
【FdData中間期末：中学理科2年化学】 
[水素などを使った還元] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[水素を使った還元] 
[問題](1学期期末) 
図1のように，加熱した酸化銅を水素

の中に入れる実験を行った。この実験で

起こった化学変化を図2に表した。次の

各問いに答えよ。 
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(1) この化学変化で，銅ができるのは，

水素にどのような性質があるからか。

「銅」「結び」という語句を用いて答

えよ。 
(2) 図 2 の①と②の化学変化は同時に起

こる。①，②はそれぞれ何という化

学変化か。 
(3) 図 2 の化学変化を化学反応式で書け。 
 
[解答](1) 水素は銅よりも酸素と結びつ

きやすい性質があるから。 (2)① 還元 

② 酸化 (3) CuO＋H2→Cu＋H2O 



[解説] 
 
 
 
 
 
水素も酸素と結びつく力が強い。図のよ

うに，酸化銅を加熱しながら水素を送り

こむと，水素(H2)は酸化銅(CuO)から酸

素をうばって，水(H2O)になる。反応が

進むにつれて，試験管内の黒色の酸化銅

は還元されて，しだいに赤色の銅に変化

し，うばわれた酸素の分だけ質量は小さ

くなる。水素は酸化されて水になるが，

これは水滴として試験管の口の部分に付

着する。 
 



このときの反応を言葉で表すと，酸化銅

＋水素→銅＋水 である。化学式で表す

と，CuO＋H2 →Cu＋H2O である。 
 
 
[問題](2学期中間) 
右の図のよう

に，加熱した酸

化銅を水素の中

に入れる実験を

行った。次の各

問いに答えよ。 
(1) 酸化銅は水素によって還元されるが，

このとき水素には何という化学変化

が起こっているか。 
(2) このとき起こった化学変化を化学反

応式で表せ。 



(3) 酸化銅を還元するとき，炭素や水素

が使われる。これは，炭素や水素の

どのような性質を利用したものか。

簡単に書け。 
 
[解答](1) 酸化 
(2) CuO＋H2→Cu＋H2O (3) 銅よりも

酸素と結びつきやすい性質。 
 



[問題](2学期期末) 
図のような装置で酸化銅を加熱しなが

ら，水素をガラス管内に送った。しばら

くすると，酸化銅がある物質に変化した。

また，ガラス管内に水滴がついているこ

とが確認された。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 水素を送り，しばらくすると酸化銅

の色が変化した。酸化銅は何色から

何色に変化したか。正しいものの記

号を選べ。 
ア 黒色から赤色 
イ 赤色から黒色 



ウ 黒色から銀色 
エ 銀色から黒色 
オ 銀色から灰色 
カ 灰色から銀色 

(2) 加熱前の酸化銅と，酸化銅の色がよ

く変化してからの質量を正確に測定

した。色が変化してからの質量は加

熱前と比較してどのようなことがい

えるか。正しいものの記号を選べ。 
ア 加熱前の方が質量が大きい 
イ 加熱前の方が質量が小さい 
ウ 質量に変化はみられない。 

(3) この酸化銅がある物質に変化する化

学変化を何というか。 
(4) この化学変化を化学反応式で表せ。 
[解答](1) ア (2) ア (3) 還元 
(4) CuO＋H2→Cu＋H2O 



[有機物を使った還元] 
[問題](補充問題) 
酸化銅 0.5g と細かくしたロウ 0.5g を

よく混ぜ合わせ，小型の試験管Aに入れ

た。これを大型の試験管Bに入れ，図の

ように熱した。すると，試験管Bの口も

とには①液体がつき，ガラス管からは②

気体が出た。また，試験管Aには赤色の

物質が残った。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 下線部①は，(ア 無色のフェノール

フタレイン溶液を赤色 イ .緑色

の BTB 溶液を青色 ウ 青色の塩

化コバルト紙を桃色 エ .赤色リ

トマス紙を青色)に変化させたこと

から，水であることがわかった。 
(2) 出てきた気体②のうち，石灰水を白

くにごらせた物質の物質名を書け。 
(3) 実験の結果から考えて，この実験で

使ったロウをつくっている原子の種

類を原子の記号で2つ書け。ただし，

このロウは酸素をふくまないものと

する。 
(長野県) 
 
[解答](1) ウ (2) 二酸化炭素 (3) C，H 
 



[解説] 
有機物を構成する原子は炭素(C)，水素

(H)などである。酸化
さ ん か

銅
どう

と有機物であるロ

ウを混ぜたものを加熱すると，ロウの中

の炭素(C)が酸化銅(CuO)から酸素を奪

い取って二酸化炭素(CO2)になる。問題

の実験で石灰
せっかい

水
すい

が白くにごるのは二酸化

炭素が発生したためである。また，ロウ

の中の水素(H)は酸化銅(CuO)から酸素

を奪い取って水(H2O)になる。問題の実

験で発生した水は，加熱部付近では水蒸

気(気体)であるが，試験管Bの口元までく

ると冷やされて水滴(液体)になって，試

験管に付着する。この液体が水であるこ

とを確認するためには塩化コバルト紙を

使う。青色の塩化
え ん か

コバルト紙は水に触れ

ると桃色(赤色)になる。 



ロウの中の炭素と水素によって酸素をう

ばわれた酸化銅は還元
かんげん

されて銅になる。 
 
 



