
1  インゲンマメの発芽と成長について，以下の各問いに答えなさい。
（1） 図 1は，インゲンマメの種子をたてにわったものです。ヨ

ウ素液をつけると青むらさき色にかわるのは，ア・イのうち
どちらの部分ですか。記号を書きなさい。また，青むらさき
色にかわるのは，そこに何がふくまれているからですか。書
きなさい。

記号（　　　　）　　　ふくまれているもの（　　　　　　　　　　）

（2） 図 2は，インゲンマメが発芽してからしばらくたったときの
ようすです。☆の部分を切り，切り口にヨウ素液をつけると，
色はかわりますか。「青むらさき色になる」・「あまりかわらない」
のどちらかを書きなさい。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（3） 次の条件 1～条件 3で，インゲンマメを育てる実験を行いました。

水と肥料

日光
条件 1 条件 2 条件 3

水

日光

水と肥料

日光

おおい

①  条件 1と条件 2の結果を比べると，インゲンマメの成長には何が必要かどうかがわか
りますか。下のア～オの中から 1つ選び，記号を書きなさい。

②  条件 1と条件 3の結果を比べると，インゲンマメの成長には何が必要かどうかがわか
りますか。下のア～オの中から 1つ選び，記号を書きなさい。

ア　水　　　イ　空気　　　ウ　適当な温度　　　エ　日光　　　オ　肥料

①（　　　　）　　②（　　　　）

図 1
ア

イ

図 2

★
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答えは『答えと考え方』

2  実や種子ができる条件を調べるために，アサガオを使って，下の図のような実験をしまし
た。この実験について，以下の各問いに答えなさい。

おしべを
すべて
とる。※

※花びらを，カッターナイフで少し切り開いておしべをとる。

ふくろを
かぶせる。

ふくろを
かぶせる。おしべの先を

めしべの先に
つける。

①

②

（1） つぼみのうちにふくろをかぶせる理由として正しいものを，次のア～ウの中から 1つ
選び，記号を書きなさい。
ア　つぼみに日光が当たると，つぼみが落ちてしまうから。
イ　実験の途

と

中
ちゅう

で，花に雨が当たらないようにするため。
ウ　つぼみが開いたとき，虫などによって柱頭に花粉がつかないようにするため。

（　　　　）

（2） この実験で，①・②の花のどちらか一方にだけ，実や種子ができました。実や種子がで
きたのはどちらの花ですか。①・②のどちらかを書きなさい。

（　　　　）

3  次の文章の（　①　）～（　③　）にあてはまる言葉をそれぞれ書きなさい。

メダカのめすが水中にたまごを産むと，おすは（　①　）をふくんだ白い液を出し
て（　②　）させる。人の場合は，男

だん

性
せい

が女性のからだの中に，（　①　）をふくん
だ白い液を送りこんで，卵（卵子）を（　②　）させる。つまり，新しい生命として
成長を始めるためには，たまごや卵（卵子）が（　②　）して，（　③　）にならな
くてはならない。

①（　　　　　　）　　②（　　　　　　）　　③（　　　　　　）

02MPM518-S1A1-



1   下の図は，2日間同じ時
じ

刻
こく

に東
とう

京
きょう

で空を観察した結果をまとめたものと，そのときの，
気象衛星の雲画像とアメダスの雨量のデータです。以下の各問いに答えなさい。

（1） 4月 1日と 4月 2日の正午は，どのような天気でしたか。「晴れ」・「くもり」・「雨」
の中から 1つ選び，書きなさい。

 4月 1日（　　　　）　4月 2日（　　　　）
（2） 4月 3日正午の東京の天気は，どのようになると考えられますか。また，そうなると

考えた理由を，日本の天気の変化の仕方に注目して，簡
かん

単
たん

に書きなさい。

天気（　　　　）

理由

4月1日　正午

大きな雲が空全体の３
分の２ほどをおおって
いた。

4月2日　正午

空が暗く，水のつぶが
空から落ちてきた。

東京の空の観察結果 気象衛星からの雲画像
4月 1日　正午

4月 2日　正午

アメダスの雨量のデータ

弱 強←→

東京

4月 1日　午前 11時～正午

弱 強←→

4月 2日　午前 11時～正午

1日後 1日後1日後
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答えは『答えと考え方』

2   次の文章の（　①　）～（　③　）にあてはまる言葉を，それぞれ下のア～カの中から 1
つずつ選び，記号を書きなさい。

台風は，南の海で発生し，ふつう（　①　）にかけて日本に近づいてきます。台風が
近づくと，雨量が（　②　），（　③　）風がふきます。

ア　夏から秋 イ　冬から春 ウ　増え エ　減
へ

り
オ　強い カ　弱い

　　 ①（　　　）②（　　　）③（　　　）

3   右の図のように，土で山を作ってみぞをつけ，水を流
しました。①はかたむきが急な所，②はかたむきがゆ
るやかな所を指しています。これについて，以下の各
問いに答えなさい。

