
 1 

【】中学理科 2 年：原子             [ http://www.fdtext.com/dat/ ] 

[要点] 

・ 原子：物質を作っている最も小さい粒子
りゅうし

(1.それ以上分割できない，2.新しくできたり，

消滅したり，別の原子に変化したりしない，3.種類によって大きさや質量が決まって

いる) 
・ 原子

げ ん し

記号：H(水素)，O(酸素)，C(炭素)，Cl(塩素)，Cu(銅)，Mg(マグネシウム)，Ag(銀)，
Fe(鉄)，Zn(亜鉛

あ え ん

)，Na(ナトリウム)，S(硫黄
い お う

) 
・化学式

か が く し き

 ：H２(水素)，O２(酸素)，CO２(二酸化炭素)，H２O(水) 

      CuO(酸化
さ ん か

銅
どう

)，MgO(酸化マグネシウム)，Ag２O(酸化
さ ん か

銀
ぎん

) 
 

[要点確認] 

(ドルトンの原子説) 

19 世紀のイギリスの科学者(  )は, 
(1)原子はそれ以上分けることが(  ) 
(2)原子は新しくできたり,種類が変わったり,なくなったり(  ) 
(3)原子は種類によって質量や大きさが(  ) 
と考えた。現在,原子は約(  )種類発見されている。 
19 世紀のイギリスの科学者(ドルトン)は, 
(1)原子はそれ以上分けることが(できない) 
(2)原子は新しくできたり,種類が変わったり,なくなったり(しない) 
(3)原子は種類によって質量や大きさが(異なっている) 
と考えた。現在,原子は約(110)種類発見されている。 

(原子記号) 
原子は原子記号で表す。非金属では, 
水素(  ), 酸素(  ), 炭素(  ),硫黄(  ),  
塩素(  ), 窒素(  ) などがある。 
金属では, 
銅(  ), 銀(  ), 鉄(  ), マグネシウム(  ) 
ナトリウム(  ), カルシウム(  ) などがある。 
原子は原子記号で表す。非金属では, 
水素(H), 酸素(O), 炭素(C) 
硫黄(S), 塩素(Cl), 窒素(N) 
などがある。 
金属では, 
銅(Cu), 銀(Ag), 鉄(Fe), マグネシウム(Mg) 
ナトリウム(Na), カルシウム(Ca) などがある。 

http://www.fdtext.com/dat/
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(化学式) 
 アは,水素(  )2 個で 1 個の水素(  )をつくって

おり,化学式では(  )と表す。2は原子が(  )こと

を表す。イは(  )で(  )原子 2 個と(  )原子 1
個で分子ができており,化学式は(  )である。ウは

(  )で,化学式は(  )である。エとオは分子とい

う単位はないが,エの銀は(  ), オの塩化ナトリウ

ムは(  )と表す。 
アは,水素(原子)2 個で 1 個の水素(分子)をつくって

おり,化学式では(H2)と表す。2は原子が(2 個である)
ことを表す。イは(水)で(水素)原子 2 個と(酸素)原子

1 個で分子ができており,化学式は(H2O)である。ウ

は(二酸化炭素)で,化学式は(CO2)である。エとオは分

子という単位はないが,エの銀は(Ag),オの塩化ナト

リウムは(NaCl)と表す。 
 
[問題] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 物質を作っている最も小さい粒子
りゅうし

を何というか。  
(2) 原子は現在約何種類発見されているか。  

(3) 原子は化学変化でそれ以上分けることが (できる／できない)。  

(4) 原子は，種類によってその質量や大きさが (異なっている／変わらない)。  

(5) 原子は，化学変化で新しくできたり種類が変わったり，なくなったり (する／しな

い)。  

[解答](1) 原子
げ ん し

 (2) 110 種類 (3) できない (4) 異なっている (5) しない 
 

[問題] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 「どんな物質もそれ以上分割できない原子という粒
つぶ

からできている」という原子説

をとなえた 19 世紀のイギリスの科学者は誰か。  

(2) 最も質量の小さい原子は何原子か。 

(3) 原子 1 個の大きさは，およそ 1cm の(  )程度である。 (   )内にあてはまるもの

を，次から選べ。 

ア 1000 分の 1  イ 1 万分の 1  ウ 100 万分の 1  エ 1 億分の 1 
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[解答](1) ドルトン (2) 水素原子 (3) エ 

[問題] 

次の原子の記号を原子名で答えよ。  

(1) H    (2) O    (3) C   (4) Cl   (5) N   (6) S   (7) Cu  

(8) Mg   (9) Ag   (10) Fe  (11) Zn   (12) Na  (13) Au  (14) Ca 

[解答](1) 水素 (2) 酸素 (3) 炭素 (4) 塩素 (5) 窒素
ち っ そ

 (6) 硫黄
い お う

 (7) 銅 (8) マグ

ネシウム (9) 銀 (10) 鉄 (11) 亜鉛
あ え ん

 (12) ナトリウム (13) 金 (14) カルシウム 
 

[問題] 

次の原子記号をかけ。  

(1) 水素  (2) 酸素  (3) 炭素 (4) 塩素  (5) 窒素 (6) 硫黄 (7) 銅 

(8) マグネシウム (9) 銀  (10) 鉄  (11) 亜鉛 (12) ナトリウム  (13) 金 

(14) カルシウム  

[解答](1) H (2) O (3) C (4) Cl (5) N (6) S (7) Cu (8) Mg (9) Ag (10) Fe 

(11) Zn (12) Na (13) Au (14) Ca 

 

