
1１　植物の世界

評価方法・問題例

【観察・実験の技能】
自分が調べた花について，がく，花弁，めしべ，おしべな
どの各部分に分けて整理し，つくりの特徴と数を記録しなさ
い。

【観察・実験の技能】
ツユクサの葉の裏側の表皮をプレパラートにして顕微鏡で
観察し，気孔のようすをスケッチしなさい。このとき，中央
部が開いているものと閉じているものをさがして，それぞれ
のようすをかきなさい。

【知識・理解】
次の式は，光合成の反応を模式的に表したものである。空
欄に物質名をかき入れなさい。

【科学的な思考・表現】
植物の呼吸と光合成による気体の出入りのちがいを調べた
い。
（1）調べる気体を 2つあげなさい。
（2）暗いところに置いた植物と，光の当たるところに置いた
植物では，呼吸と光合成のバランスにちがいが出る。その
ことを調べる実験方法を考えなさい。また，その理由も答
えなさい。

1 （略）

2 （略）

3 　二酸化炭素 ＋ 水
　　　→ デンプンなど ＋ 酸素

4 （1） 二酸化炭素，酸素
（2） 方法：植物をポリエチレンぶくろに入れ
たものを 2つ用意し，それぞれ，暗いと
ころと明るいところに放置する。しばらく
してから，ふくろの中の気体を，石灰水に
通す。
理由：暗いところに置いた植物は，光合
成を行わずに，呼吸のみを行う。そのため，
ふくろの中の気体は，二酸化炭素が多くな
り，石灰水は白くにごるから。

方法・問題 解答
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方法・問題 解答

実験 2
葉の表側と裏側にマニキュアをぬり，乾燥したらはがして
スライドガラスにはり，顕微鏡でAのかたちや数を調べる。
実験 1と実験 2の結果は次の通りであった。
・実験 1の結果
減った水の量は，ア，イ，ウ，エの順に多かった。エの
水の量はほとんど減っていなかった。

・実験 2の結果
Aの大きさは，葉の表側と裏側でほとんど同じであった。
数は，葉の表側よりも裏側の方が多かった。
これについて，次の問いに答えなさい。

（1）実験 1で油をたらす理由は何か。
（2）実験 2のAの名称を答えなさい。
（3）実験 1と実験 2から考えられることをすべて選びなさい。
ア　蒸散は，葉で行われる。
イ　蒸散は，葉の表側より裏側の方が多く行われる。
ウ　蒸散は，葉の裏側より表側の方が多く行われる。
エ　蒸散の量のちがいは，葉にあるAの数と関係がある。
オ　蒸散の量のちがいは，葉にあるAの数と関係がない。

【科学的な思考・表現】
蒸散と吸い上げられる水の量の関係を調べるために，実験
1と実験 2を行った。
実験 1
下のような実験装置をつくり，水面に油をたらして，光や
湿度の条件が適当な場所において，数十分後，減った水の量
を調べる。

5 （1） 水面から水が蒸発するのを防ぐため。
（2） 気孔
（3） ア，イ，エ

何も
ぬらない。

葉の裏側に
ワセリンをぬる。

葉の表側に
ワセリンをぬる。

葉をすべて
とる。

ア エウイ
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方法・問題 解答

（1）A〜 Fに，あてはまる言葉を書きなさい。
（2）Aの植物の共通点は何か。
（3）種子をつくる植物は，まとめて，何とよばれているか。
（4）Bと Cの区別は，どのような点で区別できるか。
（5）単子葉類とEは，どのような点が異なっているか。4つ
あげなさい。

（6）種子をつくる植物とAの共通点は，何か。
（7）次の植物は，どのグループに入るか。ア〜カの記号で答
えなさい。
①テッポウユリ　②マツ　③サクラ　④タンポポ
⑤イネ　⑥スギナ　⑦ゼニゴケ　⑧イチョウ　⑨ワラビ

（8）シロツメクサとスズメノカタビラを観察したところ，次
のような特徴があった。それぞれ，上の分類表のどのグルー
プに分類されるか。ア〜カの記号で答えなさい。
＜シロツメクサ＞
・花は，エンドウの花によく似たかたちの白い花がたくさん
集まっている。花弁は，エンドウと同じように，5枚あった。

・葉脈は，網目状に通っていた。
＜スズメノカタビラ＞
・花は小さく目立たない。
・葉脈は平行に通っている。
・土から引きぬくと，同じ太さの根がひげのように出ていた。

