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とかしたもののとり出し方1212

⑴　ホウ酸
さん

，ミョウバンの水よう液
えき

　ホウ酸，ミョウバンが水にとけ

る量は，温度を上げると大きく増
ふ

えるため，ホウ酸またはミョウバ

ンが多くとけた水よう液を冷やすと，ホウ酸またはミョウバンのつ

ぶが出てくる。出てきたつぶは，ろ過
か

でとり出せる。→❶

⑵　食塩水　食塩が水にとける量は，温度を上げても少ししか増えな
いため，食塩水を冷やしても，食塩のつぶはほとんど出てこない。

⑶　ろ過　ろ紙でこして，固体と液
えき

体
たい

に分ける方法。→❷

◇　水をじょう発させる　水よう液を熱したり，放置したりすると，水だけがじょ
う発

＊ １

し，とけていたものがつぶとなって出てくる。食塩水から食塩のつぶをとり

出すには，水をじょう発させる。

	1	 水の温度を下げて，とかしたものをとり出す

	2	 水の量を減
へ

らして，とかしたものをとり出す＊ １　水よう液の
水のじょう発　水
よう液の水がすべて

じょう発すると，と

けていたものはすべ

て出てくる。

❶ホウ酸の水よう液を冷やす

❷ろ過のしかた

❸ろ液からさらにとり出す

◇　ろ液からとかしたものをとり出す　ろ液をさらに冷やしたり，
熱して水をじょう発させたりすると，再

ふたた

びつぶが出てくる。→❸

	3	 ろ液からさらにとかしたものをとり出す

　食塩水やホウ酸，ミョウバンの水よう液をそのままにしておくと，水がゆっくりとじょう発して，

つぶが出てくるよ。このつぶを虫めがねなどで観察してみよう。

　水よう液から現
あらわ

れるつぶの形理科
の

オアシス

中学
　への
キャラバン

　このような，規
き

則
そく

正しい形をしたつぶを結しょうというよ。結しょうの形は，ものによって決まっているよ。

それぞれ，ち
がう形をして
いるね。
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2回目1回目

問／１0問 問／１0問

チェックしよう
□／⑴　ホウ酸が水にとける量は，温度を下げるとどうなりますか。 〔　　　　　　　　　　〕
□／⑵　ミョウバンがたくさんとけている水よう液の温度を下げると，白いつぶが出てきました。これは何
ですか。 〔　　　　　　　　　　　　〕

□／⑶　食塩がたくさんとけた水よう液の温度を下げると，食塩のつぶはたくさん出てきますか，ほとんど
出てきませんか。 〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕

□／⑷　つぶが出てきた液をろ過すると，固体のつぶはどこに残りますか。 〔　　　　　　　　　　〕
□／⑸　水よう液にとかしたものをとり出すには，水よう液を冷やす方法のほかに，どのような方法があり
ますか。 〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕

ホウ酸の水よう液からとかしたものをとり出そう　

①80℃の水にホウ酸をたくさんとか

し，しばらく置いておくと，図1

のように白いつぶが出てきた。

②①の液を図2の方法で，白いつぶ

とろ液に分けた。

③図2のろ液を，図3のように氷の

入った水で冷やし，ろ液の変化を

調べた。

□／⑴　図1で出てきた白いつぶは何ですか。 〔　　　　　　　　〕
□／⑵　図2のように，固体と液体を分ける方法を何といいますか。 〔　　　　　　〕
□／⑶　図2の に，あてはまる器具の名前を書こう。

□／⑷　図3で，ろ液を冷やすとどのような変化が見られましたか。

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
□／⑸　⑷のろ液の変化から，図2のろ液にはホウ酸がとけているといえますか。〔　　　　　　　　　　〕

　海の水には，「塩化ナトリウム（食塩）」がとけているため，しょっぱい味がする。では，なぜ，海の水に塩

化ナトリウムがふくまれるようになったのだろう？　今から46億年も昔，たんじょうしたばかりのころの地

球は，とても高温だったんだ。岩はどろどろにとけていて，そこからガスがふき出し

ていた。そして，どろどろの岩の中には「ナトリウム」などが，ガスの中には水じょう気や「塩
えん

化
か

水
すい

素
そ

」といったものがふくまれていたんだ。そして今から約40億年前になると，地球はしだ

いに冷え始め，水じょう気は水になり，塩化水素をとかしこんで，「塩
えん

酸
さん

」の雨がふるようにな

った。塩酸の雨は長い間ふり続いて，大きな海をつくっていったんだ。そのとき，岩にふくま

れているナトリウムが塩酸の雨によってとかし出され，塩化ナトリウムとなった。塩酸の雨が

ふらなくなってからも，陸地にできた塩化ナトリウムが雨水にとけ，川を流れて，海に注ぎこ

んだんだ。これは，現
げん

在
ざい

でも起こっていることだよ。

海の水はなぜしょっぱい？

海の水には， １ℓあた
り約26 の塩化ナトリ
ウム（食塩）がふくまれ
ているんだって。
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／１00点

