
【FdData中間期末：中学理科1年化学】 
 [融点と沸点の実験] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[融点と沸点] 
[問題](2学期期末) 
物質が沸騰する温度を何というか。 

 
[解答]沸点 
[解説] 
 
 
 
物質が固体から液体に変化するときの温

度を融点
ゆうてん

という。 
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例えば，ビーカーに入れた氷を加熱して

いくとき，融点である 0℃になったとき

氷はとけ始め，とけ終わるまで温度は

0℃のままである。さらに加熱を続ける

と水の温度が上昇していく。温度が

100℃になったとき，沸騰
ふっとう

が始まり，液

体の水が気体の水蒸気
すいじょうき

に変わっていく。

液体が沸騰して気体に変化するときの温

度が沸点
ふってん

である。液体は沸点以下の場合

でも，表面から気体に変わる蒸発
じょうはつ

が起こ

るが，沸騰は液体が表面からだけでなく

その内部からも気体に変化する。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「沸点」「融点」である。 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 液体が沸騰して気体に変化するとき

の温度を何というか。 
(2) 固体がとけて液体に変化するときの

温度を何というか。 
 
[解答](1) 沸点 (2) 融点 
 
[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 液体が表面から気体に変わることを

何というか。 
(2) 液体が表面からだけでなくその内部

からも気体に変化する現象を何とい

うか。 
 
[解答](1) 蒸発 (2) 沸騰 



[水の融点・沸点の実験] 
[問題](後期中間) 
次のグラフは，20g の氷を加熱したと

きの温度変化を示したものである。各問

いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) a の温度は何℃か。また，その温度

を何というか。 
(2) b の温度は何℃か。また，その温度

を何というか。 



(3) 次の①～④のとき，物質はどのよう

な状態か。次の[  ]からそれぞれ選

べ。 
① AB間 
② BC間 
③ CD間 
④ DE間 
[ すべて固体 すべて液体 
 すべて気体 固体と液体 
液体と気体 ] 

 
[解答](1) 0℃，融点 (2) 100℃，沸点  
(3)① すべて固体 ② 固体と液体 
③ すべて液体 ④ 液体と気体 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図のA～Bの間は固体(氷)の状態である。

加熱
か ね つ

していくことで固体(氷)の温度が上

昇していく。 
B～Cの間は加熱しても温度が一定であ

るが，これは，B点で氷がとけ始め，加

えた熱のエネルギーが，固体→液体に状



態変化するために使われるためである。

このときの温度を融点
ゆうてん

という。水の融点

(図のa)は 0℃である。B～C間は，氷(固
体)と水(液体)が混ざった状態である。 
C 点になったとき，すべての氷がとけて

しまう。CD の間は液体の状態であり，

加えた熱のエネルギーは水(液体)の温度

上昇に使われる。 
D～Eの間は加熱しても温度が一定にな

っているが，これは水(液体)がDで沸騰
ふっとう

し

始め，加えた熱のエネルギーが，液体→

気体に状態変化するために使われるため

である。このときの温度を沸点
ふってん

という。

水の沸点(図のb)は 100℃である。D～E
間は，水(液体)と水蒸気(気体)が混ざった

状態である。 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「グラ

フのa点は融点で0℃」「グラフのb点は

沸点で100℃」「グラフのBC間は固体と

液体」「グラフのCD間は液体」である。 
 
 
[問題](2学期期末) 
次のグラフは氷を加熱したときの時間

と温度の変化を表したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) グラフのa～dは，次のどれにあたる

か。それぞれ記号で答えよ。 
ア 水がすべて水蒸気になる。 
イ 氷がすべて水になる。 
ウ 沸騰が始まる。 
エ 氷がとけ始める。 

(2) Aの温度を何というか。 
(3) 加熱する前の氷の量を 2 倍にしたと

き，次の問いに答えよ。ただし，加

熱は同じように行うものとする。 
① Aの温度はどうなるか。 
② a から b の間の時間はどのよう

になるか。 
 
[解答](1)a エ b イ c ウ d ア 
(2) 沸点 (3)① 同じ(変わらない)。 
② 2倍になる。 



[解説] 
(3) 加熱する前の氷の量を 2 倍にした場

合も融点(0℃)や沸点(100℃)は同じであ

る。ただ，氷がとけ始める時間(図の a)，
とけ終わる時間(図のb)，沸騰を始める時

間(図の c)はすべて2倍になる。したがっ

て，aからbの間の時間は2倍になる。 
 



[問題](3学期) 
次のグラフは固体のある物質10gをビ

ーカーに入れて加熱していったときの温

度変化を表している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) この物質は何か。 
(2) 図の0℃の温度を何というか。 
(3) 図の100℃の温度を何というか。 



