
中３理科 ２学期以降 新出単元演習  水溶液とイオン① 
基礎クラスは 1⃣2⃣3 ⃣4 ⃣7⃣8 ⃣9 ⃣🔟をやれる範囲で解くこと。 

 

1 ⃣ 次の問いに答えなさい。2014 北海道 

Ｅさんは，先生と次の実験を行った。 

実験 図１のような装置を用意し，図２のようにガラス管の中をうすい塩酸で満たして電流を流した

ところ，陽極と陰極の両方から気体が発生した。しばらくしてから電流を流すのをやめ，たまっ

た気体の量を調べたところ，陽極側にたまった気体の量が，陰極側にたまった気体の量よりとて

も少ないことがわかった。次に，陽極側にたまった気体のにおいを調べたところ，プールの消毒

薬のにおいがした。また，陰極側にたまった気体にマッチの火を近づけたところ，音を立てて燃

えた。 

図１ 図２ 

  

問１ 実験について，Ｅさんは先生と話をしています。次の(1)～(3)に答えなさい。 

Ｅさん：塩酸の中では塩化水素は， ①  と  ②  に電離しており，陽極と陰極に発生する気体

は１：１の割合になると思っていました。でも，実験をしてみると，陽極側にたまった気

体の量が，陰極側にたまった気体の量よりとても少ないのはなぜですか。 

先 生：よいところに気付きましたね。陽極から発生した気体には，  ③   という性質があ

るから，たまった量がとても少ないのです。ところで，陰極側にたまった気体は，この実

験の方法以外にも発生させる方法があります。覚えていますか。 

Ｅさん：はい。 ④  を反応させることでも発生させることができます。 

先 生：そうですね。その方法でも発生させることができますね。 

(1) 上の文の  ①  ， ②  に当てはまるイオン式を，それぞれ書きなさい。 

 

(2) 下線部について，陽極から発生する気体の物質名を答えなさい。また，上の文の   ③   に当て

はまる性質を書きなさい。 

 

(3) 上の文の  ④  に当てはまるものを，ア～エから１つ選びなさい。 

ア 石灰石とうすい塩酸 イ 二酸化マンガンとうすい過酸化水素水 

ウ 亜鉛とうすい塩酸 エ 水酸化カルシウムと塩化アンモニウム 
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2 ⃣ 

問１ 下の文章は，塩素原子について述べたものである。次のア，イに答えなさい。2014 青森 

塩素原子は原子核と電子からなり，原子核は＋の電気をもつ（  ）という粒子と，電気をも

たない中性子という粒子が集まってできている。また，塩素原子は電子を受け取って塩化物イオ

ンになる。 

ア 文章中の（  ）に入る適切な語を書きなさい。 

イ 下線部について，イオン式を書きなさい。 

 

問２ 塩酸の中では，塩化水素が水素イオンと塩化物イオンに分かれて存在している。このように，物質

が水にとけて，陽イオンと陰イオンに分かれることを何というか。書きなさい。2014福島 

 

 

問３ 塩化銅を水にとかすと，電離して２種類のイオンが生じる。この２種類のイオンを，それぞれイオ

ン式で書きなさい。2014群馬 

 

問４ 原子が電子を失ったり，受け取ったりして，＋または－の電気を帯びたものは何とよばれるか。そ

の名称を書きなさい。2014静岡 

 

問５ うすい塩酸にマグネシウムリボンを入れたとき，マグネシウム原子がイオンになることを正しく説

明したものはどれか。次のア～エから１つ選びなさい。2014滋賀 

ア 電子を受け取り陽イオンになる。 

イ 電子を受け取り陰イオンになる。 

ウ 電子を失い陽イオンになる。 

エ 電子を失い陰イオンになる。 

 

問６ 図のこまごめピペットの使い方として，誤っているものはどれか。 

                                2014 鹿児島 

ア 持つときは，親指と人差し指でゴム球を，残りの指でガラスの部分を持つ。 

イ 液体をとるときは，最初にゴム球をおして，その後こまごめピペットの先を液

体に入れる。 

ウ 液体をとった後は，こまごめピペットの先を上に向ける。 

エ 液体を出すときは，ゴム球をゆっくりおして液体を出す。 

図 
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3 ⃣ 水溶液に電流を流して，水溶液の性質を調べる実験を行いました。問１に答えなさい。2014埼玉 

