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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

教育出版

□❶ルーペの使い方…ルーペの倍率は， 5～（　ア　）倍程
度である。野外の観察に便利である。観察するものが動
かせるときには（　イ　）だけを前後に動かしてピント
を合わせ，観察するものが動かせないときには（　ウ　）
を前後に動かしてピントを合わせる。ルーペで（　エ　）
を見たり，観察するものを（　エ　）にかざして見たり
しない。

□❷スケッチのかき方…芯を細くけずった鉛筆を使用し，
細い（　オ　）と小さい（　カ　）ではっきりかく。
（　オ　）を重ねたり，ぬりつぶしたり，（　キ　）をつ
けたりしない。対象とするものだけを正確にかく。観察
したときに気づいたことを簡単な文章で記録しておく。

□❸顕微鏡の使い方…顕微鏡の倍率は，40 ～（　ク　）倍程
度である。倍率は（　ケ　）レンズの倍率に（　コ　）レ
ンズの倍率をかけることによって求める。顕微鏡を運ぶ
ときには，一方の手で（　サ　）をもち，他方の手で
（　シ　）を下から支えるように注意する。（　ス　）の
内部にごみが入らないように，（　セ　）レンズ，
（　ソ　）レンズの順で取りつける。顕微鏡を（　タ　）
が当たる場所に置いたり，水平ではない場所に置いたり
しない。

●要点と重要用語の整理  

1 章 身のまわりの生物を観察しよう 教科書p.128～141

（ア） 10

（イ） 観察するもの

（ウ） 顔

（エ） 太陽

（オ） 線

（カ） 点

（キ） 影

（ク） 600

（ケ） 接眼（対物）

（コ） 対物（接眼）

（サ） アーム

（シ） 鏡台

（ス） 鏡筒

（セ） 接眼

（ソ） 対物

（タ） 直射日光
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

1 右の図は，タンポポの花の集まりか
ら一つの花を取り出し，ルーペで観察
したときのスケッチである。タンポポ
の一つの花を観察するときのルーペの
使い方として正しいものを次のア～ウ
から選びなさい。
ア．ルーペを目から10cmほどはなしてもち，花を前後
に動かしてピントを合わせる。
イ．花を目から30cmほどはなしてもち，ルーペを前後
に動かしてピントを合わせる。
ウ．ルーペを目に近づけて固定し，花を前後に動かして
ピントを合わせる。

2 顕微鏡について次の問いに
答えなさい。
⑴　図のＡ～Ｊの部分は，それ
ぞれ何とよばれるか。
⑵　接眼レンズが15倍，対物
レンズが40倍のとき，顕微
鏡の倍率は何倍になるか。
⑶　顕微鏡の使い方として正し
いものを次のア～ウから選び
なさい。
ア．反射鏡に直射日光を当てて観察する。
イ．水平な台の上に置いて観察する。
ウ．対物レンズを近づけながらピントを合わせる。

ウ

⑴

Ａ：接眼レンズ
Ｂ：鏡筒
Ｃ：対物レンズ
Ｄ：ステージ
Ｅ：反射鏡
Ｆ：鏡台
Ｇ：クリップ
Ｈ：アーム
Ｉ：レボルバー
Ｊ：調節ねじ

⑵ 600倍

⑶ イ

●練習問題  

1 章 身のまわりの生物を観察しよう 教科書p.128～141
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

教育出版

□❶花のつくり…アブラナやツツジの花にはめしべ，おし
べ，（　ア　），がくがある。めしべの先端の部分を
（　イ　），もとのふくらんでいる部分を（　ウ　）といい，
子房のなかには（　エ　）がある。おしべの先端の袋を
（　オ　）といい，（　オ　）のなかには（　カ　）が入っ
ている。（　ア　）が１枚１枚はなれている花を（　キ　）
といい，（　ア　）が一つにくっついている花を（　ク　）
という。