(4) 加熱を始めてから 8 分後，ビーカー

内はどのような状態か。次の[  ]
から1つ選べ。 
[ すべて固体 すべて液体 
 すべて気体 固体と液体 
 液体と気体 ] 

(5) 沸騰が始まったのは何分後か。 
(6) 他の条件はそのままで，この物質を

30g にして実験をした場合，沸騰が

始まるのは何分後か。 
 
[解答](1) 水 (2) 融点 (3) 沸点 
(4) 固体と液体 (5) 15分後 
(6) 45分後 
 



[解説] 
(1)(2)(3) グラフでは水平なところが 0℃
と100℃の2か所であるので，0℃が融点

ゆうてん

で 100℃が沸点
ふってん

であることがわかる。し

たがって，この物質は水である。 
(4)(5) グラフより，加熱を始めて 5 分後

に氷がとけ始め，10分後にすべての氷が

とけて終わったことがわかる。したがっ

て，その間にある 8 分後は，固体(氷)と
液体(水)が混ざった状態であることがわ

かる。沸騰が始まったのは沸点(100℃)
に達した15分後である。 
(6) 質量を 3 倍の30g にすると，沸騰し

始める時間も3倍の45分になる。 
 
 



[エタノールの沸点の実験] 
[問題](2学期期末) 
 エタノールの沸点を調べる実験を行っ

た。これについて，次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) エタノールは(  )がつきやすいの

で，直接加熱せず，お湯の入ったビ

ーカーに入れて加熱する。(  )に適

語を入れよ。 



(2) エタノールのはいった試験管に入れ

るAの粒は何か。 
(3) Aの粒は何のために入れるか。 
 
[解答](1) 火 (2) 沸騰石 
(3) 急な沸騰をさけるため。 
[解説] 
 
 
 
 
 
エタノールは火がつきやすいので，エタ

ノールの入った試験管を直接加熱すると

引火
い ん か

するおそれがある。図のように，お

湯の入ったビーカーに試験管を入れて加

熱する。また，試験管にはエタノールと



ともに，急な沸騰
ふっとう

をさけるために沸騰
ふっとう

石
せき

を入れる。なお，温度計の目盛は 10 分

の1まで読みとる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「急な

沸騰を防ぐために沸騰石を入れる」「エタ

ノールは引火しやすいので直接加熱しな

い」である。 
 
 



[問題](3学期) 
 次の図のように，水を沸騰させてから

熱するのをやめ，その中に，エタノール

とXの入った試験管を入れて，エタノー

ルの温度を 1 分ごとに測る実験をした。

その結果はグラフのようになった。これ

について，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) グラフが平らになっているときの温

度を何というか。 
(2) エタノールの(1)は約何℃か。次の

[  ]から1つ選べ。 
[ 58℃ 68℃ 78℃ 88℃ 100℃ ] 



(3) 2分後，6分後のエタノールはどのよ

うな状態か。次の[  ]からそれぞれ

選べ。 
[ すべて液体 すべて気体 
 気体と液体 液体と固体 ] 

(4) この場合よりもエタノールの量を多

くして同じ実験をすると，平らな部

分の温度はどうなるか。 
(5) 図中のXは急な沸騰をさけるために

入れるものである。Xは何か。 
(6) エタノールを直接，ガスバーナーな

どで加熱しないのはなぜか。「引火」

という語句を使って理由を簡潔に説

明せよ。 
(7) 温度計は目盛の何分の 1 まで読むか。 
 
 



[解答](1) 沸点 (2) 78℃ 
(3)2分後：すべて液体 
6分後：気体と液体 (4) 同じ。 
(5) 沸騰石 (6) 直接加熱すると引火す

るおそれがあるから。 (7) 10分の1 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1)(2) この問題で，グラフが平らになっ

