
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [物質の状態変化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[状態変化] 
[問題](2学期期末改) 
氷(固体)を加熱するととけて水(液体)

になり，さらに加熱すると水蒸気(気体)
になる。また，食塩や鉄なども，熱して

高温にすると液体になり，さらに熱する

と気体に状態が変わる。このように，物

質が温度の変化によって固体，液体，気

体と状態を変えることを何というか。 
 
[解答]状態変化 
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[解説] 
 
 
 
 
氷(固体)を加熱するととけて水(液体)に
なり，さらに加熱すると水蒸気

すいじょうき

(気体)に
なる。逆に，温度を下げると，水蒸気(気
体)→水(液体)→氷(固体)と変化する。こ

のように，温度を変化させることで，物

質が，固体⇔液体⇔気体と姿を変えるこ

とを状態
じょうたい

変化
へ ん か

という。 
水以外の物質でも，加熱したり冷やした

りすることで，物質が，固体，液体，気

体と状態を変える。例えば，食塩や鉄(金
属)なども，熱して高温にすると液体にな

り，さらに熱すると気体に状態が変わる。



また，酸素や窒素など，身のまわりに気

体として存在する物質も，温度を下げて

いくと，気体→液体→固体と状態が変わ

る。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「状態変化」である。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 物質が固体，液体，気体と状態を変

えることを何というか。 
(2) (1)は何の変化によりもたらされるか。 
 
[解答](1) 状態変化 (2) 温度の変化 
 



[粒子の運動と状態変化] 
[問題](3学期改) 
右図の は物質を

つくる粒子を表して

いる。図の①は粒子が

たがいにつながった

状態で振動している

ようすを表している。

①の温度を上げると，

振動の激しさによっ

て粒子どうしのつな

がりが切れてしまい，

それぞれの粒子は図の②のように自由に

動き回るようになる。このとき，粒子間

の間隔は一般に大きくなる。さらに熱を

加えてやると，この粒子の運動がさらに

激しくなり，ある一定の温度に達すると，



図の③のように粒子は広い範囲を飛び回

り，粒子間の間隔は大きく開き，全体の

体積は非常に大きくなる。図の①～③は

それぞれ気体，液体，固体のどの状態か。 
 
[解答]① 固体 ② 液体 ③ 気体 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
温度を上げると固体→液体→気体と物

質の状態
じょうたい

変化
へ ん か

が起こる理由については，

次のように説明することができる。 
物質の温度は，粒子

りゅうし

の運動(振動
しんどう

を含む)
の激しさによって決まる。固体の状態の



ときは，物質をつくっている粒子はたが

いに引き合っているため，粒子はたがい

につながった状態で振動している。 
外部から熱を加えると，この振動がだん

だん激しくなり，ある一定の温度(融点
ゆうてん

)
になると，振動の激しさによってつなが

りが切れてしまい，それぞれの粒子は自

由に動き回るようになる。これが液体の

状態である。液体が自由に形を変えるこ

とができるのは，粒子が自由に位置を変

えることができるからである。このとき，

粒子間の間隔は一般に大きくなる(水は

例外的に小さくなる)。さらに熱を加えて

やると，この粒子の運動がさらに激しく

なり，ある一定の温度(沸点
ふってん

)に達すると，

粒子は広い範囲を飛び回るようになる。

このとき，粒子間の間隔は大きく開き，

全体の体積は非常に大きくなる。 



(水→水蒸気の場合，体積は約1700倍に

なる) 
逆に温度を下げていくと，気体→液体→
固体と状態が変化する。物質の状態変化

は粒子の運動のようすが変わるだけであ

って，粒子そのものの性質が変わったり，

粒子の数が変化したりすることはない。

質量は，粒子の質量の和なので，全体の

質量は変化しない。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「固体，液体，気体の状態を表している

図をそれぞれ次から選べ」という問題で

ある。 
 



[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 粒子が広い範囲を自由に飛び回り，

形が容器にしたがって容易に変わる

のは図の A～C のどれか。また，そ

の状態を何というか。 
(2) 粒子は集まっているが動き回ってお

り，形が容器にしたがって変わるの

は図の A～C のどれか。また，その

状態を何というか。 



(3) 粒子は規則正しく並び，容器に入れ

ても形が変わらないのは図の A～C
のどれか。また，その状態を何とい

うか。 
(4) 物質の状態が変化するとき，粒子の

数は変化するか。「変化する」「変化

しない」のいずれかで答えよ。 
 
[解答](1) C，気体 (2) A，液体 
(3) B，固体 (4) 変化しない 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，水をつくっている粒子の 3

つの集まり方を表している。各問いに答

えよ。 
 
 
 
(1) 粒子の A～C の集まり方は，それぞ

れ物質がどんな状態のときのようす

か。固体，液体，気体のどれかを書

け。 
(2) 粒子の集まり方が A～C の間で変化

するとき，次の①～③は変わるか。

変わらないか。「変わる」，「変わらな

い」のどちらかでそれぞれ答えよ。 
① 粒子と粒子の間の間隔 
② 粒子の運動 ③ 粒子の数 



[解答](1)A 固体 B 液体 C 気体 
(2)① 変わる ② 変わる 
③ 変わらない 
[解説] 
(2) 固体→液体→気体と状態変化すると

き，粒子の運動は激しくなる。また，一

般に粒子間の間隔は大きくなっていく。

また，粒子はなくなったり増えたりしな

いので，粒子の数は変わらない。 
 
 



