
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [状態変化と体積・質量・密度] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[状態変化と質量・体積] 
[問題](3学期) 
物質が状態変化をしても変化しないの

は，質量，体積のどちらか。 
 
[解答]質量 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
物質が固体→液体→気体と状態

じょうたい

変化
へ ん か

す

るとき，一般に粒子
りゅうし

の運動する範囲
は ん い

は広

がるので体積は増える。すなわち，固体

から液体に変化するとき体積は少し増え

る(水は例外で，固体→液体に変化すると

き体積は減少する)。液体→気体に変化す



るとき，粒子間の間隔
かんかく

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) 
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。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは，温度

変化によって「体積は変化」「質量は変化

しない」である。 
 
 



[問題](3学期) 
次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
すべての物質は熱せられたり冷やされ

たりすると，固体←→液体←→( ① )
とその姿を変える。このように，物質が

温度によって姿を変えることを( ② )
という。物質が(②)するとき，物質をつ

くる粒子の間隔が変わるので( ③ )は
変化するが，粒子の数そのものは変わら

ないので( ④ )は変化しない。 
 
[解答]① 気体 ② 状態変化 ③ 体積 
④ 質量 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図は，状態変化を粒子のモデルで

表したものである。後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A～Cにあてはまる状態を書け。 
(2) 状態変化したとき，物質が別の物質

に変化したり，なくなったりするこ

とはあるか。 



(3) 図から状態変化したとき，体積と質

量はそれぞれ変化するといえるか。

「変化する。」「変化しない。」のいず

れかで答えよ。 
(4) 質量について(3)のように考えた理由

を「粒子の数」という語句を使って

説明せよ。 
 
[解答](1)A 固体 B 液体 C 気体 
(2) ない。 (3)体積：変化する。 
質量：変化しない。 (4) 状態変化して

も粒子の数は変化しないから。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 物質が固体→液体に変化するとき，

体積は一般にどうなるか。 
(2) (1)の例外が1つある。その物質名を

書け。 
(3) 物質が状態変化をするとき，質量は

変化するか，変化しないか。 
 
[解答](1) 増える。 (2) 水 (3)変化しな

い。 
[解説] 
 
 
 
 
 



一般に，固体→液体→気体と状態変化す

ると物質の体積は増加する((固体の体積)
＜(液体の体積)＜(気体の体積))。これに

対し，水は例外で(固体の体積)＞(液体の

体積)である。水を凍らせると体積が増加

する(約1.1倍)。 
 
 



[実験：エタノール] 
[問題](3学期) 
物質の状態を調べるために，次の実験

を行った。これについて後の各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
・エタノールをポリエチレンの袋に入れ，

輪ゴムでポリエチレンの口をよくしぼ

って密封した。 
・袋に熱湯をかけると，図のようにポリ

エチレンの袋がふくらんだ。しばらく

すると袋がしぼんできた。 



(1) この実験のように，気体，液体，固

体と物質の状態が変わることを何と

いうか。 
(2) 熱湯をかけるとポリエチレンの袋が

ふくらんだ理由を説明せよ。 
 
[解答](1) 状態変化 (2) エタノールが

液体から気体に変化して体積が増えたた

め。 
[解説] 
 
 
 
 
エタノールの沸点

ふってん

は約 78℃なので通常

の温度では液体である。この実験で，ポ

リエチレンのふくろに熱い湯をかけると，



ふくろの中の温度が上昇して，エタノー

ルは液体から気体に状態
じょうたい

変化
へ ん か

する。液体

から気体に変化するとき体積は非常に大

きくなり，ふくろは大きくふくらむが，

質量は変化しない。次に，ふくろを冷や

してやると，エタノールは気体から液体

に戻り，体積はもとどおりに小さくなる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「状態

変化」「湯をかけるとエタノールが液体か

ら気体に変化して体積が増え，袋がふく

らむ」「質量は変化しない」である。 
 
 



[問題](3学期) 
次の図のように，エタノールを少量入

れたポリエチレンのふくろに熱い湯をか

けると，ふくろは大きくふくらんだ。各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 熱い湯をかける前のエタノールは，

次のどの姿であったか。 
[ 固体 液体 気体 ] 

(2) 熱い湯をかけるとエタノールは，(1)
の[  ]のどの姿になるか。 



(3) 熱い湯をふくろにかけることで，エ

タノールの体積と質量はそれぞれど

うなったか。 
(4) ふくらんだふくろは，冷えるとどう

なるか。 
(5) (4)では，エタノールは(1)の[  ]の

どの姿になるか。 
(6) この実験のような物質の変化を何と

いうか。 
 
[解答](1) 液体 (2) 気体 
(3)体積：増加した。 質量：変化なし。 
(4) しぼむ。 (5) 液体 (6) 状態変化 
 
 



