
公募制推薦入試／化学（前期）

出題のねらい

【解　説】
A　小問集合
問１�　塩酸は塩化水素と水の混合物。
問２�　Arを含む希ガスは安定で価電子の数は0とみなす。
問３�　2C2H6＋7O2 → 4CO2＋6H2O
B　原子
問１�　原子番号＝陽子の数
　　　陽子の数＋中性子の数＝質量数

問２�　14Cは 14 に減少しているので、柱が今に至るまでの�

期間は、半減期×2＝11460 年
問３�　C16O16O、C16O17O、C16O18O、C17O17O、C17O18O、
C18O18O が炭素原子 3種類についてあるので、

　��6×3=18 種類
問４（a）　今までの2倍を1�molと定義したので、
　��1�molは 1.2×1024�個になり体積は2倍になる。
　����（b）　分子 1個の質量はアボガドロ数に関係なく変化
しない。

【１】　
A�　小問形式で、物質の分類、原子の電子配置、化
学反応式などの基本的な内容について問いました。
B�　原子の構造を題材に、同位体、半減期、分子の種
類、アボガドロ数の定義など、標準的な事項を出題し
ました。アボガドロ数は化学の基本単位ですから、確
実に理解しておいてほしいと思います。

【２】　
A�　熱化学方程式、固体の溶解度、気体の法則とグラ
フなどに関する小問で、基本的な内容について問いま
した。
B�　過マンガン酸カリウムとシュウ酸の酸化還元滴定を
扱った問題、および、酸化数、酸化剤・還元剤の定
義から量的関係まで幅広く問いました。

【3】　
A�　カルシウムとその化合物、ナトリウム化合物の性質、
金属イオンの沈殿反応などに関する小問で、基本的
な内容を問いました。
B�　アンモニアの性質と製法を扱った問題、および、電
離定数を用いたアンモニアの pH の計算も問いました。
アンモニアについては、いろいろな方面から問うことが
でき、総合問題として出題されることも多いので、しっ
かり理解することが必要です。

【4】　
A�　異性体、芳香族化合物の反応、有機化合物の性
質に関する小問で、基本的な内容を問いました。構
造異性体、立体異性体、光学異性体の違いをしっか
り理解しておきましょう。
B�　脂肪族化合物の元素分析と構造を扱った問題を出
しました。化合物の分子量は気体の状態方程式を用
いて求めさせています。このような形式の問題は頻出
ですので、演習を通して理解を積み、得点源にまでで
きるようにしてほしいところです。

【1】
【解　答】（37 点）

A 問１ ⑤ 問２ ⑤
問３ ⑦ （各 4点×3）

B 問１ ア②　　イ③　　ウ④ （各 3点×3）
問２ 11460 年前 （4点）
問３ 18 種類 （4点）
問 4 a　（イ）　　b　（ウ） （各 4点×2）



【解　説】
A　小問集合
問１�　（a）氷の融解で、固体から液体への変化であるの
で融解熱。（b）生成熱とは、その成分の単体から生
じるときに発生または吸収する熱量であるから該当しな
い。これはCOの燃焼熱である。

問２�　 〔g〕析出するとする。

　　�（110-64）（110+100）＝
�����
�100 　　 ＝21.9≒22g

問３�　蒸気圧が 1.0×105�Paで沸騰するので、アの沸点
は約 30℃、イは約 60℃、ウは約 75℃、エは100℃で
ある。

B　酸化還元反応
問１�　電子を受け取る（相手から奪う）のが酸化剤、電
子を失う（相手に与える）のが還元剤。

問２�　MnO4－＋8H＋＋5e－→Mn2＋＋4H2O
　　��＋7　　　　　　　　�＋2
問３�　（COOH）2 → 2CO2＋2H＋＋2e－

　　��＋3�　　　�　＋4
問４（1）　過マンガン酸カリウム水溶液を少しずつ加えるた
　��めの器具はビュレット。
　 ��（2）　滴定が完了しないうちはMnO4－が消費されて
　��Mn2＋になるので無色である。滴定が完了した後は
　��MnO4－が余るので水溶液はうすい桃色となる。
　 ��（3）　求める濃度を� 〔mol�/L〕とすると、

　　　　�2×0.050×�10�1000＝5× ×
�8.0�
1000

　　　　� ＝0.025�mol/L
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【2】
【解　答】（37 点）