[問題](3学期) 
物質をつくる粒子を○で表すとき，固

体，液体，気体の状態のようすを図示せ

よ。 
(ただし，固体と液体は○15 個で，気体

は○3個で表せ。) 
 
[解答]  
 
 
 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 物質をつくる粒子と粒子の距離が最

も大きいのは，固体，液体，気体の

どの状態のときか。 
(2) 物質が固体→液体→気体と変化する

と，粒子の運動はどうなるか。 
(3) 物質が固体→液体→気体と変化する

と，粒子の数はどうなるか。 
 
[解答](1) 気体 (2) 激しくなる。 
(3) 変わらない。 
 
 



[状態変化と加熱・冷却] 
[問題](2学期期末) 
次の図は，物質が温度によってその姿

を変えるようすを粒子のモデルで表した

ものである。これについて，各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 物質が温度によって姿を変えること

を何というか。 
(2) 図のX，Y，Zの状態はそれぞれ何か。 
(3) 加熱を表す矢印を，図のa～fからす

べて選び，記号で答えよ。 
 
[解答](1) 状態変化 (2)X 固体 Y 液体 
Z 気体 (3) b，d，f 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X は「位置を変えずに振動している」の

で固体，Y は「自由に動き回っている」

ので液体，Z は「粒がはげしく飛び回っ

ている」ので気体の状態である。 
粒子の運動の激しさは，固体＜液体＜気

体である。粒子の運動が激しいほど温度

は高いので，温度は，固体＜液体＜気体

となる。 
液体の温度は固体の温度より高いので，

固体から液体に状態変化させるには熱を

加えてやる必要がある。同様に，液体か

ら気体，固体から気体に状態変化させる

には熱を加えてやる必要がある。したが

って，図の f(固体X→液体Y)，d(液体Y
→気体Z)，b(固体X→気体Z)は加熱を表

している。 
 



逆に，気体→液体，液体→固体，気体→

固体に状態変化させるためには，冷却す

る必要がある。したがって，c，e，a は

冷却を表している。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「加熱

(冷却)を表す矢印を，図のa～fからすべ

て選べ」「矢印～は加熱か冷却か」である。

「図の X，Y，Z の状態は固体，液体，

気体のどれか」もときどき出題される。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図は，物質の状態変化のようすを

まとめたものである。加熱を表している

矢印を，ア～カからすべて選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]ア，エ，カ 
 
 



[問題](2学期期末) 
図は物質が温度によって状態変化する

ようすを表している。①～③に入る言葉

を書け。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 気体 ② 加熱 ③ 冷却 
 
 



[問題](3学期) 
 次の図は，加熱，冷却によって物質の

状態が変化するようすを模式的に表した

ものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の実線の矢印は，加熱と冷却のど

ちらを表しているか。 
(2) 図の A，B は，それぞれどのような

状態か。 
 
[解答](1) 冷却 (2)A 固体 B 液体 



[解説] 
(1) 温度を上げていくと，固体→液体→
気体と変化する。A，Bは一方が固体で他

方が液体である。液体→気体，固体→気

体のいずれの場合でも加熱
か ね つ

することによ

って状態
じょうたい

変化
へ ん か

がおこる。したがって点線

の矢印イとウは加熱を表している。よっ

て，実線の矢印は冷却
れいきゃく

を表している。 
(2) 点線の矢印オは加熱なので，A は固

体で，Bは液体である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ドライアイスは，ある物質のある状

態の名前である。その物質とは何か。 
(2) ドライアイスを空気中に放置してお

くとなくなるのは，図のア～カのど

の矢印で表される変化が起こったか

らか。 
(3) (2)のように，液体にはならずに，固

体→気体と状態が変化することを何

というか。 



[解答](1) 二酸化炭素 (2) ア (3) 昇華 
[解説] 
 
 
 
 
ドライアイスは二酸化炭素が固体の状態

になっているものであるが，空気中に置

いておくと白い煙
けむり

が発生する。液体には

ならず，固体→気体の状態変化が起こる。

逆に，二酸化炭素(気体)を冷却
れいきゃく

すると，

液体にはならず，ドライアイス(固体)に
なる。このように，液体にはならずに，

固体→気体，固体←気体となるような変

化を昇華
しょうか

という。冬に北海道などで見ら

れるダイヤモンドダストも，水蒸気(気
体)が，そのまま氷(固体)に状態変化した

ものである。 



※この単元でときどき出題されるのは

「ドライアイス(二酸化炭素)」「昇華」で

ある。 
 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のように，物質が，温度によって

固体，液体，気体と姿を変えること

を何というか。 



(2) 加熱によっておこる変化を，図のア

～カからすべて選べ。 
(3) 図の A，B は水が固体のときと気体

のときの呼び名である。A，B にあ

てはまることばを書け。 
(4) A，水，B のうち粒子がもっとも激

しく運動しているのはどれか。 
(5) オ，カのように，①液体にはならず

に固体←→気体と姿が変化すること

を何というか。②また，このような

変化をする物質名(固体)を 1 つ答え

よ。 
 
[解答](1) 状態変化 (2) ア，イ，オ 
(3)A 氷 B 水蒸気 (4) B (5)① 昇華 
② ドライアイス 
 



[問題](2学期期末) 
 次の図は，物質の状態変化のようすを

まとめたものである。次の①～③の状態

変化を表している矢印をア～カからそれ

ぞれ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
① ドライアイスを空気中に置いておく

と二酸化炭素になった。 
② 水を加熱して，水蒸気にした。 
③ かたまっていたロウを加熱すると，

とけた。 
[解答]① ア ② エ ③ カ 



【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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