
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
[その他の気体] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[空気・窒素] 
[問題](2学期期末) 
 空気に含まれる気体の中で，体積の割

合で78％をしめる気体は何か。 
 
[解答]窒素 
[解説] 
空気を構成している気

体で，もっとも多いのは

窒素
ち っ そ

(体積の割合で約

78％)である。次いで多

いのが酸素
さ ん そ

(約 21％)である。残りの 1％
は二酸化炭素(0.04％)などである。 
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※この単元で出題頻度が高いのは「空気

に最も多く含まれているのは窒素(約
78％)」「2番目に多いのは酸素(約21％)」
である。 
 
 
[問題](2学期中間) 
次の図は乾燥した空気にふくまれる気

体の割合を示したものである。①，②の

気体名をそれぞれ書け。 
 
 
 
 
 
[解答]① 窒素 ② 酸素 
 



[問題](2学期期末) 
 窒素と酸素は，空気中に体積の割合で

それぞれ何％含まれているか。次の

[  ]からそれぞれ選べ。 
[ 21％ 78％ 0.9％ 0.04％ ] 
 
[解答]窒素：78％ 酸素：21％ 
 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 空気の成分のうち，最も割合が多い

気体は何か。 
(2) 空気の成分のうち，(1)の次に割合が

多い気体は何か。 
(3) 空気に含まれる二酸化炭素の割合は

およそ何％か。 
(4) 空気のようないくつかの物質が混ざ

り合ってできた物質を何というか。 
 
[解答](1) 窒素 (2) 酸素 (3) 0.04％ 

(4) 混合物 
 
 



[塩素・塩化水素・硫化水素・メタン] 
[問題](2学期期末) 
  次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
塩素は刺激臭のある( ① )色の気体

である。塩素が水道水やプールの水の消

毒のために用いられる理由は( ② )作
用があるからである。また，服について

しまったインクに塩素を加えるとインク

の色が消えるのは，塩素に( ③ )作用

があるからである。 
 
[解答]① 黄緑 ② 殺菌 ③ 漂白 



[解説] 
気体   特  徴 
塩素 殺菌

さっきん

・漂白
ひょうはく

効果
こ う か

がある。黄

緑色で，プールの消毒剤
しょうどくざい

の

ような刺激臭
しげきしゅう

。 
塩化
え ん か

水素
す い そ

 
水に非常にとけやすい。水

にとけると塩酸(酸性)。無色

で刺激臭。 
硫化
りゅうか

水素
す い そ

 
火山ガスの成分の 1 つで

有毒
ゆうどく

。温泉のような特有の

におい(腐卵臭
ふらんしゅう

)。 
メ タ

ン 
天然ガスの主成分である。

都市ガスに使用される。

無色
むしょく

・無臭
むしゅう

。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「塩素：黄緑色，殺菌・漂白作用」であ

る。 



[問題](2学期期末) 
次は，塩化水素について述べた文章で

ある。①～③に適語を入れよ。 
塩化水素は，無色で( ① )臭があり，

水によくとけて強い( ② )性を示す。

塩化水素の水溶液を( ③ )という。 
 
[解答]① 刺激 ② 酸 ③ 塩酸 
 
[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 天然ガスの主成分で，都市ガスなど

に使用される無色・無臭の気体は何

か。 
(2) 有毒な気体で，火山ガスの成分の 1

つであり，温泉のような特有のにお

いをもつ気体は何か。 
[解答](1) メタン (2) 硫化水素 



[問題](2学期中間) 
 次の①～⑤の気体を下の[  ]からそ

れぞれ選べ。 
① 天然ガスの主成分である気体。 
② 火山ガスの成分の1つで，温泉のよ

うな特有のにおいがある気体。 
③ 色はないが刺激臭をもち，水にとけ

ると水溶液は酸性を示す気体。 
④ 黄緑色であり，水道水の消毒などに

利用されている気体。 
⑤ 食品が変質するのを防ぐために，ポ

テトチップスなどの袋に詰められて

いる気体。 
[ 酸素 塩素 窒素 硫化水素 
 塩化水素 メタン ] 
 
[解答]① メタン ② 硫化水素 ③ 塩
化水素 ④ 塩素 ⑤ 窒素 



[問題](後期期末) 
次の表は，4種類の気体(塩化水素，メ

タン，硫化水素，塩素)の特徴をまとめた

ものである。これについて，後の各問い

に答えよ。 
 

気体   特  徴 
 A 天然ガス(都市ガス)の主成分

である。 
 B 火山ガスの成分の 1 つであ

る。 
 C 殺菌・漂白効果がある。 
 D 水溶液は(  )で，酸性を示

す。 
(1) においのない気体をA～D より 1 つ

選び，記号で答えよ。 
(2) 色をもつ気体をA～Dより1つ選び，

①記号で答えよ。②また，色も答え

よ。 



(3) 表のDの気体の水溶液を何というか。

(  )に当てはまる語句を答えよ。 
(4) Bの気体は何か。 
 
[解答](1) A (2)① C ② 黄緑色 
(3) 塩酸 (4) 硫化水素 
[解説] 
A はメタン，B は硫化水素 C は塩素，

Dは塩化水素である。 
この4つの気体のうちでにおいがないの

はAのメタンのみである。Bの硫化水素，

Cの塩素，Dの塩化水素はにおいがある。

色があるのは C の塩素(黄緑色)のみで，

残りは無色である。Dの塩化水素が水に

とけると塩酸になり，強い酸性を示す。 
 



[混ぜると危険な洗浄剤と漂白剤] 
[問題](前期中間) 
次の文中の①～

③にあてはまる語

を答えよ。 
漂白剤や洗浄剤

には「まぜるな危

険」と表示されて

いるものがある。「( ① )系」と書かれ

た漂白剤にふくまれる次亜塩素酸ナトリ

ウムという物質と，「( ② )タイプ」と

書かれた洗浄剤にふくまれる塩酸を混ぜ

合わせると，有毒な気体である( ③ )
が発生するからである。 
 
[解答]① 塩素 ② 酸性 ③ 塩素 
 



[解説] 
 
 
 
身のまわりにある洗浄剤

せんじょうざい

や漂白剤
ひょうはくざい

には，

混ぜ合わせると有毒
ゆうどく

な気体が発生するも

のがある。酸性タイプと書かれた洗浄剤

(塩酸が含まれている)や，塩素系と書か

れた漂白剤(次
じ

亜塩素
あ え ん そ

酸
さん

ナトリウムが含

まれている)の容器には，「まぜるな危険」

と表示されているものがある。これらの

洗浄剤と漂白剤を混ぜ合わせると，塩素

という有毒な気体が発生する。 
 
 



[問題](3学期) 
家庭でよく使う洗浄剤や漂白剤のなか

には「混ぜるな危険」と大きく書かれた

ものがある。この理由について説明した

次の文中の①～③にあてはまる語句を書

け。 
( ① )性タイプの洗浄剤にふくまれ

ている( ② )と，( ③ )系の漂白剤に

ふくまれている次亜塩素酸ナトリウムと

いう物質を混ぜると，有毒な気体である

(③)が発生してたいへん危険である。 
 
[解答]① 酸 ② 塩酸 ③ 塩素 
 



【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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