□❷花のはたらき…花粉が柱頭につくことを（　ケ　）と
いう。（　ケ　）のあと，子房は（　コ　）となり，胚珠
は（　サ　）となる。花は，（　サ　）をつくり，子孫を
ふやすはたらきをしている。

□❸マツの花と種子…マツの花には雌花と雄花があり，雌
花のりん片には胚珠が，雄花のりん片には（　シ　）が
ある。雌花には子房がなく，胚珠はむき出しになってい
る。

□❹種子植物…胚珠がむき出しになっている植物を
（　ス　）といい，胚珠が子房のなかにある植物を
（　セ　）という。花をさかせ，種子をつくって子孫を
ふやす植物を（　ソ　）という。

●要点と重要用語の整理  

2 章 花のつくりとはたらき 教科書p.142～150

（ア） 花弁

（イ） 柱頭

（ウ） 子房

（エ） 胚珠

（オ） やく

（カ） 花粉

（キ） 離弁花

（ク） 合弁花

（ケ） 受粉

（コ） 果実

（サ） 種子

（シ） 花粉のう

（ス） 裸子植物

（セ） 被子植物

（ソ） 種子植物
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

1 下の図は，アブラナとマツの花のつくりを示したもの
である。次の問いに答えなさい。

⑴　図１，２のａ～ｉの部分は，それぞれ何とよばれるか。
⑵　図２のア，イは，それぞれ何とよばれるか。
⑶　次のそれぞれの植物は，図１，２のどちらのなかまに
入るか。
　エンドウ　　　ソテツ　　　イチョウ　　　ツツジ
⑷　⑶であげた植物には花弁が一つにくっついているもの
があるが，それはどれか。
⑸　図１を見て，次の文の（　）に適切な言葉を入れなさい。
　　花がさくと，ｆの内部の（　ア　）が昆虫や風など
によって運ばれてｇにつく。やがてｃは（　イ　）と
なり，ｂは（　ウ　）となる。

⑴

ａ：おしべ
ｂ：子房
ｃ：胚珠
ｄ：がく
ｅ：花弁
ｆ：やく
ｇ：柱頭
ｈ：花粉のう
ｉ：胚珠

⑵
ア：雄花
イ：雌花

⑶

図１：エンドウ
　　　ツツジ
図２：ソテツ
　　　イチョウ

⑷ ツツジ

⑸
ア：花粉
イ：種子
ウ：果実

●練習問題  

2 章 花のつくりとはたらき 教科書p.142～150
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中学校理科１　単元３　植物の世界

教育出版

□❶根のつくりとはたらき…植物には，（　ア　）から
（　イ　）が出るもの，根もとから多数の（　ウ　）が出
るものがある。根には，（　エ　）が無数に生えている。
根は，土のなかに広がって体を支え，表面から水や養分
を吸収するはたらきをしている。

□❷茎のつくりとはたらき…根から吸収された水や養分が
通る管を（　オ　）といい，葉でつくられた栄養分が通
る管を（　カ　）という。（　オ　）の束や（　カ　）の束
をあわせて（　キ　）という。茎の（　キ　）の分布には，
円形に並んでいるものと，全体に散らばっているものが
ある。茎は，水や養分，栄養分を通し，花や果実，葉な
どをつけ，体を支えるはたらきをしている。