[問題](3学期) 
ポリエチレンの袋に少量のエタノール

を入れて，湯をかけると，次の図のよう

に袋がふくらんだ。 
 
 
 
 
(1) このとき，エタノールは液体から何

に変化したか。 
(2) (1)となったエタノールの粒子のよう

すを，次のア～ウから1つ選べ。 
 
 
 
 
 



(3) エタノールが(1)の状態になったとき，

粒子と粒子の間隔はどうなるか。 
(4) 密閉されたポリエチレンぶくろ内の

エタノールが液体から気体に変化す

ると，質量と体積はそれぞれどうな

るか。 
 
[解答](1) 気体 (2) イ 
(3) 大きく広がる。 (4)質量：変化なし。 
体積：大きくなる。 
 
 



[状態変化と密度] 
[問題](1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。 
固体から液体に変化した場合，質量は

変化しないが，体積は変化する。ほとん

どの物質は，ロウと同じように固体から

液体になるとき，体積が①(大きく／小さ

く)なるので，密度は②(大きく／小さく)
なる。 
 
[解答]① 大きく ② 小さく 
[解説] 
 
 
 
 



ロウなど一般の物質は，固体の状態のと

きは，粒子がつながっているため粒子間

の距離は小さく，体積も小さい。液体の

状態のときは，粒子が自由に動き回るた

めに粒子間の距離はやや大きくなり，体

積もやや大きくなる。したがって，ロウ

など一般の物質では，(固体の体積)＜(液
体の体積) である。固体→液体に状態変

化しても質量は変化しない。(密度
み つ ど

)＝(質
量)÷(体積)なので， 
(ロウの固体の密度)＞(ロウの液体の密

度) である。 
固体のロウを液体のロウに入れると，固

体のロウは液体のロウよりも密度が大き

いので，固体のロウは沈む。 
これに対し，水は例外で， 
(固体の体積)＞(液体の体積)なので， 



(固体の密度)＜(液体の密度) である。 
氷(固体)を水(液体)の中に入れると，氷は

水よりも密度が小さいので，氷は水に浮

かぶ。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「(ロウ

の固体の密度)＞(ロウの液体の密度)」 
「(水の固体の密度)＜(水の液体の密度)」
である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ロウが液体から固体に状態変化する

とき，質量，体積，密度はどうなる

か。下の[  ]からそれぞれ選べ。 
(2) 水が液体から固体に状態変化すると

き，質量，体積，密度はどうなるか。

下の[  ]からそれぞれ選べ。 
[ 大きくなる 小さくなる 
 変わらない ] 
 
[解答](1)質量：変わらない 
体積：小さくなる 密度：大きくなる 
(2)質量：変わらない 体積：大きくなる 
密度：小さくなる 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ロウは固体から液体になるとき，そ

の密度はどうなるか。 
(2) 固体のロウは，液体のロウに浮くか，

それとも沈むか。 
 
[解答](1) 小さくなる。 (2) 沈む。 
[解説] 
(固体のロウの密度)＞(液体のロウの密

度)なので，固体のロウを液体のロウに入

れると，沈む。 
 
 



[問題](2学期期末) 
水を試験管にとり，冷やして氷にする

と，体積と密度はどうなるか。 
 
[解答]体積：大きくなる。 
密度：小さくなる。 
[解説] 
水は，ロウなど一般の物質とちがい，液

体→固体(氷)と状態変化するとき，体積

は大きくなる。質量は変わらないので，

(密度)＝(質量)÷(体積)より，密度は小さ

くなる。氷(固体)が水に浮くのはこのた

めである。 
 
 



[実験：ロウ・水] 
[問題](後期期末) 
 次の文章中の①には適語を入れ，②～

④の(  )内からはそれぞれ適語を選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 物質は温度により，固体，液体，気体

の3つの様子に変化する。この変化のこ

とを( ① )という。 
物質は(①)をすると，体積は変化 

②(する／しない)が，質量は変化 
③(する／しない)。 



図は加熱してとかしたロウが冷えて固ま

ったときの様子である。まん中の部分が

へこんでいることから，体積が④(増加／

減少)したことがわかる。 
 
[解答]① 状態変化 ② する 
③ しない ④ 減少 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



