
【FdData中間期末：中学理科2年化学】 
[鉄の酸化] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[酸化と燃焼] 
[問題](3学期) 
物質が酸素と化合することを酸化とい

う。酸化の中でも，物質が熱や光を出し

ながら激しく酸化されて酸化物になるこ

とを特に何というか。 
 
[解答]燃焼 
[解説] 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/fdata_r2k9_new.pdf
http://www.fdtext.com/dat/fdata_r2k9_new.pdf


物質が酸素と化合することを酸化
さ ん か

という。

酸化によってできた物質を酸化物
さんかぶつ

という。

物質が，熱や光を出しながら激しく酸化

されることを燃焼
ねんしょう

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「燃焼」である。「酸化」「酸化物」も出

題頻度が高い。 
 
 
[問題](後期期末改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
物質が酸素と化合することを( ① )

といい，(①)によってできた物質を

( ② )という。物質が，熱や光を出し

ながら激しく(①)されることを( ③ )
という。 



[解答]① 酸化 ② 酸化物 ③ 燃焼 
 
 
[スチールウールの燃焼] 
[問題](後期期末) 
 スチールウールのような細い線にした

鉄は，空気とふれる面積が大きいため，

火をつけると，空気中の酸素と結びつい

て熱や光を出しながら燃える。スチール

ウールは燃えると，何という物質になる

か。 
 
[解答]酸化鉄 
[解説] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
鉄板やくぎのような鉄のかたまりは，火

をつけても燃えないが，スチールウール

のような細い線にした鉄(Fe)は，空気と

ふれる面積が大きいため，火をつけると

燃える。空気中の酸素と結びついて(酸化
さ ん か

されて)，熱や光を出しながら燃えて酸化
さ ん か

鉄
てつ

という黒色の酸化物になる。すなわち，

鉄＋酸素→酸化鉄 という化学変化が起

きる。 



火のついたスチールウールをアルミニウ

ムはくにのせ，ガラス管を使って息をふ

くという操作
そうさ

を行うが，これは，酸素を

送り込んで，中までよく燃えるようにす

るためである。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「酸化鉄」である。「鉄＋酸素→酸化鉄」

もよく出題される。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) スチールウールは，何という金属で

できているか。①その物質の名前と，

②原子の種類を表す記号を書け。 
(2) スチールウールが燃えてできる物質

は何か。物質名で答えよ。 
(3) (2)の物質は何色をしているか。 
 
[解答](1)① 鉄 ② Fe (2) 酸化鉄 
(3) 黒色 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) スチールウール(鉄)が燃えるときの

変化を，物質名を使った式で表せ。 
(2) (1)のように，物質が酸素と結びつく

化学変化を何というか。 
(3) (2)の化学変化によってできた物質を

何というか。 
(4) (2)の化学変化の中でも，スチールウ

ールや木などが燃えるときのように，

熱や光を出しながら激しく反応する

ことを特に何というか。 
(5) スチールウー

ルを加熱して

いる途中で，

右図のように，

ガラス管を使



って火のついたスチールウールに息

をふくという操作を行った。なぜこ

のような操作を行うか。 
(6) スチールウールを燃やしたときに二

酸化炭素は出ない。それはなぜか。 
 
[解答](1) 鉄＋酸素→酸化鉄 (2) 酸化 

(3) 酸化物 (4) 燃焼 (5) 酸素を送り

込んで，中までよく燃えるようにするた

め。 (6) スチールウールは炭素をふく

んでいないため。 
 



[燃やす前と燃やした後の質量の比較] 
[問題](1学期期末) 
次の図のように，電子てんびんでスチ

ールウール(鉄)の質量をはかってから，

空気中でよく燃やした。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) スチールウールを燃やした後の質量

は，燃やす前に比べてどうなったか。 
(2) (1)のようになったのは鉄が空気中の

( X )と化合したためである。Xに

最も適切な語句を入れよ。 



[解答](1) 大きくなった。 (2) 酸素 
[解説] 
 
 
 
 
 