□❸葉のつくり…葉に通る筋を（　ク　）という。（　ク　）
には，網の目のように広がっている（　ケ　），平行に
並んでいる（　コ　）がある。

□❹細胞…ツバキの葉の断面を顕微鏡で観察すると，多数
の（　サ　）があることがわかる。植物の体も動物の体も，
多数の（　サ　）からできている。

□❺気孔…２個の（　シ　）に囲まれた隙間を（　ス　）と
いい，（　シ　）のはたらきによって開いたり閉じたりし
ている。

□❻蒸散…植物の体から水が水蒸気となって出ていく現象
を（　セ　）という。

●要点と重要用語の整理  

3 章 根・茎・葉と水のゆくえ 教科書p.151～160

（ア） 主根

（イ） 側根

（ウ） ひげ根

（エ） 根毛

（オ） 道管

（カ） 師管

（キ） 維管束

（ク） 葉脈

（ケ） 網状脈

（コ） 平行脈

（サ） 細胞

（シ） 孔辺細胞

（ス） 気孔

（セ） 蒸散
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

1 下の図は，それぞれ根のつくりを示したものである。
次の問いに答えなさい。

⑴　図２のような根のつくりを何というか。
⑵　図１，２のどちらでも，根の先端に近い部分などには
細かい毛のようなものが多数見られる。これを何という
か。

2 道管と師管について，次の問いに答えなさい。
⑴　師管にはどのようなはたらきがあるか。簡単に説明し
なさい。
⑵　道管の束と師管の束を合わせて何というか。

3 右の図は，ツユクサの
葉の表皮のプレパラート
を顕微鏡で観察したとき
のスケッチである。図の
ａの部分を何というか。
また，どのようなはたら
きがあるか。簡単に説明しなさい。

⑴ ひげ根

⑵ 根毛

⑴ 葉でつくられた栄養
分を通すはたらき。

⑵ 維管束

気孔
二酸化炭素と酸素を出し
入れさせたり水（水蒸気）
を出したりするはたらき。

●練習問題  

3 章 根・茎・葉と水のゆくえ 教科書p.151～160
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中学校理科１　単元３　植物の世界

教育出版

□❶光合成…植物は日光を受け取り，（　ア　）などの栄養
分をつくっている。このはたらきを（　イ　）という。
多くの植物は，おもに葉で（　イ　）を行っている。ど
の植物でも，葉はたがいに重なり合わないようにつき，
どの葉でも（　イ　）を行うことができるようになって
いる。

□❷光合成が行われる場所…葉の細胞のなかには多数の緑
色の粒が見られる。この粒を（　ウ　）という。葉が緑
色に見えるのは，細胞のなかに（　ウ　）があるためで
ある。（　イ　）は，（　ウ　）で行われている。

□❸光合成の原料…植物は，（　ウ　）で，（　エ　）と水を
原料として，太陽の（　オ　）のエネルギーを使って，
（　ア　）などの栄養分をつくるとともに，（　カ　）を
つくっている。

□❹葉緑体でつくられた栄養分のゆくえ…葉緑体でつくら
れたデンプンなどの栄養分は，水にとけやすい物質に変
化したあと，（　キ　）を通って体全体の細胞に移動し，
生命の維持や成長のための原料として使われたり，一部
が再びデンプンなどの栄養分に変化して根や茎，果実や
種子などにたくわえられたりしている。

□❺光合成と呼吸…植物は，体全体で昼も夜も（　ク　）
を行っている。昼は（　ケ　）をさかんに行っているこ
とから，全体としては（　コ　）を取り入れ，（　サ　）
を出しているように見える。

●要点と重要用語の整理  

4 章 葉と日光 教科書p.161～171

（ア） デンプン

（イ） 光合成

（ウ） 葉緑体

（エ） 二酸化炭素

（オ） 光

（カ） 酸素

（キ） 師管

（ク） 呼吸

（ケ） 光合成

（コ） 二酸化炭素

（サ） 酸素
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

1 オオカナダモを用いて葉の内部のデンプンがつくられ
る場所を調べた。次の問いに答えなさい。
⑴　この実験の方法として正しいものを次のア～オからす
べて選びなさい。
ア．オオカナダモに日光を十分に当てる。
イ．オオカナダモの先端近くの葉を取ってプレパラート
を作製する。
ウ．オオカナダモの葉を脱色するときには熱湯に入れた
あとに湯で温めたエタノールに入れる。
エ．熱湯に入れる時間は30秒程度がよい。
オ．顕微鏡の倍率は40倍程度がよい。
⑵　オオカナダモの葉のプレパラートを作製して顕微鏡で
観察したところ，細胞のなかに緑色の粒が多数見られた。
これを何というか。
⑶　オオカナダモの葉を湯で温めたエタノールに入れると，
エタノールにどのような変化が見られるか。
⑷　脱色したオオカナダモの葉のプレパラートを作製し，
ヨウ素液をかけて顕微鏡で観察したところ，細胞のなか
の粒がある色に変化した。この変化から，どのようなこ
とがいえるか。