実験１ 

(1) ビーカーに青色の塩化銅水溶液を入れ，図１

のように，炭素棒Ａと炭素棒Ｂを電極とした実

験装置をつくり，導線をつないで電流を流した。 

 しばらくすると，炭素棒Ａの表面には赤茶色

の物質が付着した。また，炭素棒Ｂの表面には

気体が発生した。 

図１ 

 

(2) 図２のように，炭素棒Ａに付着した赤茶色の物質を乾いたろ紙にとり，薬さじを使ってこすった。 

図２ 

 

(3) 次に，炭素棒Ａの表面に付着した赤茶色の物

質を落としたあと，図３のように，炭素棒Ａと

炭素棒Ｂにつなぐ導線を図１とは逆につないで

電流を流し，それぞれの炭素棒のようすを観察

した。 

図３ 
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問１ 塩化銅が水に溶
と

けてイオンに分かれるようすを，化学式とイオン式を使って表しなさい。 

 

 

 

 

問２ 実験１の(1)で，炭素棒Ｂの表面で発生した気体の性質について述べたものとして最も適切なものを，

次のア～エの中から一つ選び，その記号を書きなさい。 

ア においがなく，集めた気体に酸素が混ざりあった状態で火を近づけると爆発的に燃える。 

イ においがなく，石灰水を白くにごらせる。 

ウ 特有の刺激臭があり，殺菌作用や脱色作用がある。 

エ 特有の刺激臭があり，水に溶かすとアルカリ性を示す。 

 

 

問３ 実験１の(2)で，炭素棒Ａに付着した物質を薬さじでこすったとき，その物質の表面のようすがどの

ように変化したか書きなさい。 

 

 

問４ 実験１の(3)で，炭素棒Ａと炭素棒Ｂのそれぞれの表面のようすがどのように変化したか書きなさい。 
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4 ⃣ 水の電気分解と，発生した気体の反応を調べるために，次の実験１，２を行った。この実験に関して，

下の問１，問２に答えなさい。 

実験１ 図１のように，２本の炭素

棒を電極とする装置を用い

て，管Ａ，Ｂの上端まで，うす

い水酸化ナトリウム水溶液を

満たした後，水の電気分解を

一定時間行ったところ，管Ａ，

Ｂに気体が集まった。 

図１ 図２ 

  

実験２ 図２のように，管Ｂに気体が 5.0cm3集まったところで，電源装置をはずし，管Ｂの下から

空気 10.0cm3 を加えて混合気体をつくった。この混合気体に点火装置で点火し，完全に反応

させた。 

問１ 実験１について，次の①～③の問いに答えなさい。 

① 水酸化ナトリウムのように，水溶液中で陽イオンと陰イオンに分かれる物質を何というか。その用

語を書きなさい。 

 

② 水を電気分解したときの化学変化を，化学反応式で書きなさい。 

 

③ 管Ａに集まった気体と同じ気体を発生させる他の方法として，最も適当なものを，次のア～エから

一つ選び，その符号を書きなさい。 

ア 鉄にうすい硫酸を加える。 

イ 二酸化マンガンにオキシドールを加える。 

ウ 酸化銅と炭素粉末の混合物を加熱する。 

エ 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。 

 

 

問２ 実験２について，反応後の管Ｂに残った気体の体積は何 cm3か，求めなさい。ただし，窒素は空気の

体積の 78％を，酸素は空気の体積の 21％を，その他の気体は空気の体積の１％をそれぞれ占めており，

窒素とその他の気体は，管Ｂに集まった気体と反応しないものとする。 
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□５  硝酸カリウムが水に溶けるようすを調べるために，次の実験１～３を行った。この実験に関して，あ

