
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [プラスチックの種類] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[ペットボトルの本体とキャップ] 
[問題](後期中間改) 
ペットボト

ルは 2 種類の

プラスチック

からできてい

る。ペットボト

ル本体は，(  )(略語は PET)でできて

おり，水に入れると沈む。これに対し，

キャップは，ポリプロピレン(略語はPP)
でできており，水に浮く。文中の(  )
に適語を入れよ。 
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[解答]ポリエチレンテレフタラート 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
ペットボトルは2種類のプラスチックか

らできている。 
本体は，ポリエチレンテレフタラート

(PET)でできており，水に入れると沈
しず

む。 
キャップは，ポリプロピレン(PP)ででき

ており，水に浮
う

く。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「ポリエチレンテレフタラート(PET)」
である。「ポリプロピレン(PP)」「水に浮

くか沈むか」も出題頻度が高い。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の文章中

の ① ， ② の

(  )内から

それぞれ適語

を選べ。③，④

には適語を入れよ。 
プラスチックでできたペットボトルの

キャップと本体を水に入れると，キャッ

プは①(浮く／沈む)が，本体は②(浮く／

沈む)。これは，本体が( ③ )(略語は

PET)という種類のプラスチックででき

ているのに対し，キャップは( ④ )(略
語は PP)という種類のプラスチックから

できているため，性質が異なるからであ

る。 
 



[解答]① 浮く ② 沈む ③ ポリエチ

レンテレフタラート ④ ポリプロピレ

ン 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) プラスチ

ックの原

料は何か。

漢字 2 字

で答えよ。 
(2) ペットボトルの本体とキャップを水

の中に入れたとき，水に浮くか，沈

むか。それぞれ答えよ。 
(3) ペットボトルの本体とキャップは何

というプラスチックでできているか。

それぞれ，名称と略記号を答えよ。 



[解答](1) 石油 (2)本体：沈む キャッ

プ：浮く (3)本体：ポリエチレンテレフ

タラート，PET キャップ：ポリプロピ

レン，PP 
 
 
[問題](前期期末) 
ペットボトルは本体がポリエチレンテ

レフタラート，キャップがポリプロピレ

ンでできている。この2種類のプラスチ

ックは，どのようにして区別できるか。

「水」という語句を使って説明せよ。 
 
[解答]水の中に入れると，ポリエチレン

テレフタラートは沈み，ポリプロピレン

は浮く。 
 



[プラスチックの種類] 
[問題](2学期中間) 
次のプラスチックをアルファベット 2

文字か3文字で表せ。 
① ポリエチレンテレフタラート 
② ポリプロピレン 
③ ポリエチレン 
 
[解答]① PET ② PP ③ PE 
[解説] 
 
 
 
 
 
 



※プラスチックの名称で特に出題頻度が

高いのは「ポリエチレンテレフタラート

(PET)」「ポリプロピレン(PP)」である。

「ポリエチレン(PE)」「ポリ塩化ビニル

(PVC)」もよく出題される。 
 
 
[問題](前期中間) 
次の[  ]のプラスチックの略語を正

式名称でそれぞれ答えよ。 
[ PE PET PP PVC PS ] 
 
[解答]PE：ポリエチレン PET：ポリエ

チレンテレフタラート PP：ポリプロピ

レン PVC：ポリ塩化ビニル PS：ポリ

スチレン 
 



[問題](後期中間) 
プラスチックの種類について次の表の

①～⑤にあてはまる語句をそれぞれ答え

よ。 
 

プラスチック名 略語 
 ① PET 
ポリ塩化ビニル  ② 
ポリスチレン  ③ 
 ④ PE 
 ⑤ PP 

 
[解答]① ポリエチレンテレフタラート 

② PVC ③ PS ④ ポリエチレン 
⑤ ポリプロピレン 
 
 



[水に浮くか・沈むか] 
[問題](前期中間) 
次の[  ]のプラスチックから水に浮

くものを2つ選べ。 
[ PE PET PP PVC PS ] 
 
[解答]PE，PP 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の表を見ての各問いに答えよ。 

 
(1) A～C のプラスチックの略語をそれ

ぞれ答えよ。 
(2) 水に入れたとき，沈むものはどれか。

A～Cからすべて選び記号で答えよ。 
(3) A～C のいずれかでできた，体積

8cm3 のプラスチックの質量をはか

ると7.6gであった。ここのプラスチ

ックは A～C のどれか。記号で答え

よ。 

プラスチック 密度 
(g／cm3) 