[問題] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) 多くの物質では，いくつかの原子が結びついた粒が単位となっている。このような

粒を何というか。  

(2) 1 種類の原子から成り立っている物質を( ① )といい,2 種類以上の原子からなり

たっている物質を( ② )という。  

[解答](1) 分子
ぶ ん し

 (2)① 単体
たんたい

 ② 化合物
か ご う ぶ つ

 
 

[問題] 

 次の各問いに答えよ。 

(1) アンモニアNH3は何種類の原子でできているか。  

(2) NH3のHの後の小さな「3」は何を表しているか。  

(3) 2NH3の N の前の「2」は何を意味しているか。  

(4) 2NH3の中には何個の水素原子があるか。  

[解答](1) 2 種類 (2) 水素原子が 3 個であること (3) アンモニア分子が 2 個であるこ

と (4) 6 個 



 4 

[問題] 

次の(ア)～(オ)のモデルについて，次の各問いに答えよ。 

 
(1) (ア)～(オ)の物質名と化学式をそれぞれ答えよ。 

(2) (ア)～(オ)はそれぞれ，単体か，それとも化合物か。 

(3) (ア)～(オ)の中から分子でできているものをすべて選び，記号で答えよ。 

[解答](1)(ア) 水素，H2  (イ) 水，H2O  (ウ) 二酸化炭素，CO2 (エ) 銀，Ag (オ) 塩

化ナトリウム，NaCl (2)(ア) 単体 (イ) 化合物 (ウ) 化合物 (エ) 単体 (オ) 化合

物 (3) (ア)，(イ)，(ウ) 

 

 

[問題] 

次の(1)～(16)の化学式で表された物質について，それぞれ，物質名・単体か化合物か・

分子をつくるか否かを答えよ。 

(1) H2  (2) O2  (3) N2  (4) Cl2  (5) CO2  (6) H2O  (7) NH3  (8) NaHCO3 

(9) CuO  (10) MgO  (11) Ag2O  (12) NaCl  (13) HCl  (14) FeS (15) Cu 

(16) Mg 

[解答](1) 水素，単体，分子をつくる (2) 酸素，単体，分子をつくる (3) 窒素
ち っ そ

，単体，

分子をつくる (4) 塩素
え ん そ

，単体，分子をつくる (5) 二酸化炭素，化合物，分子をつくる 

(6) 水，化合物，分子をつくる (7) アンモニア，化合物，分子をつくる (8) 炭酸水素

ナトリウム，化合物，分子をつくらない (9) 酸化銅，化合物，分子をつくらない (10) 

酸化マグネシウム，化合物，分子をつくらない (11) 酸化銀，化合物，分子をつくらな

い (12) 塩化ナトリウム(食塩)，化合物，分子をつくらない (13) 塩酸(塩化水素)，化

合物，分子をつくる (14) 硫化鉄
りゅうかてつ

，化合物，分子をつくらない (15) 銅，単体，分子を

つくらない (16) マグネシウム，単体，分子をつくらない 
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[問題] 

次の化学式をかけ。  

(1) 水素    (2) 酸素     (3) 窒素    (4) 塩素    (5) 二酸化炭素  

(6) 水     (7) アンモニア  (8) 炭酸水素ナトリウム     (9) 酸化銅  

(10) 酸化マグネシウム      (11) 酸化銀   (12) 塩化ナトリウム(食塩)  

(13) 塩酸(塩化水素)       (14) 硫化鉄  

[解答](1) H2 (2) O2 (3) N2 (4) Cl2 (5) CO2  (6) H2O (7) NH3 (8) NaHCO3 

(9) CuO (10) MgO (11) Ag2O (12) NaCl (13) HCl (14) FeS 
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[印刷／他の PDF ファイルについて] 
※ このファイルは，FdText 理科(6,600 円)の一部を PDF 形式に変換したサンプルで，

印刷はできないようになっています。製品版の FdText 理科は Word(または一太郎)の文

書ファイルで，印刷・編集を自由に行うことができます。 
※ 弊社は，FdText のほかに FdData 中間期末過去問(社会・理科・数学)(各 18,900

円)(Word 版・一太郎版)を販売しております。PDF 形式のサンプル(全内容)は， 

http://www.fdtext.com/dat/ に掲載しております。 

下図のような，[FdData 無料閲覧ソフト(RunFdData)]を，Windows のデスクトッ

プ上にインストールすれば， FdData 中間期末･FdData 入試の全 PDF ファイル(各
教科約 1500 ページ)を自由に閲覧できます。次のリンクを左クリックするとインス

トールが開始されます。 
RunFdData(Word 版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataWDs.exe 】 
RunFdData(一太郎版) 【 http://fddata.deci.jp/lnk/instRunFdDataTAs.exe 】 

※ダイアログが表示されたら，【実行】ボタンを左クリックしてください。インス

トール中，いくつかの警告が出ますが，[実行][許可する][次へ]等を選択します。 

 
【Fd 教材開発：URL http://www.fdtext.com/dat/ Tel (092) 404-2266】 
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