一般に，固体→液体→気体と状態変化す

ると物質の体積は増加する((固体の体積)
＜(液体の体積)＜(気体の体積))。例えば，

ロウの場合，(固体の体積)＜(液体の体積)
である。したがって液体のロウを冷やし

て固体にすると体積は小さくなり，図の

ようにまん中の部分がへこむ。 
これに対し，水は例外で(固体の体積)＞
(液体の体積)である。水を凍

こお

らせると体

積が増加し(約 1.1 倍)，図のように，ま

ん中の部分がもりあがる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「ろう

が液体から固体になったときの表面のよ

うす」である。「水が液体から固体になっ

たときの表面のようす」の出題頻度も高

い。 



[問題](3学期) 
 次の図のように，固体のロウをビーカ

ーに入れてあたためて液体にし，液面に

印をつけておき，ビーカーと液体のロウ

の質量をはかった。次に，これを冷やし

て固体のロウにし，質量をはかった。各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 液体のロウが固体のロウになったと

き， ①体積，②質量はどうなるか。 



(2) 水の場合，液体から固体になったと

き，①体積，②質量はどうなるか。 
(3) 水と，ロウ(加熱して液体にしたも

の)を冷やし，固体にしたときの，そ

れぞれの表面のようすを，次のア～

ウから1つずつ選べ。 
 
 
 
 
 
[解答](1)① 小さくなる。 
② 変化しない。 (2)① 大きくなる。 
② 変化しない。 (3)水：ア ロウ：ウ 
 



[問題](前期期末) 
20gのロウを加熱して液体にした。 

 
 
 
 
 
 
(1) ロウが液体になったときの質量は 

何gか。 
(2) 液体のロウが冷えて固体になったと

きの断面図を図2に記入せよ。 
(3) (2)よりロウが液体から固体に変化す

るとき，体積はどのようになるか。 
 



[解答](1) 20g 
(2)   
 
 
 
 
(3) 減少する。 
 
 



[問題](後期中間) 
固体のロウをビーカーに入れ，ゆっく

り加熱して液体にした。体積の目じるし

をつけ，質量をはかってから冷やしたら，

図のように中央部がくぼんで固体になっ

た。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 液体のロウが固体になるとき，図の

ように中央部がくぼむのはなぜか。

その理由を「体積」という語句を使

って簡単に答えよ。 



(2) 液体のロウが固体に変わると，質量

はどうなるか。 
(3) ロウが固体から液体，液体から固体

と変わったように，温度によって物

質の状態が変わることを何というか。 
(4) ロウのかわりに水をビーカーに入れ，

冷やして氷にしたとき，①質量， 
②体積，③密度はそれぞれどうなる

か。「大きくなる」「小さくなる」「変

化しない」のいずれかで答えよ。 
 
[解答](1) 液体から固体になるとき体積

が小さくなるから。 (2) 変化しない。 

(3) 状態変化 (4)① 変化しない 
② 大きくなる ③ 小さくなる 
 
 



[問題](2学期期末) 
A さんは，ロ

ウが状態変化す

るときの体積と

質量の変化につ

いて調べた。図1
のように，ビー

カーに入れた液体のロウの液面の高さに

印をつけ，液体のロウとビーカーを合わ

せた質量をはかった。この液体のロウを

冷やすとすべてのロウが固体になった。

この固体になったロウとビーカーを合わ

せた質量をはかった後に，ロウの表面の

ようすを観察した。 
 
 
 



(1) 図 2 のア～エのうち，下線部で，す

べてのロウが固体になったときのロ

ウの断面のようすを模式的に表して

いるものとして，最も適当なものを

1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 下線部で，ロウが液体から固体に状

態変化したとき，ロウの質量と体積

はどうなったか。それぞれ「大きく

なった」，「小さくなった」，「変わら

なかった」のいずれかの言葉を書け。 
(3) (2)のことからロウが液体から固体に

なったとき密度はどうなったといえ

るか。「大きくなった」，「小さくなっ

た」，「変わらなかった」のいずれか

の言葉を書け。 
(4) 固体のロウを液体のロウに入れると

どうなるか。 
(5) (4)の理由を「質量」「体積」「密度」

の語句を用いて答えよ。 
 



[解答](1) エ (2)質量：変わらなかった 
体積：小さくなった (3) 大きくなった 
(4) 沈む (5) 固体のロウは，液体の場合

と比べて質量は同じで体積は小さいので

密度が大きいから。 
 
 



[問題](2学期期末) 
ビーカーに水を入れ，水面に印を付け

た後，水をこおらせて体積のようすを観

察した。 
(1) 水がこおったときの表面のようすを

次のア～エから選べ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 水が液体から固体になると，体積は

どうなるか。 



(3) 水が液体から固体になると，質量は

どうなるか。 
(4) 氷を水の中に入れると浮くか，それ

とも沈むか。 
 
[解答](1) ア (2) 大きくなる。 
(3) 変化しない。 (4) 浮く。 
 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