との問１～問４に答えなさい。2014 新潟 

実験１ 水が 100ｇ入っているビーカーに，硝酸カリウムを入れて，水溶液をつくる。この水溶液の

温度を 20℃に保ちながら，少しずつ硝酸カリウムを加え，よくかき混ぜて，それ以上は溶けな

くなるまで溶かした。このとき，水に溶けた硝酸カリウムは 32ｇであった。 

実験２ 実験１と同じ手順で，水溶液の温度を 40℃，60℃，80℃に変えて，それぞれ実験を行い，水

に溶けた硝酸カリウムの質量を測定した。下の表は，実験１，２の結果をまとめたものである。 

 水の温度(℃) 20 40 60 80  

 100ｇの水に溶ける硝酸カリウムの質量

(ｇ) 
32 64 109 169  

実験３ 温度 80℃の水 150ｇが入っているビーカーに，硝酸カリウム 96ｇを入れて，よくかき混ぜた

ところ，全部溶けた。その後，ビーカーの水溶液の温度を，ゆっくり下げていくと，結晶が出

はじめた。さらに，水溶液の温度を 20℃まで下げると，多くの結晶が出てきた。 

問１ この実験で用いた硝酸カリウムは，水に溶けるとイオンを生じる。次の   Ｘ  ， Ｙ  の中にイ

オン式を書き入れて，水溶液中の硝酸カリウムの電離を表す式を完成させなさい。 

ＫＮＯ３ →  Ｘ  ＋  Ｙ  

 

問２ 実験２について，60℃の飽和水溶液の質量パーセント濃度は何％か。小数第２位を四捨五入して求

めなさい。 

 

 

問３ 実験３について，結晶が出てきたのはなぜか。その理由を，「溶解度」という用語を用いて書きなさ

い。 

 

問４ 実験３について，水溶液の温度と質量パーセント濃度との関係を表したものとして，最も適当なも

のを，次のア～オから一つ選び，その符号を書きなさい。 

ア イ ウ エ オ 
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6 ⃣ 理科の授業で，物質が水にとけるようすについて調べるために次の実験を行った。これをもとに，以下

の各問に答えなさい。なお，表は，塩化ナトリウムと硝酸カリウムについて，100ｇの水にとける物質の

質量と水の温度の関係を表したものである。2014 石川 

表 

 

［実験］ 60℃の水 200ｇを入れたビーカーを２つ用意し，一方に塩化ナトリウム 60ｇ，もう一方に硝酸

カリウム 60ｇを入れて完全にとかし，それぞれの水溶液を０℃までゆっくり冷却した。 

問１ 表の値のような，ある物質を水 100ｇにとかして飽和水溶液にしたときの，とけた物質の質量のこ

とを何というか，書きなさい。 

問２ 下の図は，塩化ナトリウムの固体のモデルである。塩化ナトリウムを水にとかしたときの，水溶液

中にとけている塩化ナトリウムのようすを模式的に表すとどうなるか，次のア～オから最も適切なも

のを１つ選び，その符号を書きなさい。ただし，水の粒子は省略してある。 

図  ア イ ウ エ オ 

 

 

     

問３ 実験の硝酸カリウム水溶液について，60℃から０℃まで冷却したときの時間と，水溶液中にとけて

いる硝酸カリウムの質量の関係を表したグラフはどれか，次のア～オから最も適切なものを１つ選び，

その符号を書きなさい。また，そのようなグラフになる理由を書きなさい。 

 

問４ ある班では，塩化ナトリウム 60ｇと硝酸カリウム 60ｇの両方を，誤って水 200ｇに入れてしまった。

ここから塩化ナトリウムと硝酸カリウムをそれぞれ結晶として取り出そうと考え，60℃で完全にとか

したあと，この水溶液を２つのビーカーに半分ずつ分けた。一方から塩化ナトリウムだけ，もう一方

から硝酸カリウムだけを取り出すには，それぞれどのような操作を行えばよいか，次のア～オから最

も適切なものを１つずつ選び，その符号を書きなさい。また，そのとき取り出せるそれぞれの物質の

質量は何ｇか，求めなさい。ただし，小数第２位を四捨五入すること。なお，２種類の物質をまぜて

とかしても，水にとけるそれぞれの質量は変化しないものとする。 

ア 40℃まで冷却する。 イ 20℃まで冷却する。 ウ ０℃まで冷却する。 

エ 加熱して水 50ｇを蒸発させ，40℃まで冷却する。 オ 加熱して水 50ｇを蒸発させ，30℃まで冷却する。 

温  度[℃] ０ 10 20 30 40 50 60 

塩化ナトリウム [ｇ] 35.6 35.7 35.8 36.0 36.3 36.7 37.1 

硝酸カリウム [ｇ] 13.3 22.0 31.6 45.5 63.9 85.2 109.2 

ア イ ウ エ オ 
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□７  炭素棒Ａ，Ｂを電極として塩化銅水溶液の電気分解に関する次の実験を行った。問１～問５に答えな

