
 
 
[プラスチックの性質②：成形や加工がし

やすい・軽い] 
[問題](前期期末改) 
多くのプラスチックは，加熱するとや

わらかくなり，冷えるとかたくなるため，

成形や(  )がしやすいという性質を持

つ。このほかに，軽いなどの性質がある。

文中の(  )にあてはまる適語を漢字 2
字で答えよ。 
 
[解答]加工 
 



[解説] 
 
 
 
身のまわりには，多くの種類のプラスチ

ック製品が使われている。これは，プラ

スチックは，加熱
か ね つ

するとやわらかくなり，

冷えるとかたくなるため，成形
せいけい

や加工
か こ う

が

しやすいという性質を持つためである。

また，金属などと比べて，軽いというの

もプラスチックの特徴である。 
 
※プラスチックの性質で出題頻度が高い

のは「成形や加工がしやすい」「軽い」で

ある。 
 
 



[問題](後期中間) 
プラスチックの性質として，①，②に

あてはまる語句を答えよ。 
・目的に合わせた形に成形や( ① )が
しやすい。 

・重さは( ② )いものが多い。 
 
[解答]① 加工 ② 軽 
 
 
[問題](後期中間) 
飲み物の容器にプラスチックが使われ

ているのは，次のア～エのどの性質を利

用しているか。すべて選べ。 
ア 加熱しても燃えにくい。  
イ 軽い。 
ウ 電気をよく通す。 
エ 成形や加工がしやすい。 



[解答]イ，エ 
 
 
[問題](後期中間) 
プラスチックが，現在非常に多く使わ

れている理由(良いところ)は何か。2つ書

け。 
 
[解答]成形や加工がしやすいこと。軽い

こと。(薬品に強いこと。衝撃に強いこ

と。) 
 
 



[プラスチックの性質③：その他の性質] 
[問題](2学期中間改) 
次は，プラスチックの性質についての

説明である。各文の①～④の(  )内か

らそれぞれ適語を選べ。 
・成形や加工が①(しやすい／しにくい)。 
・一般に②(軽い／重い)。 
・電気を通し③(やすい／にくい)。 
・さびたりくさったり④(しやすい／しに 

くい) 
 
[解答]① しやすい ② 軽い ③ にく

い ④ しにくい 
 



[解説] 
 
 
 
 
プラスチックには，成形

せいけい

や加工
か こ う

がしやす

い，軽いという性質がある。このほかに，

さびない，くさりにくい，電気を通しに

くい，衝撃
しょうげき

に強い，酸性
さんせい

やアルカリ性の

水溶液
すいようえき

や薬品による変化が少ない，など

の性質がある。 
 
※プラスチックの性質で出題頻度が高い

のは「成形や加工がしやすい」「軽い」で

ある。「電気を通しにくい」「さびたりく

さったりしにくい」もしばしば出題され

る。 



[問題](2学期中間) 
プラスチックの性質として，正しいも

のを次のア～カからすべて選べ。 
ア くさりにくく，さびにくい。 
イ 電気をよく通す。 
ウ 衝撃に弱い。 
エ 加工しやすい。 
オ 酸性やアルカリ性の水溶液や薬品に 

よる変化が少ない。 
カ 軽い。 
 
[解答]ア，エ，オ，カ 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 飲み物の容器にガラスのびんではな

く，プラスチックのボトルが使われ

るようになったのは，どのような性

質があるためか。簡単に説明せよ。 
(2) 電気機器の導線(コード)や配等線は，

ポリエチレンや PVC でおおわれて

いる。これは，プラスチックがある

性質をもっているからである。どの

ような性質か。簡単に説明せよ。 
 
[解答](1) 軽く割れにくい性質 (2) 電
気を通しにくい性質 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) プラスチックをゴミとして①，②の

方法で廃棄するとき，問題となるプ

ラスチックの性質はどのようなもの

か。 
① 土にうめる  ② 焼却する 

(2) 土にうめて廃棄できるようにするた

めに開発が進められているプラスチ

ックを何というか。 
 
[解答](1)① くさりにくい性質 ② 有害

な気体が発生する性質 (2) 生分解性プ

ラスチック 
 



[解説] 
プラスチックは，ごみとして廃棄

は い き

すると

き問題が生じる。例えば，多くのプラス

チックは，くさりにくい性質をもつため，

土にうめても分解
ぶんかい

されにくい。そのため，

現在，生
せい

分解性
ぶんかいせい

プラスチックなどの新し

いプラスチックの開発が進められている。

また，プラスチックは有機物であるため，

燃やすと二酸化炭素
に さ ん か た ん そ

と水ができるが，

有害
ゆうがい

な気体が発生することがあるので，

焼却
しょうきゃく

には注意が必要である。 
 
 
 



【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。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※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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