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【】中学理科 2 年：化学変化と質量の割合      [ http://www.fdtext.com/dat/ ] 

[要点] 

銅の酸化
さ ん か

 

・おだやかに反応。酸化
さ ん か

銅
どう

(黒色)ができる。 
・銅＋酸素→酸化銅，2Cu＋O２→2CuO 

・質量が増加(銅：酸素：酸化銅＝4：1：5) 

・ステンレスの皿を使用(酸化されにくい) 

・かき混ぜながらうすく広げ十分に加熱す

る(銅を空気中の酸素とよく反応させるた

め) 

 銅の粉末
ふんまつ

を使う(空気と触れる面積を増やす) 
 
[要点確認] 
(銅の酸化) 
 銅を加熱すると酸素と結びついて(  )色の(  )

ができる。化学反応式で表すと,(    )となる。

酸素と結びついた分だけ質量が(  )。酸素とふれ

あう面積を大きくして反応しやすくするために,銅
の(  )を使い,薬さじでかき混ぜながら(   )，
十分に加熱する。 
銅を加熱すると酸素と結びついて(黒)色の(酸化銅)
ができる。化学反応式で表すと,(2Cu＋O2→2CuO) 
となる。酸素と結びついた分だけ質量が(増える)。
酸素とふれあう面積を大きくして反応しやすくする

ために,銅の(粉末)を使い,薬さじでかき混ぜながら

(うすく広げ)，十分に加熱する。 
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(グラフの読み取り) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グラフは，粉末銅の質量とそれ

を十分に加熱したときにでき

る酸化銅の質量との関係を表

している。 

グラフから銅が 0.8g のときにできる酸化銅は

(  )g であることがわかる。このとき銅と化合した

酸素は (    )g である。よって,銅 ：酸素 ：酸

化銅＝0.8：0.2：1.0＝(    )の質量比で反応す

ることが分かる。例えば銅が 12g のとき,反応する酸

素は (  )g で,できた酸化銅は(  )g となる。 
グラフから銅が 0.8g のときにできる酸化銅は(1.0)g
であることがわかる。このとき銅と化合した酸素は 
(1.0－0.8＝0.2)g である。よって,銅 ：酸素 ：酸化

銅＝0.8：0.2：1.0＝(4：1：5) の質量比で反応する

ことが分かる。例えば銅が 12g のとき,反応する酸素

は (12÷4＝3)g で,できた酸化銅は(12＋3＝15)g と

なる。 
 

 

[問題] 

 銅の粉末をステンレスの上で加熱した。次の各問いに答えよ。 

(1) 銅は何という物質に変化するか。物質名と化学式を答えよ。 

(2) (1)の物質の色は何色か。 

(3) ①(1)の物質の質量は，加熱前の銅とくらべて大きくなるか，

小さくなるか。②また，その理由を説明せよ。 

(4) 銅を加熱したときの化学反応式を化学式を使ってかけ。 

[解答](1) 酸化銅，CuO (2) 黒色 (3)① 大きくなる。 ② 結びついた酸素の分だけ

質量が大きくなるから。 (4) 2Cu＋O2→2CuO 
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[問題] 

 銅の粉末をステンレスの上で加熱した。次の各問いに答えよ。 

(1) 鉄の皿でなく，ステンレスの皿を使うのはなぜか。  

(2) 薬さじでかき混ぜながらうすく広げじゅうぶんに加熱し

なければならないが，それはなぜか。 

(3) 銅のかたまりでなく，粉末を使うのはなぜか。 

(4) ガスバーナーで粉末銅を加熱し，冷えてから質量をはかることをくりかえした。な

ぜ加熱を繰り返したのか。 

(5) 銅の粉末を熱したときのようすを正しく説明しているのは，次のどれか。 

ア 明るい光は出さず，白っぽい物質に変化した。 

イ 明るい光は出さず，黒っぽい物質に変化した。 

ウ 明るい光を出して，白っぽい物質に変化した。 

エ 明るい光を出して，黒っぽい物質に変化した。 

(6) 酸素原子を○，銅原子を●としたとき，化学変化をモデルで表すとどうなるか。  

[解答](1) ステンレスは酸化されにくいので。 (2) 銅を空気中の酸素とよく反応させる

ため。 (3) 空気と触れる面積を増やして反応をしやすくするため。 (4) 完全に酸素

と化合したか確認するため。 (5) イ (6) ● ●＋○○→●○ ●○ 

 

[問題] 

右のグラフは，粉末状の銅の質量とそれを十

分に加熱したときにできる酸化銅の質量との

関係を表している。次の各問いに答えよ。 

(1) 銅の質量とできた酸化銅の質量はどのような関係

にあるか。 

(2) (銅)：(銅と化合する酸素) の比を求めよ。 

(3) 銅 16ｇから何ｇの酸化銅ができるか。 

(4) 銅 8ｇと結びつく酸素は何グラムか。 

(5) 酸素 0.5g に対して，銅粉何 g が結びつくか。 

(6) 銅粉 3.0g を短時間加熱した後質量をはかると，全体の質量が 3.4g になっていた。

このとき，酸素と反応せずに残った銅粉は何 g か。 

[解答](1) 比例の関係 (2) 4：1 (3) 20ｇ (4) 2ｇ (5) 2.0g (6) 1.4g 
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[問題] 

グラフは，マグネシウムを熱して，完全に酸化マ

グネシウムに変化させたときのマグネシウムの質量

と化合した酸素の質量との関係を表したものである。 

(1) マグネシウムを熱したときの変化のようすを，

次から選べ。 

ア 激しく発熱し，黒い物質になる 

イ 強い光を出し，黒い物質になる 

ウ 強い光を出し，白い物質になる 

エ 激しく発熱し，すべて気体になる 

(2) マグネシウム 1.8g を完全に反応させたとき生じる酸化マグネシウムは何 g か。 

(3) この実験の反応を化学反応式で表せ。 

(4) マグネシウム原子 12 個と化合する酸素分子は何個か。 

[解答](1) ウ (2) 3.0g (3) 2Mg＋O2→2MgO (4) 6 個 
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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。 
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