さい。2014山梨 

〔実験１〕 炭素棒Ａの質量を測定し，ａとした。次に，塩化銅水溶液 200ｇをビーカーにとり，図１の

ように炭素棒Ａ，Ｂを発泡ポリスチレンの板に付け，電源装置，電流計をつなぎ，塩化銅水溶

液の中に入れた。電源を入れ，電流の大きさを 250mAにして２分間の電気分解を行ったところ，

Ａには銅が付着し，Ｂからは気体が発生した。電源を切り，Ａをとりはずして精製水で洗った

後水分をふきとり，質量を測定した。この質量と電気分解前の質量ａとの差から銅の質量を求

め，２分後に付着した銅の質量とした。 

〔実験２〕 次に，〔実験１〕で銅が付着した炭素棒Ａを再び図１の装置にとり付けた。電源を入れ，〔実

験１〕と同様に２分間の電気分解を行い，銅の質量を求め，４分後に付着した銅の質量とした。

さらに２分間の電気分解を３回行い，それぞれの銅の質量を求め，６分後，８分後，10分後に

付着した銅の質量とした。 

〔実験３〕 次に，電流の大きさを 500mA，750mAに変えて，〔実験１〕，〔実験２〕と同様の操作を行った。

〔実験１〕，〔実験２〕の結果をふくめ，電気分解を行った時間と付着した銅の質量との関係を

グラフに表すと図２のようになった。ただし，電気分解によって生じた銅は，すべて炭素棒Ａ

に付着したものとする。 

図１ 図２ 

  

問１ 次の  は，〔実験１〕で塩化銅水溶液の電気分解を行ったとき，炭素棒Ａで起こったことに

ついて述べた文である。①，②に当てはまるものを，それぞれア，イから一つずつ選び，その記号を

書きなさい。 

炭素棒Ａは，①〔ア 陽  イ 陰〕極であり，Ａには，②〔ア ＋  イ －〕の電気を帯

びた粒子が引かれた。 

問２ 〔実験１〕で，塩化銅水溶液の電気分解を行ったところ，炭素棒Ａには銅が付着し，Ｂから，は気

体が発生した。この変化を化学反応式で書きなさい。 

問３ 〔実験１〕で，電気分解を行った後の炭素棒Ｂ付近の水溶液を少量とり，赤インクの入った試験管

に加えた。このときの赤インクの色の変化を，理由とともに書きなさい。ただし，Ｂから発生した気

体とその性質にふれること。 
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問４ 電流の大きさを 250mA，500mA，750mA にして，それぞれ８

分間の電気分解を行ったときの，炭素棒Ａに付着した銅の質

量を図２から読みとり，電流の大きさと付着した銅の質量と

の関係を表すグラフをかきなさい。ただし，読みとった値は 

 で記入しなさい。 

問５ 〔実験１〕と同じ塩化銅水溶液 200ｇをビーカーにとり，

図１の装置で，電流の大きさを 600mA にして７分 30 秒間の

電気分解を行ったとき，炭素棒Ａには何ｇの銅が付着する

か，求めなさい。 

 

問題番号 解 答 配点 備  考 

理-1
4-

公-

山
梨-KY

-07 

□７  

問１ ①  ②   
 

問２ →    ＋  

問３   

問４ 
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8 ⃣ 

２０１４大阪 

【実験３】図Ⅲのように，塩化銅（ＣｕＣｌ２）の水溶液に電極を入れて電流

を流し電気分解を行うと，一方の極にのみ，銅が付着した。他方の，

銅が付着しなかった極からは気体が発生した。 

問 1  塩化銅の水溶液中では，塩化銅が銅イオン（陽イオン）と塩化物イ

オン（陰イオン）とに分かれて存在している。塩化銅が銅イオンと塩

化物イオンとに分かれるように，物質が陽イオンと陰イオンとに分か

れることは何と呼ばれているか。 

図Ⅲ 

 