スチールウール(鉄)を加熱すると，空気

中の酸素と結びついて酸化
さ ん か

鉄
てつ

ができる

(鉄＋酸素→酸化鉄)。加熱後にできる酸

化鉄は，結びついた酸素の分だけもとの

スチールウール(鉄)よりも質量が大きく

なる。 
これに対し，木を燃やした場合は，質量

は小さくなる。木は炭素原子や水素原子

などからできている。木を燃焼させると， 
 



炭素は酸素と化合して二酸化炭素になり，

水素は酸素と化合して水(水蒸気)になる。

二酸化炭素や水は空気中に出ていき，残

るのは少量の灰なので，質量は小さくな

る。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「鉄が酸素と化合したため」，結びついた

酸素の分だけ「質量が大きくなる」であ

る。 
 
 



[問題](前期期末) 
同じ質量になるようにスチールウール

を2つに分けた。スチールウールの一方

を加熱してから上皿てんびんにのせたら，

次の図のようになった。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図で，加熱後の物体はア，イのどち

らか。記号で答えよ。 
(2) (1)のようになった理由を「化合」と

いう語句を使って書け。 
 



[解答](1) イ (2) 鉄が酸素と化合した

ため，結びついた酸素の分だけ質量が大

きくなったから。 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図1のように，てんびんにAとBの

スチールウールをつり合わせた後，

B のスチールウールに火をつけて燃

やした。この後，てんびんはどうな

るか，次のア～エから1つ選べ。 
ア A の側が上に上がり，B の側が

下に下がる。 
イ A の側が下に下がり，B の側が

上に上がる。 
ウ つり合ったままになる。 
エ A とB が交互に上がったり，下

がったりする。 
(2) (1)のようになるのはなぜか。理由を

説明せよ。 



(3) 図2のように，てんびんにCとDの

木片をつり合わせた後，D の木片に

火をつけて燃やした。このあと，て

んびんはどうなるか，次のア～エか

ら1つ選べ。 
ア C の側が上に上がり，D の側が

下に下がる。 
イ C の側が下に下がり，D の側が

上に上がる。 
ウ つり合ったままになる。 
エ C とD が交互に上がったり，下

がったりする。 
 
[解答](1) ア (2) 鉄が酸素と化合した

ため，結びついた酸素の分だけ質量が大

きくなるから。 (3) イ 
 



[解説] 
(3) 木を燃焼させると，炭素は酸素と化

合して二酸化炭素になり，水素は酸素と

化合して水(水蒸気)になる。二酸化炭素

や水は空気中に出ていき，残るのは少量

の灰なので，質量は小さくなる。 
 
 



[酸素が使われたことを確認する実験] 
[問題](1学期期末) 
次の図のように，スチールウールに火

をつけた後，酸素を入れた集気びんをか

ぶせた。バットには水が入れてある。集

気びんの中の水面はどのように変化する

か。次の[  ]から1つ選べ。 
[ 上昇する 下降する 変化なし ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]上昇する 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図のように，火のついたスチールウール

に酸素で満たした集
しゅう

気
き

びんをかぶせる

と，スチールウールはさらに激しく熱や

光を出しながら燃える(酸素の量が多い

から)。 
 



集気びんの中で，「鉄＋酸素→酸化鉄」の

反応が進むにつれて，酸素の量が減少し，

その体積が減少する。気体の体積が減少

すると，集気びんの中の水面が上昇する。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「水面が上昇する」と「その理由」であ

る。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
図のような装置をつくり，スチールウ

ールに火をつけた後，酸素を十分に入れ

た集気びんをかぶせた。バットには水が

入れてある。スチールウールは激しく燃

え，かぶせた集気びんの中の水面が

( ① )した。これは集気びんの中の

( ② )がスチールウールと結びついて

使われ，気体の体積が( ③ )したから

である。 



[解答]① 上昇 ② 酸素 ③ 減少 
 
[問題](3学期) 
次の図のような装置をつくり，スチー

ルウールに火をつけた後，酸素を十分に

入れた集気びんをかぶせた。バットには

水が入れてある。スチールウールは激し

く燃え，かぶせた集気びんの中の水面が

上昇した。水面が上昇した理由を「集気

びん」「酸素」「体積」という語句を使っ

て説明せよ。 
 
 
 
 
 
 



[解答]集気びんの中の酸素がスチールウ

ールと結びついて使われ，気体の体積が

減少したから。 
 
 
[問題](1学期期末) 
 次の図のように，スチールウールに火

をつけた後，酸素を十分に入れた集気び

んをかぶせた。バットには水が入れてあ

る。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) スチールウールの燃え方は空気中に

比べ，どうなったか。 



(2) この実験を行うと，集気びんの中の

水面はどのようになったか。 
(3) (2)の理由を答えよ。 
(4) 燃やした後，スチールウールは何と

いう物質に変化したか。 
 
[解答](1) 激しくなった。 (2) 上昇した。 

(3) 集気びんの中の酸素がスチールウー

ルと結びついて使われ，気体の体積が減

少したから。 (4) 酸化鉄 
 
 



