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化学

[Ⅰ] 問(1)～(5)に答えよ｡ また, 問(6), (7)については, ２問のうち１問を選択し答えよ｡

答は ～ のなかから選び, ～ の数字をＯＣＲ用紙のそれぞれの問の解答欄に記入

せよ｡ ただし, 当てはまる答が２つある場合は数字を２つ記入し, 答が１つしかない場

合はその数字と を記せ｡ なお, 解答欄に記入する数字の順序は問わない｡

(1) 結晶がイオン結合によってできている物質はどれか｡

ヨウ素 ナトリウム 臭化カリウム

炭化ケイ素 炭酸カルシウム

(2) 中性子の数が 7のものはどれか｡

質量数 の炭素 質量数 の炭素 質量数 の窒素

質量数 の窒素 質量数 の酸素

(3) 電子配置が同じ組み合わせはどれか｡

と と と

と と

(4) 化合物またはイオンの, 下線を引いた原子の酸化数が のものはどれか｡

(5) エタノールだけを反応物とした脱水反応で得られる生成物はどれか｡

エタン エチレン ジエチルエーテル

アセトアルデヒド 酢酸エチル

(6) 間違っている記述はどれか｡

地殻中の質量の存在率でみるとケイ素は酸素よりも多く存在する｡

水晶は二酸化ケイ素の結晶である｡

二酸化ケイ素の結晶はフッ化水素酸に溶ける｡

二酸化ケイ素の結晶は共有結合でできている｡

ケイ素の単体は半導体の素材として用いられる｡

(7) 熱硬化性樹脂はどれか｡

ナイロン フェノール樹脂 ポリエチレン

尿素樹脂 ポリエチレンテレフタラート
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[Ⅱ] 問(1)～(6)に答えよ｡ 解答は ～ のなかから最も近い値を選び, ～ の数字

をＯＣＲ用紙のそれぞれの問の解答欄に記入せよ｡ 必要があれば, アボガドロ定

数として , 気体定数として を使え｡ また,

℃ とし, ここでの気体は理想気体とする｡

(1) のドライアイス の固体 に含まれる 分子の数はいくつか｡

(2) 問(1)のドライアイスを完全に昇華させて気体としたとき, 圧力 , 温度

℃での体積は何 になるか｡

(3) メタノールを用意し, その一部を完全に燃焼させたところ, 水が 生じた｡

消費された酸素は何 か｡

(4) 問(3)において残ったメタノールは何 か｡

(5) の水酸化ナトリウムを の水溶液にしたとき, この水酸化ナトリウム

水溶液のモル濃度は何 か｡

(6) 問(5)の水酸化ナトリウム水溶液の はいくつか｡ なお, 温度は ℃ とし,

とする｡
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[Ⅲ] 問(1)～(3)に答えよ｡ 解答は解答用紙Ｂのそれぞれの問の解答欄に記入せよ｡

(1) ア～カは, 下に示す周期表 (原子番号 ～ ) の位置の元素である｡

元素ア～カについての文章１～５には, それぞれ２箇所に下線が引かれている｡ ２

箇所の下線のうち１つが誤っている場合には, 例にならって修正せよ｡ 誤りがない場

合には, “誤っている箇所”の欄に ｢なし｣ と記入せよ｡ ただし, ２箇所の下線部が

両方とも誤っている場合はない｡

例 リチウムの元素記号は であり, 原子番号は である｡

解答欄の記入例

誤っている箇所 修正後

例

１. 元素アと水素だけからなる分子で, 分子量の値が最低のものはメタンであり, これ

を水に溶かした水溶液は塩基性を示す｡

２. 元素イの単体には, 同位体が２つある｡ そのうちの一つは成層圏で層を作っていて

太陽からの紫外線を吸収しやわらげて地球の生命を守っている｡

３. 元素ウの同族元素であり, 密度が空気より大きいものは, ヘリウム, キセノンであ

る｡

４. 元素エと酸素の化合物は, である｡ ただし, 元素エの元素記号を とした｡

この化合物における の酸化数は である｡

５. 元素オと元素カからなる化合物を, 希硫酸と反応させると, 卵が腐ったような臭い

の気体が発生する｡ この気体は塩化水素であり, 価の弱酸である｡

(2) 亜鉛の単体を塩酸と反応させると気体が発生する｡ この変化の化学反応式を記せ｡

(3) 二酸化炭素は, 炭素と酸素の結合に極性があるにもかかわらず, 無極性分子である

理由を５０字以内で説明せよ｡ 化学式を説明の補助に使う場合は, 何マス分をあてる

かは自由である｡
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ア ウイ

エ オ

カ

[Ⅳ] 硝酸カリウム の水溶液について, 問(1), (2)に答えよ｡ 解答は解答用紙Ｂの

それぞれの問の解答欄に記入せよ｡

(1) 硝酸カリウムが電離して生じる陽イオンと陰イオンを, それぞれイオン式で表わせ｡

(2) ℃の硝酸カリウムの飽和水溶液 を ℃まで冷却すると, 何 の結晶が析

出するか｡ なお, 硝酸カリウムは水 に, ℃で , ℃で 溶けるも

のとする｡

[Ⅴ] 分子式 で表される化合物の異性体について, 問(1)～(3)に答えよ｡ 解答は解答

用紙Ｂのそれぞれの問の解答欄に記入せよ｡

(1) 分子式 で表される異性体は全部で何種類あるか答えよ｡

(2) 異性体のなかで, ＡとＢはシス-トランス異性体の関係にあり, Aがシス形である｡

異性体Ａと異性体Ｂのそれぞれの構造式を書け｡

(3) 異性体のひとつのＣの気体を臭素水に通しても, 臭素水の色は無色にならない｡ ま

た, 異性体Ｃの分子構造にはメチル基はない｡ 異性体Ｃの名称を答えよ｡
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