[マグネシウムを二酸化炭素の中で燃や

す] 
[問題](1学期期末) 
次の図のように，空気中で火のついた

マグネシウムリボンを，二酸化炭素で充

満させた集気びんの中に入れた。この実

験について，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 集気びんの中に入れた火のついたマ

グネシウムリボンの反応として，も

っともあてはまるものを次から 1 つ

選び，記号で答えよ。 
ア 火がすぐ消える。  
イ 静かに燃え続ける。 
ウ 激しく燃える。 

(2) (1)の反応が終わった後，集気びんの

中を観察すると，①白い物質と，②

黒い物質が残っていた。これはそれ

ぞれ何という物質か。物質名で答え

よ。 
(3) この実験で起きた反応を化学反応式

で書け。 
(4) この実験をするときに，安全のため

に気をつけなければいけないことは

何か。 



[解答](1) ウ (2)① 酸化マグネシウム 
② 炭素 (3) 2Mg＋CO2→2MgO＋C 
(4) 強い光が出るので，見続けないよう

にする。 
 
[問題](補充問題) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



図1のように，酸化銅の粉末と炭素の

粉末の混合物を加熱したところ，加熱し

た試験管の中に，銅ができた。また，ガ

ラス管の先から出てきた気体によって，

石灰水が白くにごった。図 2 のように，

二酸化炭素を満たした集気びんの中で，

マグネシウムリボンを燃焼させたところ，

酸化マグネシウムと炭素ができた。以上

の実験結果から，炭素，マグネシウム，

銅を酸素と結びつきやすい順に，原子の

記号で左から並べるとどのようになるか。

次のア～カの中から1つ選べ。 
ア C，Mg，Cu   イ Mg，Cu，C 
ウ Cu，C，Mg   エ C，Cu，Mg 
オ Mg，C，Cu   カ Cu，Mg，C 
(福島県) 
 



[解答]オ 
[解説] 
図1の実験では，炭素(C)が酸化銅(CuO)
の酸素原子(O)をうばって二酸化炭素

(CO2)になり，酸化銅は酸素をうばわれ

(還元され)て，銅(Cu)になる。このこと

から，酸素と結びつく力は，炭素(C)が銅

(Cu)よりも強いことがわかる。図2の実

験では，マグネシウム(Mg)が二酸化炭素

(CO2)の酸素(O)をうばって，酸化マグネ

シウム(MgO)になり，二酸化炭素は酸素

をうばわれて炭素(C)になる。このことか

ら，酸素と結ぶつく力は，マグネシウム

(Mg)が炭素(C)よりも強いことがわかる。

したがって，酸素と結びつく力の強い順

に並べると，マグネシウム(Mg)，炭素(C)，
銅(Cu)となることがわかる。 



[鉄鉱石(酸化鉄)の還元] 
[問題](2学期中間) 
次の①～③に適当な語を入れよ。 
自然界の金属は酸化物として存在する

ことが多いので，金属として利用する場

合には( ① )する必要がある。たとえ

ば，鉄鉱石の主な成分は( ② )なので，

製鉄所では，鉄鉱石を( ③ )とともに

溶鉱炉の中に入れ，熱風を吹き込んで鉄

をつくり出す。 
 
[解答]① 還元 ② 酸化鉄 ③ コーク

ス 
[解説] 
鉄の原料になる鉄

てっ

鉱石
こうせき

は，鉄と酸素が化

合してできた酸化
さ ん か

鉄
てつ

である。鉄鉱石から

鉄を得るには，これを還元
かんげん

して酸素を取



り除かなければならない。このときに使

われる還元剤
かんげんざい

は，コークスである。コー

クスは，石炭を蒸
む

し焼きにして得られる

もので，その主成分は炭素である。 
製鉄所では，鉄鉱石をコークスとともに

溶鉱炉
よ う こ う ろ

の中に入れ，熱風を吹き込んで， 
(酸化鉄：鉄鉱石)＋(炭素：コークス)→(鉄)
＋(二酸化炭素) 
の反応を起こさせて，鉄を得ている。 
 
[問題](2学期中間) 
鉄鉱石のおもな成分は酸化鉄である。

鉄鉱石から鉄を手に入れる方法を答えよ。 
 
[解答]コークスとともに加熱して還元の

反応を起こす。 
 



【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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