問 2  次のア～エのうち，水溶液中に存在する銅イオンについて述べた文として適切なものを一つ選び，

記号を書きなさい。 

ア 銅の原子が陽子を２個受け取ったものである。 

イ 銅の原子が陽子を２個放出した（失った）ものである。 

ウ 銅の原子が電子を２個受け取ったものである。 

エ 銅の原子が電子を２個放出した（失った）ものである。 

問 3  次の文中の〔  〕から適切なものを一つずつ選び，記号を書きなさい。 

 実験３において銅が付着したのは①〔ア 陽(＋)極  イ 陰(－)極〕であり，銅が付着しなかっ

た極から発生した気体は②〔ウ 水素  エ 塩素〕であると考えられる。 

 

2014香川 問４ 

実験Ⅱ 右の図Ⅱのような装置を用いて，うすい塩酸を

電気分解したところ，一方の電極には水素が，も

う一方の電極には塩素が，それぞれ発生した。 

(１) 実験Ⅱで起こった電気分解の反応を，化学反応式

で表せ。 

(２) 図Ⅱの陽極で発生した気体の種類を確かめるた

めには，どのような実験をおこない，どのような結

果が確認できればよいか。次のア～エのうち，最も

適当なものを一つ選んで，その記号を書け。 

図Ⅱ 

 

ア 陽極に発生した気体にマッチの火を近づけると，その気体が音をたてて燃える 

イ 陽極に発生した気体に火のついた線香を入れると，線香が炎を出して激しく燃える 

ウ 陽極付近の水溶液をスポイトで取り，赤インクで着色した水に加えると，インクの色が消える 

エ 陽極に発生した気体に水で湿らせた赤色リトマス紙を近づけると，リトマス紙が青色になる 
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9 ⃣ 

2014愛媛 

問１ ある日の理科の授業で，４種類の液体を実験で区別させる

ために，先生は次のような説明を行った。 

〔先生の説明〕 

異なる色のテープをはった４個のビーカーに，食塩水，

蒸留水（精製水），うすい塩酸，砂糖水が別々に入っていま

す。 

 実験で，それぞれの液体が何かを調べてみましょう。 

 ただし，口に入れて味を調べてはいけません。 

図３ 

 

そこで，太郎さんの班では次のような実験方法を考えて，①，②の実験を行った。 

〔太郎さんの班が考えた実験方法〕 

① 図３のように，ステンレス電極を用いて，それぞれの

液体に電流が流れるかどうかを調べる。 

② それぞれの液体にマグネシウムリボンを入れたときの

変化を調べる。 

表３は，太郎さんの班の実験結果をまとめたものである。 

表３ 

ビーカー

のテープ

の色 

電流が流れた 

かどうか 

マグネシウム 

リボンを入れ 

たときの変化 

黒色 
流れなかっ

た。 
変化しなかった。 

黄色 流れた。 変化しなかった。 

青色 
流れなかっ

た。 
変化しなかった。 

赤色 流れた。 気体が発生した。 

   

(1) 赤色のテープをはったビーカーに入っている液体の名称を書け。 

(2) 表３の結果からは区別できなかった２種類の液体の名称を書け。また，その２種類の液体を区別

する実験方法を一つ考え，太郎さんの班の実験方法の説明にならって，簡単に書け。ただし，次の     

の中から適当な語を一つ選び，その語を実験方法の説明に用い，解答欄の文末に合わせて書くこと。 

ＢＴＢ溶液，電子オルゴール，蒸発皿，ヨウ素液 

 

 

(1)  

(2) 

２種類の 
液体の名称 （      ），（      ） 

実験方法 
の説明  

 を調べる。 
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🔟 塩化銅水溶液を電気分解するために，炭素棒を電極として，図のような実験装置をつくった。電極に電

圧をかけると水溶液に電流が流れ，陽極からは気体が発生し，陰極には赤い物質が付着した。このこと

について，下の問１～問４に答えなさい。2014高知 

 