1 水の温度を下げてとかしたものをとり出す　次の 内の，あ，いのような水よう液
えき

があります。こ

の水よう液を，20℃まで冷やすと，どちらも白いつぶが出てきました。あとの問いに答えなさい。

あ　40℃の水100mlにホウ酸
さん

をとけるだけとかした水よう液

い　60℃の水100mlにホウ酸をとけるだけとかした水よう液
 

（ ５ 点× 7）

⑴　水を熱して温度を上げると，ホウ酸がとける量はどうなりますか。 〔　　　　　　　　〕
⑵　液の中に出てきた白いつぶは何ですか。 〔　　　　　　　　　〕
⑶　あ，いを20℃まで冷やしたとき，液の中に出てきた白いつぶの量

は，どちらのほうが多いですか。あ，いから選び，記号で答えなさ

い。 〔　　　〕
⑷　白いつぶが出てきたあ，いの液を，図のようにろ過

か

しました。

①　図のａの器具を何といいますか。 〔　　　　　　　　〕
②　図では，ろ過する液の注ぎ方がまちがっています。液を注ぐと
きはどのようにすればよいですか。

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
③　図の には，ろ液をためるビーカー

が置かれています。正しい位置にビーカ

ーが置かれているものを，右のア～ウか

ら選び，記号で答えなさい。

 〔　　　〕
⑸　⑷で，あ，いの液をろ過したあと，ぞれぞれのろ液の入ったビーカーを氷水に入れてさらに冷やす
とどうなりますか。次のア～エから選び，記号で答えなさい。 〔　　　〕
ア　あのろ液だけから白いつぶが出てくる。　　　イ　いのろ液だけから白いつぶが出てくる。

ウ　どちらのろ液からも白いつぶが出てくる。　　エ　どちらのろ液からも白いつぶは出てこない。

2 水の量を減
へ

らしてとかしたものをとり出す　図のように食塩水をじょ

う発皿で熱しました。次の問いに答えなさい。 （ ５ 点× ３）

⑴　水の量ととける食塩の量の関係を正しく述
の

べているものはどれです

か。次のア～ウから選び，記号で答えなさい。 〔　　　〕
ア　水の量が増

ふ

えるととける食塩の量も増える。

イ　水の量が増えるととける食塩の量は減る。

ウ　水の量が増えてもとける食塩の量は変わらない。

⑵　図のように食塩水を熱すると，じょう発皿につぶが出てきました。
これは何ですか。 〔　　　　　　　　〕
⑶　食塩水の水を自然にじょう発させて出てきたつぶ
は，どのような形をしていますか。右のア～ウから

選び，記号で答えなさい。 〔　　　〕
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3 いろいろな水よう液からとかしたものをとり出す　食塩とミ
ョウバンについて，いろいろな温度の水50mlに，どれくらい

の量がとけるかをそれぞれ調べたところ，図のようなグラフに

なりました。次の問いに答えなさい。 （ ５ 点× 7）

⑴　60℃の水50mlに食塩とミョウバンをそれぞれとけるだけ

とかしました。

①　水よう液にとけている量が多いのは，食塩とミョウバン
のどちらですか。 〔　　　　　　　　　　〕

②　水よう液を40℃まで下げたとき，ミョウバンの水よう液

からは，およそ何gのミョウバンのつぶが出てきましたか。

次のア～エから選び，記号で答えなさい。 〔　　　〕
ア　23g　　　イ　17g　　　ウ　6g　　　エ　0.5g

③　食塩水から十分な量の食塩のつぶをとり出すにはどうしたらよいですか。次のア～エから選び，
記号で答えなさい。 〔　　　〕
ア　食塩水の温度を20℃まで下げる。　　　　　イ　食塩水の温度を80℃まで上げる。

ウ　食塩水を熱して，水をじょう発させる。　　エ　食塩水に水を加える。

⑵　40℃の水50mlにミョウバンを10g加えて水よう液をつくりました。しばらく置いておくと，水よ

う液の温度は20℃になりました。このとき，出てくるミョウバンのつぶはおよそ何gですか。整数で

答えなさい。 〔　　　　　　〕
⑶　次の①～③のように，食塩とミョウバンそれぞれについて調べたとき，出てくる食塩とミョウバン
の量はどうなりますか。あとのア～ウからそれぞれ選び，記号で答えなさい。