ているときの温度は沸点
ふってん

である。エタノ

ールは，温度が沸点の 78℃に達すると

沸騰
ふっとう

が始まるが，純粋
じゅんすい

な物質では，沸騰

している間，液体の温度は一定である。

これは，加えられた熱がすべて液体→気

体の状態
じょうたい

変化
へ ん か

のために使われるからで

ある。 
(3) グラフより0～3.5分の間は液体，沸

騰が始まった後の4分以降は液体と気体

の状態である。 
(4) ある物質の沸点は，加熱の仕方や質

量に関係なく一定である。 
※この単元で出題頻度が高いのは「グラ

フからエタノールの沸点を求めよ」であ

る。「～分後はどのような状態か」もよく

出題される。 



[問題](3学期) 
右の図は，

エタノール

を試験管に

入れ，水の中

に入れて加

熱するよう

すと，加熱時

間と温度のグラフである。各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 



(1) エタノールの沸点は何℃といえるか。

次の[  ]から1つ選べ。 
[ 58℃ 68℃ 78℃ 88℃ 100℃ ] 

(2) グラフの点Aのエタノールは，(  )
である。(  )にあてはまる語句を次

の[  ]から1つ選べ。 
[ すべて液体 すべて気体 
 気体と液体が混ざった状態 
 液体と固体が混ざった状態 ] 

(3) 沸騰し始めたのは加熱してからおよ

そ何分後か。 
(4) エタノールの質量を 2 倍にして同じ

実験を行うと①沸点はどうなるか。

②また，沸騰するまでの時間はどう

なるか。 



(5) エタノールを直接，ガスバーナーな

どで加熱しないのはなぜか。理由を

簡潔に説明せよ。 
(6) 試験管の中に沸騰石を入れるのはな

ぜか。理由を簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) 78℃ (2) 気体と液体が混ざっ

た状態 (3) およそ3分後 
(4)① 変わらない。 ② 2倍になる。 
(5) 直接加熱すると引火するおそれがあ

るから。 (6) 急な沸騰をさけるため。 
 
 



[ナフタレン・パルミチン酸の融点の実

験] 
[問題](2学期期末) 
次のグラフは，ナフタレンを加熱した

ときの温度変化を表している。各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ナフタレンがとけ始めたときの温度

はおよそ何℃か。次の[  ]から選べ。 
[ 40℃ 60℃ 50℃ 
 80℃ 100℃ ] 



(2) (1)の温度をナフタレンの何というか。 
(3) AB，BC，CD 間ではそれぞれどん

な状態か。次の[  ]からそれぞれ選

べ。 
[ 気体 固体 液体 液体と気体 
 液体と固体 ] 

 
[解答](1) 80℃ (2) 融点 (3)AB：固体 
BC：液体と固体 CD：液体 
[解説] 
ナフタレンは室温では固体である。固体

のナフタレンを加熱していくと温度が上

昇していくが，やがて融点に達してとけ

始める。固体が液体に変わる間は，加え

られた熱エネルギーは，固体→液体の状

態変化のために使われるので温度は上昇

しない。したがって，グラフのBC間が



固体→液体の状態変化が起こっていると

考えられ，B～Cの温度約80℃がナフタ

レンの融点であると判断できる。また，

B 点がとけ始め，C 点がとけ終わりの点

なので，AB間は固体，BC間は液体と固

体，CD 間は液体の状態であると判断で

きる。 
 
 



[問題](3学期) 
次の図は，ナフタレンを加熱したとき

の時間と温度との関係を表したものであ

る。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) この物質がとけ始めたのは，加熱を

始めてから約何分後か。 



(2) AとCの各点では，この物質はそれ

ぞれ次のX，Y，Zのどの状態になっ

ているか。 
 
 
 
 
(3) B 点のとき，この物質はどのような

状態になっているか説明せよ。 
(4) この物質の融点は約何℃か。 
 
[解答](1) 7分後 (2)A：Z C：Y 
(3) 固体と液体が混ざった状態 
(4) 約80℃ 
 
 



[問題](2学期期末) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



固体の状態のパルミチン酸を図1のよ

うな装置で加熱し，そのときの温度変化

を測定したところ図2のグラフがえられ

た。次の各問いに答えよ。 
 
(1) 図 1 で，試験管を二重にした理由を

書け。 
(2) パルミチン酸がとけ始めたのは，加

熱を始めてから何分後か。 
(3) 図 2 のグラフからパルミチン酸が，

固体から液体になる温度は何度とい

えるか。下より適当なものを 1 つ選

べ。 
[ 0℃ 48℃ 63℃ 70℃ 100℃ ] 

