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[要点]
(1) マグネシウムの酸化
さ ん か

・物質が酸素と化合する反応を酸化という。熱や光を出しながら
はげしく進む酸化を燃焼という。
・激しく熱と光を出し，酸化マグネシウム(白色の酸化物)ができる。
・マグネシウム＋酸素→酸化マグネシウム，2Mg＋O2→2MgO
・マグネシウム(燃焼前)と酸化マグネシウム(燃焼後)は別の物質
塩酸を加えるとマグネシウムは水素が発生。酸化マグネシ
ウムは変化なし。質量は，結びついた酸素の分だけ重くなる。
(2) 鉄の酸化
・鉄＋酸素→酸化鉄 (さびは酸化鉄の一種)
・右の実験で，鉄と結びついた分の酸素が減少し，水位が上が
る。かいろの質量は結びついた酸素の分だけ増加する。
(3) 有機物の酸化
しゅう き

・ 集 気びんの中で石油(エタノール,ろう,砂糖)を燃やす実験
石油＋酸素 → 二酸化炭素＋水
二酸化炭素：石油の中の炭素と空気中の酸素が結合。
せ っかい す い

石灰水に通すと，石灰水が白くにごる。

水

：石油の中の水素と空気中の酸素が結合。
え ん か

びんの内側がくもる。塩化コバルト紙が赤色に変わる。
(4)水素の燃焼：水素＋酸素→水，2H２＋O２→2H２O，体積比は(水素)：(酸素)＝2：1
[要点確認]
(マグネシウムの酸化)
マグネシウムリボンを加熱すると, 強い光を出して
(
) し ,(
)色の(
)ができる。反応式は
(
) 。酸化マグネシウムはマグネシウムとは別
の物質で,塩酸を加えても変化は(
)(マグネシウムと
塩酸は反応して(
)を発生させる)。質量は結びつい
た酸素の分だけ(
)くなる。この反応は(
)で MgO
は酸化物である。
マグネシウムリボンを加熱すると,強い光を出して(燃
焼)し,(白色)の(酸化マグネシウム)MgO ができる。反応
式は (2Mg＋O2→2MgO) 。酸化マグネシウムはマグネ
シウムとは別の物質で,塩酸を加えても変化は(ない)(マ
グネシウムと塩酸は反応して(水素)を発生させる)。質
量は結びついた酸素の分だけ(大きくなる)。この反応は
(酸化)で MgO は酸化物である。
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(スチールウールの酸化)

スチールウールを燃焼させると,(
)という反応
が起こる。酸化鉄は結びついた酸素の分だけ鉄より
(
)。また,鉄とはまったく別の物質になっている。
すなわち,色は(
)色でもむとぼろぼろにくずれ
る。また,金属ではないので電気を(
),塩酸の中に
入れても反応は(
)。
スチールウールを燃焼させると,(鉄＋酸素→酸化鉄)
という反応が起こる。酸化鉄は結びついた酸素の分
だけ鉄より(重い)。また,鉄とはまったく別の物質に
なっている。すなわち,色は(黒)色でもむとぼろぼろ
にくずれる。また,金属ではないので電気を(通さず),
塩酸の中に入れても反応は(起こらない)。

(有機物の酸化)

エタノール,ろう,石油,砂糖などの(
)物は炭素と
水素を含んでいる。これを燃焼させると,炭素は
(
)と化合して(
)ができる。これは(
)水を
白くにごらせることで確認できる。また,水素は
(
)と化合して水ができる。びんの内側のくもり
は水滴である。水であることは(
)紙を(
)色に
変えることで確認できる。
エタノール,ろう,石油,砂糖などの(有機物)は炭素と
集気びんの中でエタノールを 水素を含んでいる。これを燃焼させると,炭素は(酸
燃焼させたところ,びんの内側 素)と化合して(二酸化炭素)ができる。これは(石灰
が白くくもった。また,石灰水を 水)を白くにごらせることで確認できる。また,水素
入れてふると石灰水が変化す は(酸素)と化合して水ができる。びんの内側のくも
る。
りは水滴である。水であることは(塩化コバルト紙)
を(赤色)に変えることで確認できる。

(水素の酸化)

うすい塩酸にマグネシウムを入れると(
)が発生
する。これに火を近づけると(
)。その反応式
は,(
)である。水ができたことは(
)を(
)
色に変化させることで確認できる。このように 2 種
類以上の物質が結びついて別の物質ができる化学変
化を(
)という。
うすい塩酸にマグネシウムを入れると(水素)が発生
する。これに火を近づけると(ポンという音を出して
うすい塩酸にマグネシウムを 燃える)。その反応式は,(2H2+O2→2H2O)である。水
入れて発生させた気体を試験 ができたことは(塩化コバルト紙)を(赤)色に変化させ
管に集めて点火した。
ることで確認できる。このように 2 種類以上の物質
が結びついて別の物質ができる化学変化を(化合)と
いう。
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[問題]
右の図は,マグネシウムリボンをガスバーナーで燃やしたよう
すを表している。次の各問いに答えよ。
(1) マグネシウムはどのような燃え方をするか。
(2) この実験の化学変化を化学反応式で表せ。
(3) 何という物質ができるか。
(4) できた物質の色は何色か。
(5) 燃やす前の物質と燃やした後の物質がそれぞれ塩酸とどの
ように反応するか，答えよ。
(6) 物質が酸素と化合することを何というか。また，これによって生じる化合物を何と
いうか。
(7) (6)の変化のうち,マグネシウムのように激しく熱や光を出す化学変化を何というか。
[解答](1) まぶしいほど強い光を出して燃える。
(4) 白色