⑴ ア，イ，ウ，エ

⑵ 葉緑体

⑶ 緑色になる。

⑷ 葉緑体にデンプンが
ある。

●練習問題  

4 章 葉と日光 教科書p.161～171
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□❶双子葉類と単子葉類…被子植物は，子葉が２枚の
（　ア　），子葉が１枚の（　イ　）の二つのなかまに分
けることができる。

□❷離弁花類と合弁花類…双子葉類は，花弁がはなれてい
る花をもつ（　ウ　）と，花弁がくっついている花をも
つ（　エ　）の二つのなかまに分けることができる。

□❸シダ植物…イヌワラビなどの植物のなかまを（　オ　）
という。（　オ　）には，葉，茎，根の区別があり，維管
束がある。イヌワラビなどでは，葉の裏側に（　カ　）
が見られ，なかには（　キ　）が入っている。（　オ　）は，
（　キ　）をつくって子孫をふやしている。

□❹コケ植物…ゼニゴケなどの植物のなかまを（　ク　）
という。（　ク　）には，葉，茎，根の区別がなく，維管
束がない。根のように見えるものは（　ケ　）とよばれる。
（　ク　）も，（　コ　）をつくって子孫をふやしている。

□❺植物の分類…植物には多様な種があるが，それぞれの
植物の体のつくりの特徴を手がかりにすると，植物を
（　サ　）することができる。

●要点と重要用語の整理  

5 章 植物のなかま 教科書p.172～183

（ア） 双子葉類

（イ） 単子葉類

（ウ） 離弁花類

（エ） 合弁花類

（オ） シダ植物

（カ） 胞子のう

（キ） 胞子

（ク） コケ植物

（ケ） 仮根

（コ） 胞子

（サ） 分類
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自然の探究
中学校理科１　単元３　植物の世界

1 下の図は，植物の体のつくりの特徴にもとづき，６種
類の植物をＡ～Ｆの六つのグループに分類したものであ
る。次の問いに答えなさい。

⑴　６種類の植物をＡ，Ｂの二つのグループに分類したと
き，どのような特徴にもとづいて分類したと考えられる
か。簡単に説明しなさい。
⑵　マツを除いた５種類の植物をＣ，Ｄの二つのグループ
に分類したとき，どのような特徴にもとづいて分類した
と考えられるか。簡単に説明しなさい。
⑶　アサガオ，ツツジ，アブラナをＥ，Ｆの二つのグルー
プに分類したとき，どのような特徴にもとづいて分類し
たと考えられるか。簡単に説明しなさい。

2 種子をつくらない植物のなかま（シダ植物とコケ植物）
について，次の問いに答えなさい。
⑴　種子をつくらない植物にはなく，種子をつくる植物に
は必ずある体のつくりを漢字１字で答えなさい。
⑵　種子をつくる植物にはなく，種子をつくらない植物に
は必ずあるものを漢字２字で答えなさい。
⑶　コケ植物の体のつくりを観察すると，根のようなもの
が見られるが，これを何というか。また，そのはたらき
を簡単に説明しなさい。

⑴ 子房があるかないか
で分類した。

⑵

子葉が２枚か１枚か
（葉脈が網状脈か平
行脈か，根が主根と
側根からなるかひげ
根だけからなるか，
茎の維管束が円形に
並ぶか散らばるか）
で分類した。

⑶

花弁が１枚１枚はな
れているか一つに
くっついているかで
分類した。

⑴ 花

⑵ 胞子

⑶
仮根，体を地表に固
定するはたらきをし
ている。

●練習問題  

5 章 植物のなかま 教科書p.172～183

C D
E F

A B

マツ ツユクサ

ユリ

アサガオ

ツツジ

アブラナ


