
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [プラスチックの実験] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](前期期末) 
身のまわりのプラスチックの性質を調

べるために，次の図のような実験を行っ

た。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/fdata_r1k1_sp.pdf
http://www.fdtext.com/dat/fdata_r1k1_sp.pdf


(1) 図のAの操作は何を調べるためのも

のか。 
(2) 図のBはプラスチック片を加熱して

いるところを表しているが，加熱を

する際に気を付けなければならない

ことは何か。1つあげよ。 
(3) 図のCは，火のついたものを集気び

んに入れた後，石灰水を入れてふた

をし，よくふっているところだが，

石灰水はどのように変化したか。 
(4) (3)で，石灰水が変化したのは，何と

いう気体が発生したためか。 
 
[解答](1) 水に浮くかどうかを調べるた

めの操作。 (2) 換気をよくすること。 

(3) 白くにごった。 (4) 二酸化炭素 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
プラスチックに関する実験でよく出題さ

れるのは，①水に浮くかどうか，②燃や

すとどうなるかの2点である。 
①については，PEやPPは水に浮くが，

PET やPVC やPS は沈む。②について

は，プラスチックは有機物である石油か

らつくられるので，石油と同じく有機物

に分類され，炭素を主成分の1つとして

いる。したがって，燃やすとこの炭素と

空気中の酸素が結びついて二酸化炭素が

発生する。 



二酸化炭素の有無を検出するためには石

灰水を使う。問題の図のB，Cのように，

プラスチック片を集気びんの中で燃焼さ

せ，その後，石灰水を入れてふたをし，

よくふると，石灰水は白くにごる。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，換気をよくすることが必要である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
プラスチックの性質を調べるために，

ストロー，ペットボトル本体，消しゴム

の一部を切り取り，以下のような実験を

行った。後の各問いに答えよ。 
(実験1) 水に入れ，浮き沈みを調べた。 
(実験 2) アルミカップの上に置き，加熱

した。 
(実験結果) 
 ストロ
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(1) プラスチックの性質として，一般的

にあてはまることを次のア～オから

すべて選べ。 
ア 電気を通す。 イ 熱に強い。 
ウ 軽い。  エ 水にとける。 
オ 加工しやすい。 

(2) 実験結果から考えて，実験で使った

3 つの物体は同じ物質からできてい

るといえるか。 
(3) ペットボトル本体に使われている物

質の正式な名前を答えよ。 
(4) ストローに使われている物質の略語

を次の[  ]から選べ。 
[ PE PVC PS PET ] 

(5) プラスチックはむやみに燃やしては

いけないといわれているが，その理

由を書け。 



(6) この実験で使用した物体のうち，密

度が最も小さいのはどれと考えられ

るか。 
 
[解答](1) ウ，オ (2) いえない。 
(3) ポリエチレンテレフタラート 
(4) PE (5) 有害な気体が発生する場合

があるから。 (6) ストロー 
[解説] 
(3) ペットボトルに使われているプラス

チックは，PET(ポリエチレンテレフタラ

ート)である。 
(4) 実験結果よりストローは水に浮く。

PE(ポリエチレン)，PVC(ポリ塩化ビニ

ル)，PS(ポリスチレン)，PET(ポリエチ

レンテレフタラート)の中で水に浮くの

はPEである。 



[問題](2学期期末) 
プラスチック製のコップ，ペットボト

ル，ふくろ，プラスチック製の消しゴム

を，下図のようにして，水に入れる実験

を行った。表はこの実験で使用したプラ

スチックの種類とその密度を示している。

後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
物質名 密度(g／cm3) 
ポリエチレン 0.92～0.97 
ポリ塩化ビニル 1.2～1.6 
ポリエチレンテ

レフタラート 
1.38～1.40 

 
(1) ①この実験で使用したプラスチック

製品のうち，密度がもっとも小さい

と考えられるのはどれか。②また，

その理由を答えよ。 
(2) この実験で使用した消しゴムの質量

と体積を調べたところ，質量は12g，
体積は8cm3であった。①この消しゴ

ムの密度と，②使用したプラスチッ

クの種類を答えよ。 



(3) この実験結果からわかることはどの

ようなことか。下のア～エから適切

なものを1つ選べ。 
ア プラスチックは，種類によって

性質がちがう。 
イ プラスチックは，どの種類でも

密度が同じである。 
ウ 沈んだ製品は，すべてポリ塩化

ビニルでできている。 
エ プラスチックの中には電気を通

すものがある。 
 
[解答](1)① ふくろ ② 4 つの中でふく

ろのみが水に浮いたから。 
(2)① 1.5g／cm3 ② ポリ塩化ビニル 
(3) ア 
 



【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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