ネシウム

酸化，酸化物

(2) 2Mg＋O2→2MgO

(5)燃焼前：塩酸と反応して水素を発生

(3) 酸化マグ
さ ん か

燃焼後：反応しない

(6)

(7) 燃焼

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) スチールウールを燃焼させると何という物質ができるか。また,その物質の色は何色
か。
(2) スチールウールを燃焼させたときの化学変化をことばを使って
書け。
(3) 燃焼後にできた物質の質量はもとのスチールウールとくらべて
どうなるか。
(4) (3)の理由を説明せよ。
(5) 燃焼前の物質(鉄)に塩酸を加えるとどうなるか。
(6) 燃焼後の物質に塩酸を加えるとどうなるか。
(7) 加熱後のスチールウールを手でもむとどうなるか。
(8) ①燃焼前の物質(鉄)は電気を通すか。②また, 燃焼 後の物質は電気を通すか。
ねんしょう

[解答](1) 酸化鉄，黒色
さんかてつ

(2) 鉄＋酸素→酸化鉄

(3) 大きくなる。

(4) 結びついた酸

素の分だけ質量が増えるから。 (5) 水素が発生する。 (6) 変化しない。 (7) ぼろぼ
ろにくずれ粉になる。

(8)① 通す

② 通さない
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[問題]
鉄のくぎを，長期間空気中に放置しておいたら，くぎの表面が赤かっ色に変化してい
た。
(1) 表面の赤かっ色の部分は，鉄が空気中の何という物質と結びついてできたものか。
(2) 表面の赤かっ色の部分は，鉄が何という物質に変化したものか。
(3) 表面の赤かっ色の部分を，いっぱんに何というか。
[解答](1) 酸素

(2) 酸化鉄
さ ん か てつ

(3) さび

[問題]
エタノールなどの有機物を燃やすと二酸化炭素と水ができる。次の各問いに答えよ。
(1) 燃焼によって二酸化炭素ができたのは，エタノールの中の(
(

②

①

)が空気中の

)と結びついたためである。

(2) 二酸化炭素が発生したことを確かめる方法を説明せよ。
(3) 燃焼によって水ができたのは，エタノールの中の(

①

)が空気中の(

②

)と結び

ついたためである。
(4) ①水ができたことを確かめるためには何という試薬を使うか。②また，水が存在す
し や く

るときそれは何色から何色に変化するか。
[解答](1)① 炭素
② 酸素

② 酸素

(2) 石灰水 を加えると石灰水が白くにごる。

(4)① 塩化コバルト紙
え ん か

せ っかい す い

(3)① 水素

② 青色から赤色に変化する。

[問題]
図 1 のように，かわいた集気びんの中でエタノー
ルを燃焼させた。燃焼後，集気びんの内側についた
液体に，①塩化コバルト紙をつけると赤色になった。
さらに，図 2 のように，集気びんに石灰水を入れて
ふると，②石灰水は白くにごった。次の各問いに答
えよ。
(1) 上の文章の下線部①，下線部②より，燃焼によってできた物質は何とわかるか。そ
れぞれ物質名と化学式をかけ。
(2) (1)の結果から，エタノールにふくまれている原子が 2 つわかる。その原子の名前と
原子記号をかけ。
(3) エタノールなど，(2)の原子をふくむ化合物を何というか。
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(4) 次は，この実験でおこる反応式を表している。A～C の物質名を書け。
エタノール

＋

[A]

→

[B]

＋

[C](気体)

(5) 同じように，集気びんの中でスチールウールを燃焼させた。
①

びんの内側に水滴がつくか。

②

石灰水を加えると，石灰水はどうなるか。

[解答](1)① 水，H2O
B 水

素

② 二酸化炭素，CO2 (2) 水素 H，炭素 C (3) 有機物

C 二酸化炭素

(5)① つかない。

(4)A 酸

② 変化しない。

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) うすい塩酸にマグネシウムを入れたときに発生する気
体は何か。
(2) (1)で発生した気体に火をつけるとどのような反応が
おこるか。
(3) 点火したあと,B の口の部分にできた液体は何か。
(4) B の口の部分にできた液体を調べるために,C の試験紙
をこの液体につけた。①C は何か。②また,何色に変化
するか。
(5) このときの反応式を，ことばを使って表せ。
(6) 2 種類以上の物質が結びついて別の物質ができる変化を何というか。
[解答](1) 水素
色

(2) ポンと音を出して燃える。 (3) 水

(5) 水素＋酸素→水

(4)① 塩化コバルト紙

(6) 化合
か ご う

[問題]
次の各問いに答えよ。
(1) 水素と酸素の混合気体を燃焼させると何ができるか。
(2) 反応する水素と酸素の体積比は何対何か。
(3) 水素 10L を燃焼させるためには何 L の酸素が必要か。
(4) 酸素 8L と結びつく水素は何 L か。
(5) 酸素 10L と水素 12L を混合して点火すると，どちらの気体
が何 L 残るか。
[解答](1) 水

(2) 2：1

(3) 5L (4) 16L (5) 酸素が 4L 残る。
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② 赤
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