A ポリエチレンテ

レフタラート 
 1.40 

B ポリエチレン  0.95 
C ポリ塩化ビニル  1.50 



[解答](1)A：PET B：PE C：PVC 
(2) A，C (3) B 
[解説] 
(3) このプラスチックの密度は， 
(密度)＝(質量)÷(体積)＝7.6(g)÷8(cm3)
＝0.95(g／cm3)であるので，表より，こ

のプラスチックはBのポリエチレンと判

断できる。 
 
 



[各プラスチックの用途] 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) レジ袋やバケツに使われているのは

何というプラスチックか。アルファ

ベットで答えよ。 
(2) 飲料水のボトルやポリエステルとい

う合成繊維に使われているのは何と

いうプラスチックか。アルファベッ

トで答えよ。 
 
[解答](1) PE (2) PET 
[解説] 
 
 
 
 



プラスチックの用途
よ う と

でよく出題されるの

は，PEとPETである。ポリエチレン(PE)
は，破れにくく，水や薬品に強いことか

ら，レジ袋やバケツ(ポリバケツ)やシャ

ンプーの容器
よ う き

などに使われる。ポリエチ

レンテレフタラート(PET)は，ペットボ

トルの本体やポリエステルという合成
ごうせい

繊維
せ ん い

の原料として使われている。 
 
※プラスチックの用途で出題頻度が高い

のは「PE：レジ袋，バケツ」「PET：ペ

ットボトルの本体」である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 ポリエチレンはおもにどのようなもの

に使われているか。次の[  ]から 2 つ

選べ。 
[ ボトル バケツ 弁当箱 レジ袋 
 水道管 ] 
 
[解答]バケツ，レジ袋 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の①～④には，何というプラスチッ

クが使われているか。下の[  ]からそ

れぞれ選べ。 
① ペットボトルの本体 
② バケツやレジ袋 
③ 食品容器やCDのケース 
④ 消しゴムや水道管 
[ PE PET PP PVC PS ] 
 
[解答]① PET ② PE ③ PS 
④ PVC 
 



[解説] 

 
 

プラスチック名 用途例 
ポリエチレン

(PE) 
レジ袋，ポリ袋，バケ

ツ 
ポリエチレンテ

レフタラート

(PET) 

ペットボトルの本体，

卵の容器 

ポリプロピレン

(PP) 
ペットボトルのキャッ

プ 
ポリスチレン

(PS) 
CD のケース，食品容

器(発泡ポリスチレン) 
ポリ塩化ビニル

(PVC) 
消しゴム，水道管，ホ

ース 



[問題](2学期中間) 
次の①～③のプラスチックが使われて

いる容器などを，下のA～E からそれぞ

れすべて選び記号で答えよ。 
① ポリエチレンテレフタラート 
② ポリエチレン 
③ ポリ塩化ビニル 
A 水道管 
B レジ袋 
C ジュースなどのボトル 
D シャンプーの容器 
E 発泡スチロールの容器 
 
[解答]① C ② B，D ③ A 
 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の表の①～⑤にあてはまるプラスチ

ックの名称と略語を書け。 
 
プラスチ

ック名 
  性質 用途例 

( ① ) 軽い ( 水に浮

く)。油や薬品

に強い。 

レジ袋，バ

ケツ 

( ② ) もっとも軽い。

熱に強い。 
ペットボト

ルのキャッ

プ 
( ③ ) 燃えにくい。水

に沈む。 
消しゴム，

水道管 
( ④ ) 軽い発泡材料

になる。 
食品容器，

CDケース 
( ⑤ ) うすい透明な

容器をつくり

やすい。 

ペットボト

ルの本体 

 



[解答]① ポリエチレン，PE 
② ポリプロピレン，PP 
③ ポリ塩化ビニル，PVC 
④ ポリスチレン，PS 
⑤ ポリエチレンテレフタラート，PET 
 
 
[問題](2学期中間) 
プラスチックは熱を加えたときの性質

によって2つに分類される。①固まった

後に，熱を加えるとやわらかくなってと

け，冷えると再び固まる性質をもつプラ

スチックを何というか。②固まった後に，

再び熱を加えてもやわらかくならないプ

ラスチックを何というか。 
 
[解答]① 熱可塑性プラスチック ② 熱
硬化性プラスチック 



【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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