（1） 図の①・②のうち，水の流れが速いのはどちらです
か。①・②のどちらかを書きなさい。

 （　　　）

（2） 図の①・②のうち，水を流し続けると，土がどんどんけずられていくのはどちらですか。
①・②のどちらかを書きなさい。

 （　　　）

4   次のア～カの文は，川の「上流」と「下流」を比
くら

べたときの，それぞれの特
とく

徴
ちょう

について
書かれたものです。この中から，川の「下流」について書かれたものをすべて選び，記号
を書きなさい。
ア　山の中を流れている。　　　　　　イ　水の流れがおそい。
ウ　川はばが広い。　　　　　　　　　エ　川原が広がっている。
オ　石が角ばっている。　　　　　　　カ　石が小さい。

 （　　　　　　　）

土で
作った山

①

②

みぞ

かたむき
が急な所

かたむきが
ゆるやかな
所

ホースで
水を流す。
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1  次のア～エのうち，内
ない

容
よう

が正しいものを 1つ選び，記号を書きなさい。
ア　ふりこのおもりを重くすると，ふりこが 1往復する時間は短くなる。
イ　ふりこのふれはばを小さくすると，ふりこが 1往復する時間は短くなる。
ウ　ふりこの長さを長くすると，ふりこが 1往復する時間は長くなる。
エ　ふりこのおもりは，どの位置でも，その動く速さは同じである。

 （　　　）

2  身長も体重も同じＡさんとＢさんがブランコをこ
いでいます。Ａさんはすわっていますが，Ｂさん
は立っています。このとき，ブランコがはやく 1
往復するのは，どちらですか。「Ａさん」・「Ｂさん」
のどちらかを書きなさい。

 （　　　　　　）

3  次の図は，2つの方位磁針の間に電磁石を置いたときのようすを表しています。このとき，
2つの方位磁針①・②のＮ極は，東を指していました。以下の各問いに答えなさい。

（1） 電磁石のＳ極は，図のＡ・Ｂのどちら側だと考えられますか。「Ａ」・「Ｂ」のどちらか
を書きなさい。

 （　　　）

Ａさん Ｂさん

W E
N

S
W E
N

S

① ②
Ａ Ｂ

Ｎ極Ｓ極

北

南
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答えは『答えと考え方』

（2） かん電池のつなぎ方を反対にして，電流の流れる向きを逆
ぎゃく

にすると，方位磁針①・②
の針
はり

の向きはどのようになると考えられますか。簡
かん

単
たん

に書きなさい。

  （ ）

（3） 図の電磁石を強くする方法として正しいものを，次のア～カの中からすべて選び，記号
を書きなさい。
ア　コイルのまき数を増やす。　　　　イ　コイルのまき数を減

へ

らす。
ウ　かん電池の向きを反対にする。　　エ　かん電池の数を増やして，直

ちょく

列
れつ

につなぐ。
オ　鉄しんの太さを太くする。　　　　カ　鉄しんのかわりにわりばしを入れる。

 （　　　　　　　　　）

4  右の表は，水 50mLにとける食塩・ホウ酸の量を
表したものです。水の温度を上げていったとき，水
にとける量の変化がより大きいといえるのはどち
らですか。「食塩」・「ホウ酸」のどちらかを書きな
さい。

 （　　　　　　）

5  50℃の水 50mLにミョウバンをできるだけた
くさんとかした水よう液があります。この水よう
液について，以下の各問いに答えなさい。

（1） この水よう液には，ミョウバンが何 gとけていますか。

 （　　　　　　g）

（2） この水よう液を 10℃まで冷やすと，白いつぶが出てきました。その液をろ過し，ろ紙
の上に残った白いつぶを自然にかわかしました。この白いつぶは何 gですか。

 （　　　　　　g）

水 50mlにとける量
水の温度 食塩 ホウ酸

0℃ 17.8g 1.4g
20℃ 17.9g 2.4g
40℃ 18.2g 4.4g
60℃ 18.5g 7.4g

水 50mlにとける量
10℃ 50℃

ミョウバン 3.8g 18.2g

02MPM518-S1A3-