(4) 固体から液体になる温度を何という

か。 



(5) 図2のグラフの5分後，20分後のと

きのパルミチン酸の状態はどうなっ

ているか。下の[  ]より適当なもの

を1つずつ選べ。 
[ 固体 液体 気体 固体と液体 
 液体と気体 固体と気体 ] 

(6) パルミチン酸の量を 3 倍にして，同

じ実験を行った。 
① グラフの平らな部分の温度はど 

のようになるか。次の[  ]から 
1つ選べ。 
[ 高くなる 低くなる 
 変わらない ] 

  ② パルミチン酸がとけ始めるのは 
加熱を始めてから何分後か。 

 
 



[解答](1) 温度をゆっくり上昇させるた

め。 (2) 9分後 (3) 63℃ (4) 融点 
(5) 5分後：固体 20分後：固体と液体 
(6)① 変わらない ② 27分後 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 温度の伝わりがよすぎると，あっと

いう間に温度が上昇し，とけ始めからと

け終わりまでの時間も短くなり，観察が

しにくい。試験管を二重にすることによ



って伝わる熱の量を小さくし観察しやす

くしている。 
(2) AB間は固体で，加えられた熱は固体

の温度上昇に使われる。B～D は温度が

上昇していないが，これは加えられた熱

が，すべて固体→液体の状態変化のため

に使われるからである。B(9分)がとけ始

めで，Dがとけ終わりである。 
(3)(4) B～Dの間，温度は一定であるが，

これを融点
ゆうてん

という。この物質では，グラ

フより融点はおよそ63℃である。 
(5) 5分後(A点)では固体である。20分後

(C 点)では固体と液体が混ざった状態で

ある。 
(6) パルミチン酸の量を 3 倍にしても融

点は変わらないが，加熱後とけ始める時

間，とけ終わる時間は3倍になる。 



[グラフのかきかた] 
[問題](2学期期末) 
次の文章の①～③にあてはまる語句を

書け。 
グラフを書くとき，すべての測定点の

なるべく近くを通るようななめらかな

( ① )または( ② )を引く。このよう

にするのは，測定値には( ③ )がふく

まれているからである。 
 
[解答]① 曲線 ② 直線 ③ 誤差 
[解説] 
グラフを書くときの手順は次の通りであ

る。 
① 実験で「変化させた量」を横軸

よこじく

に，

「変化した量」の測定値
そ く て い ち

を縦軸
たてじく

にと

って，見出
み だ

しと単位
た ん い

を書く。 



② 測定値の最大の値を考えて，グラフ

が正方形に近い形になるように，そ

れぞれの軸に等
とう

間隔
かんかく

に目盛
め も

りを入れ

る。 
③ 縦軸・横軸の目盛りに合うように，

測定値を●や×で正確に記入する。 
④ 測定値には誤差

ご さ

があることを考慮
こうりょ

し

たうえで，曲線のような変化なのか，

直線のような変化なのか，変化のよ

うすを大まかに判断する。 
⑤ すべての測定点のなるべく近くをと

おるように，なめらかな曲線または

直線を引く。そのとき，目安
め や す

として，

線の上下に同じ数の測定点がくるよ

うにすると引きやすい。 
 
 



[問題](2学期期末) 
グラフを書くときの手順について，次

の文の①～⑧にあてはまる語句を，下の

[  ]の中からそれぞれ選べ。 
・実験で「変化させた量」を( ① )に，

「変化した量」の測定値を( ② )に
とって，見出しと( ③ )を書く。 

・測定値の( ④ )の値を考えて，グラ

フが正方形に近い形になるように，そ

れぞれの軸に( ⑤ )に目盛りを入れ

る。 
・縦軸・横軸の目盛りに合うように，測

定値を●や×で正確に記入する。 
・測定値には( ⑥ )があることを考慮

したうえで，曲線のような変化なのか，

直線のような変化なのか，変化のよう

すを大まかに判断する。 



・すべての測定点のなるべく近くをとお

るように，( ⑦ )な曲線または

( ⑧ )を引く。そのとき，目安とし

て，線の上下に同じ数の測定点がくる

ようにすると引きやすい。 
[ 曲線 直線 縦軸 横軸 変化 平行 
等間隔 長さ 単位 中間 最大 
誤差 正確 なめらか ] 

 
[解答]① 横軸 ② 縦軸 ③ 単位 
④ 最大 ⑤ 等間隔 ⑥ 誤差 
⑦ なめらか ⑧ 直線 
 



【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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