①　40℃の水50mlにとけるだけとかし，20℃まで下げる。 〔　　　〕
②　60℃の水50mlにとけるだけとかし，水が半分になるまで水よう液を熱する。 〔　　　〕
③　20℃の水50mlにとけるだけとかし，そのままの温度で水が半分になるまで放置する。 〔　　　〕
ア　食塩のほうがミョウバンよりも多く出てくる。

イ　ミョウバンのほうが食塩よりも多く出てくる。

ウ　食塩とミョウバンの出てくる量はほとんど同じである。

4  この問題はちょっとむずかしいよ 　もののとけ方と温度　㋐～㋓の4種類のものが，いろいろな温度の

水100mlにとける量をまとめると，それぞれ図のグラフのようになりました。水1mlの重さを1gとし

て，次の問いに答えなさい。 （ ５点× ３）　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　次の①，②にあてはまるものはどれですか。図の㋐～㋓から
それぞれ選び，記号で答えなさい。

　① 　水の温度を20℃から60℃にしたとき，とける量がもっとも

大きく変化するもの。 　〔　　　〕
　② 　20℃の水100mlにとけるだけとかして水よう液をつくった

とき，水よう液の重さが150gより重いもの。 　〔　　　〕
⑵　90℃の水100mlに㋓を10gとかしました。この水よう液の温

度を少しずつ下げていくと，およそ何℃になったときに，㋓の

つぶが水よう液の中に出てきますか。 　〔　　　　　　　〕
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1  ホウ酸
さん

の水よう液
えき

を冷や

したところ，ホウ酸のつぶ

が出てきました。図1のよ

うにろ過
か

して，ホウ酸の水

よう液からつぶをとり出し

ました。

⑴　図1には，ろ液をため

るビーカーがかかれてい

ません。ビーカーを正し

い位置にかいてみよう。

⑵　ろ液にホウ酸がとけているかどうかを調べるため，ろ液に図2の㋐，㋑のような操
そう

作
さ

をしました。

図の にあてはまることばを書いてみよう。

⑶　図2の結果，白いつぶが出てきました。ろ液にはホウ酸がとけていたといえますか。〔　　　　　　　〕

2  図は，食塩とホウ酸が20℃，60℃の水50mlにとける量を示
しめ

した

グラフです。60℃の水50mlに，食塩とホウ酸をそれぞれとけるだ

けとかした水よう液からつぶをとり出す方法を考えます。

⑴　食塩水とホウ酸の水よう液の温度を20℃にしたとき，出てくる

つぶの量を示しているのは，それぞれ図の㋐～㋓のどれですか。

食塩〔　　　〕　ホウ酸〔　　　〕
⑵　食塩水とホウ酸の水よう液の温度を20℃にしたとき，つぶが多

く出てくるのはどちらですか。　〔　　　　　　　　　　　　　〕
⑶　この食塩水から，十分な量のつぶをとり出すにはどのようにし
たらよいですか。次のうち，適

てき

している操作の（　　　）に○を書いてみよう。

（　　　）　温度を下げて40℃にする。　　　（　　　）　食塩水を熱して，水をじょう発させる。

　
　ミョウバンの大きな結しょうをつくってみよう

　ミョウバンの水よう液から，大きな結しょうをとり出してみよう。大き

な結しょうをつくるには，水よう液をゆっくり冷やすか，水よう液の水を

ゆっくりじょう発させるよ。

理科
の

オアシス
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3  水よう液の実験では，いろいろな器具を使いました。器具の図と器具の名前をそれぞれ線 で結

んでみよう。

　ハテナさんは，もののとけ方を調べるために，60℃の水100

を入れたビーカーあ，い，うに，さとう（ショとう）30 ，食塩

30 ，ミョウバン30 を別々にとかし，完全にとけたのを確
かく

認
にん

して，その後，

その場をはなれました。

　しばらくたってもどってみると，それぞれのビーカーに何をとかしたのかが

わからなくなってしまいました。ビーカーをよく観察してみると，ビーカーあだけはビーカーの内側に何かついてい

るのが見えましたが，ビーカーいとうはどちらも完全にとけていました。温度をはかってみると，どのビーカーも部

屋の温度と同じ30℃になっていました。

　さらにハテナさんは，とかした ３つのものが水100 にどれだ

けとけるかを本で調べました。その結果，右の表のようになるこ

とがわかりました。

①　ビーカーあは何をとかしたものですか。ただし，水100
の重さは100 とします。

②　ビーカーいとうを区別する方法を考えてみよう。ただし，な
めて確

たし

かめることはしないものとします。

　
　何がとけているのかな!?理科

の
オアシス

水の温度 10℃ 30℃ 60℃
さとう

（ショとう）  190.5g  219.5g  287.3g

食塩  35.7g  36.1g  37.1g
ミョウバン  7.6g  16.6g  57.4g

さとう，食塩，ミョウバ
ンは，とける量やとけ方
にちがいがあるね。