[性質の違い：電流・うすい塩酸] 
[問題](2学期期末) 
 右の図のように，ス

チールウールをガス

バーナーで加熱した。

次の各問いに答えよ。 
(1) 加熱後にできた物

質は，電流が流れやすいか，流れに

くいか。 
(2) 加熱後にできた物質を塩酸に入れる

と気体は発生するか。 
 
[解答](1) 流れにくい (2) 発生しない 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
加熱後にできる酸化

さ ん か

鉄
てつ

は鉄(スチールウ

ール)とは別の物質で，次のように鉄の性

質はもたない。 
・うすい塩酸

えんさん

に鉄のような金属を入れる

と水素が発生する。しかし，酸化鉄を

塩酸に入れても反応はなく，気体は発

生しない。 
・鉄は金属なので電流が流れやすい。し

かし，酸化鉄の場合，電流は流れにく

い。 



・鉄は磁石につくが，酸化鉄はつかない。 
・スチールウールとちがい，スチールウ

ールを燃やしてできる酸化鉄を手でも

むとぼろぼろにくずれる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは，「酸化

鉄は電流が流れにくい」「うすい塩酸を加

えたとき，酸化鉄は気体が発生しない」

である。「手でもむとぼろぼろになる」「磁

石につかない」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](1学期中間) 
スチールウールを空気中で十分加熱し

た。加熱後の物質にはどのような性質が

あるか。もっとも適切なものを次からす

べて選び，記号で答えよ。 
ア 電流が流れやすい。 
イ 電流が流れにくい。 
ウ うすい塩酸に入れると気体が発生す

る。  
エ うすい塩酸に入れても反応はない。 
オ さわるとぼろぼろにくずれる。 
カ さわると弾力がある。  
 
[解答]イ，エ，オ 
 



[問題](2学期期末) 
右の図のように，

スチールウールを空

気中で燃焼させて，

性質の変化について

調べた。次の各問い

に答えよ。 
(1) 燃焼前のスチールウールに電流は流

れるか。 
(2) スチールウールは燃焼させると何と

いう物質に変化するか。 
(3) (2)の物質は，電流が流れやすいか，

流れにくいか。 
(4) 燃焼前のスチールウールをうすい塩

酸に入れると気体が発生する。何と

いう気体か。 
 



(5) 燃焼させてできた(2)の物質をうすい

塩酸に入れたとき，気体が発生する

か，発生しないか。 
(6) 燃焼させてできた(2)の物質を手でも

むとどうなるか。 
 
[解答](1) 流れる (2) 酸化鉄 (3) 流れ

にくい (4) 水素 (5) 発生しない 
(6) ぼろぼろになる 
 



[問題](1学期期末) 
スチールウ

ールをかたく

まるめて質量

をはかった。次

に，右の図のよ

うにスチール

ウールに火を

つけ，息をふきかけて，よく燃やした。

その後，冷えてからふたたび質量をはか

った。燃える前の物質をA，燃えた後の

物質をB とする。次の各問いに答えよ。 
(1) B の質量は，A の質量と比べてどう

なったか。 
(2) A は電流が流れやすかった。B の場

合はどうだったか。 
 



(3) AとBを，それぞれうすい塩酸の中

に入れたところ，A は反応したが，

B は反応しなかった。A はどのよう

な反応を示したか。 
(4) Bを手でもむとどうなったか。 
(5) Bは何色か。 
(6) 磁石を近づけるとBは引きつけられ

るか。 
(7) この実験結果より，反応前のAと反

応後のBは同じ物質といえるか。 
 
[解答](1) 大きくなった (2) 流れにく

かった (3) 水素が発生した (4) ぼろ

ぼろにくずれた (5) 黒色 (6) 引きつ

けられない (7) いえない 
 
 



[問題](3学期) 
スチールウールが燃える前後で物質の

性質が変化していることを確かめる方法

を2つ答えよ。 
 
 
[解答]電流が流れるか調べる。うすい塩

酸に入れたときの反応を調べる。 
 



【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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