問１ 実験で用いた塩化銅のように，水溶液にしたとき，電圧をかけると電流が流れる物質を何というか，

書け。 

問２ この実験のように，水溶液に電流が流れているとき，水溶液中で起こる現象の説明として正しいも

のを，次のア～エから一つ選び，その記号を書け。 

ア 水溶液中の陽イオンは陽極に引かれ，陰イオンは陰極に引かれている。 

イ 水溶液中の陽イオンは陰極に引かれ，陰イオンは陽極に引かれている。 

ウ 水溶液中の陽イオンと陰イオンは，ともに陽極に引かれている。 

エ 水溶液中の陽イオンと陰イオンは，ともに陰極に引かれている。 

問３ 陽極で発生した気体の性質を調べるために，陽極付近の液をこまごめピペットでとり，赤インクを

うすめた水に入れると，赤インクの色が脱色された。このことから，この気体には漂白作用があるこ

とが分かった。この気体は何か，化学式でかけ。 

問４ 陰極に付着した赤い物質をろ紙にとり，乳棒でこすると，金属光沢が見られたことから，この物質

は銅であることが分かった。この実験で電気分解によって得られた銅は 1.0ｇであった。このとき，電

気分解された塩化銅は何ｇか。ただし，塩化銅には，銅原子と塩素原子が 10：11 の質量の比で含まれ

ているものとする。 

 

 

 

問題番号 解 答 配点 備  考 

理-1
4-

公-

高
知-KY

-05 

🔟 

問１    

問２   

問３   

問４   ｇ  
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11 次の問１，問２に答えなさい。2014 佐賀 

問１ 物質が水に溶けるようすを観察するために【実験】を行った。(1)～(3)の各問いに答えなさい。 
 

【実験】 
 

  

水平な台の上にガラス容器を置き，その容器に硫酸銅を入れて，上から水を静かに注いだ。その後，

ふたをして放置し，一定時間ごとに溶けるようすを観察した。図１は観察の結果である。 

図１ 

 

(1) 硫酸銅水溶液において，硫酸銅を「溶質」というのに対して水を何というか，書きなさい。 

(2) 硫酸銅水溶液の色として最も適当なものを，次のア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

ア 青色 イ 黄色 ウ 赤色 エ 茶色 

(3) 【実験】では，45日後まで観察を行った。①，②の問いに答えなさい。 

① 45 日後の観察結果として最も適当なものを，次のア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

ア イ ウ エ 
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② 45 日後のガラス容器の中のイオンのようすの説明とその模式図として最も適当なものを，次のア～エの中

から一つ選び，記号を書きなさい。 

 イオンのようすの説明 イオンのようすの模式図 

ア 

30 日後，全体に一様に広がっ

ていたイオンは，45日後には質

量が小さいものは上の方に集

まり，質量が大きいものは下の

方に集まる。 

 

イ 

30 日後，全体に一様に広がっ

ていたイオンは，45日後には質

量に関係なく，上の方に集ま

る。 

 

ウ 

30 日後，全体に一様に広がっ

ていたイオンは，45日後も一様

に広がっている。 

 

エ 

30 日後，全体に一様に広がっ

ていたイオンは，45日後も一様

に広がっているが，イオンの数

は減っている。 
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問２ 図２は，硫酸銅と食塩について，それぞれの物質が 100ｇの水に溶ける質量の温度による変化を表したもので

ある。(1)～(3)の各問いに答えなさい。 

図２ 

 

(1) 60℃の食塩の飽和水溶液の質量パーセント濃度は何％か。答えは小数第一位を四捨五入して整数で書きなさ

い。 

(2) 60℃の水 100ｇに硫酸銅 70ｇを溶かしたところ，すべて溶けた。この水溶液を 20℃に冷やすと，溶けきれず

に結晶として現れた硫酸銅を取り出すことができた。①，②の問いに答えなさい。 

① 一度溶かした物質を結晶として取り出すことを何というか，書きなさい。 

② 図２から，20℃に冷やしたとき，溶けきれずに現れた硫酸銅の質量は何ｇか。最も適当なものを次のア～エ

の中から一つ選び，記号を書きなさい。 

ア 23ｇ イ 33ｇ ウ 43ｇ エ 53ｇ 

(3) 図３のように，50℃の水 100ｇが入った二つのビーカーＡ，Ｂを用意した。ビーカーＡには硫酸銅 30ｇを，

ビーカーＢには食塩 30ｇをそれぞれ溶かした。二つのビーカー内の水溶液を同時に冷やしていくと，ある温度

になったときに一方のビーカー内にだけ結晶が現れはじめた。結晶が現れはじめたのはどちらのビーカーか，

ＡまたはＢいずれかの記号を書きなさい。また，結晶が現れはじめた温度はどれくらいか。最も適当なものを，

下のア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。 

図３ 

 

ア ５℃以上 15℃未満 イ 15℃以上 25℃未満 

ウ 25℃以上 35℃未満 エ 35℃以上 45℃未満 

 

 