A 問１ ④ 問２ ① （各 4点×2）
問３ ⑥ （4点）

B 問１ a　① b　④ （各 3点×2）
問２ ② （4点）
問３ ④ （4点）
問 4 （1）　⑤　　　（2）　① （各 3点×2）

（3）　2.5×10－2�mol/L （5 点）

【解　説】
A　小問集合
問１�　Ca＋2H2O → Ca（OH）2＋H2より、水と反応すると
水酸化カルシウムCa（OH）2�が生成するので、水溶液
は塩基性を示す。

問２�　水和水を失うのが風解、空気中の水分を吸収して
溶けるのが潮解。

問３�　Ag＋＋Cl－→ AgCl　����　　沈殿 a　AgCl
� 　Al3＋＋3OH－→ Al（OH）3　　沈殿 c　Al（OH）3
B　窒素化合物
問１�　アンモニアは工業的には、窒素と酸素を原料とし、
400 ～ 500℃、高圧の条件下で、四酸化三鉄 Fe3O4
を触媒として合成される（ハーバー・ボッシュ法）。硝
酸は工業的には、白金を触媒としてアンモニアを酸化し、
それを水に吸収させて合成する（オストワルト法）。

問２�　アンモニアの濃度をC〔mol/L〕、電離定数をKb�と
すると、

問３�　2NH4Cl＋Ca（OH）2 → CaCl2＋2H2O＋2NH3↑よ�
り、反応物は共に固体であり、反応後は水が生成する
ので、試験管の口を下に向けて水が加熱部に直接落
ちないようにする。アンモニアの確認は濃塩酸を付けた
ガラス棒を近づけ、塩化アンモニウムの白煙が生じるか
どうかで確認する。　

� 　NH3＋HCl → NH4Cl
問４�　銅に濃硝酸を加えるとNO2 が発生する。
� Cu＋4HNO3 → Cu（NO3）2＋2H2O＋2NO2
� NO2は赤褐色で水に溶けやすく、空気よりも重い。

【3】
【解　答】（38 点）

A 問１ ② 問２ ⑥
問３ ① （各 4点×3）

B 問１ ア�③ イ�⑥ ウ�①
エ�⑦ （各 3点×4）

問２ 11.3 （5 点）
問３ ② （4点）
問４ ⑤ （5点）
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【解　説】
A　小問集合
問１�　光学異性体には不斉炭素原子が存在する。乳酸は
不斉炭素原子をもつ。

問２�　構造式で表されている化合物はナトリウムフェノキシド
で、それに高温・高圧で二酸化炭素を反応させるとサ
リチル酸ナトリウムが生成する。サリチル酸ナトリウムに
希硫酸を加えるとサリチル酸（A）が遊離し、これに
無水酢酸を反応させるとアセチルサリチル酸（B）が生
成する。（B）のアセチルサリチル酸はフェノール類でな
いため塩化鉄（Ⅲ）水溶液で呈色しない。

問３（a）酢酸カルシウムを乾留して得られるものはアセトン、
� （b）油脂を加水分解して得られるものはグリセリンで�
� �ある。

B　元素分析
問１�　燃焼管後部に酸化銅（Ⅱ）を置き、試料を完全燃
焼させる。試料を燃焼させると二酸化炭素と水が生成
する。これを別々に回収するには、Bの塩化カルシウ
ムでまず水を吸収させ、次にCのソーダ石灰で二酸化
炭素を吸収させる。

問２�　酸化銅（Ⅱ）は完全燃焼のための酸化剤である。
問３�　有機化合物X�30�mg�中のC、H、Oの質量を求める。

� 　C＝66×1244＝18�mg

� 　H＝36×2.018＝4�mg

� 　O＝30－（18＋4）＝8�mg
� これらを各々の原子量で割ることにより、各原子の物質�
� 量比が求まる。

� 　C：H：O＝1812：
�4�
1.0：
�8�
16＝3：8：1

� よって、組成式はC3H8O

【４】
【解　答】（38 点）

A 問１ ⑤ （3点）
問２ ① （3点）
問３ ② （4点）

B 問１ ア⑥　　イ②　　ウ④ （各 3点×3）
問２ ② （4点）
問３ C3H8O （5 点）
問４ 60 （5 点）

問 5 （5点）

問４�　

問５�　有機化合物Xの組成式はC3H8O、分子量は60で
あるから分子式もC3H8Oである。考えられる物質は1
－プロパノール、2－プロパノール、エチルメチルエー
テルであるが、2－プロパノールのみヨードホルム反応を
示す。

　　H　H　H
　　│　│　│　
H─C─C─C─H
　　│　│　│　
　　H��OH��H

0.050×8.3×103×360
3.0×104×0.083 60