【知識・理解】
下の表は，植物の分類についてまとめたものである。次の
各問いに答えなさい。

6  （1）　A　種子をつくらない植物
  B　被子植物
  C　裸子植物
  D　コケ植物
  E　双子葉類
  F　離弁花類
 （2） 胞子でふえる。
 （3） 種子植物
 （4） 花弁の有無，胚珠が子房の中にあるか
むき出しかのちがい

 （5） 葉脈の通り方，子葉の枚数，維管束の
並び方，根のようす

 （6） 光合成を行う。
 （7） ①ウ
  ②エ
  ③イ
  ④ア
  ⑤ウ
  ⑥オ
  ⑦カ
  ⑧エ
  ⑨オ
 （8） ＜シロツメクサ＞イ
  ＜スズメノカタビラ＞ウ

種子をつく
る植物

B

C

シダ植物

D

A

E

F

単子葉類

合弁花類 ア

イ

ウ

エ

オ

カ
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方法・問題 解答

【観察・実験の技能】
次の文は，花を観察するときのルーペの使い方とスケッチ
のしかたについて述べている。下線の部分が正しければ○，
誤りがあれば正しく直しなさい。
（1）ルーペを目に近づけて，しっかり持つようにする。
（2）ルーペを前後に動かして，よく見える位置をさがす。
（3）ルーペで太陽を見てはいけない。
（4）スケッチでは，日時や特徴，まわりのようすなどの説明
をかいておく。

（5）視野の中にあるものは，すべてかく。
（6）細い線ではっきりとかく。
（7）先のまるくなった鉛筆でかく。
（8）暗い部分にかげをつけてかく。

7 （1） ○
（2） 見るもの
（3） ○
（4） ○
（5） ○
（6） ○
（7） よくけずった
（8） かげをつけないでかく

【観察・実験の技能】
次のア〜オとA〜 Fは顕微鏡の使い方を説明した文で，
下線の部分が正しければ○，誤りがあれば正しく直しなさい。
また，使うときの手順A〜 Fを正しい順序にしなさい。
ア　レンズの汚れは指でふいてもよい。
イ　観察するときは，できるだけ高倍率にして見る。
ウ　プレパラートを右に動かせば，視野の中で見えているも
のは右に移動する。
エ　倍率を高くするときは，ピントをずらしてレボルバーを
回して，高倍率の対物レンズに変える。
オ　倍率は，接眼レンズと対物レンズの数字をかけあわせた
ものである。

〔手順〕
A　横からよく見て調節ねじを回し，プレパラートをできる
だけ対物レンズに近づける。
B　顕微鏡は水平な場所に置き，直射日光の当たる窓ぎわや
光源の近くに置く。
C　プレパラートをステージにのせる。
D　しぼりを変えて，見やすい明るさに調節する。
E　接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回して，プレパ
ラートを対物レンズに近づけながらピントを合わせる。
F　反射鏡の角度を調節し，視野の中心部分が明るく見える
ようにする。

8 ア  よく洗ったガーゼなどでふく
イ  目的にあった倍率で
ウ  左に移動する
エ ピントを合わせたままレボルバーを回し
て

オ　○
〔手順〕
A  ○
B  直射日光の当たらない窓ぎわ
C  ○
D  ○
E  対物レンズから遠ざけながら
F  ○
B→ C→ A→ F→ E→ D
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方法・問題 解答

【知識・理解】
植物の分類について説明した次の文で，下線の部分が正し
ければ○，誤りがあれば正しく直しなさい。
（1）花がさいて種子をつくる植物を種子植物という。
（2）アブラナのように，めしべに子房があり，その中に胚珠
がある植物を裸子植物という。

（3）マツの花のように，子房がなく，胚珠がりん片の内側に
ついている植物を被子植物という。

（4）サクラのように，葉脈が網目状に通り，発芽のときに 2
枚の子葉が出てくる植物を，双子葉類という。

（5）双子葉類の維管束は輪の形に並び，根はひげ根がたくさ
ん生えている。

9 （1） ○
（2） 被子植物
（3） 裸子植物
（4） ○
（5） 太い 1本の主根と，そこからのびる側
根からなる。

【知識・理解】
次の文章は，シダ植物とコケ植物について，共通点を説明
したものである。正しい説明をしているものはどれか，（ア）
〜（オ）より 1つ選びなさい。
（ア）　からだの表面から直接水分を吸収する。
（イ）　雄株と雌株の区別がある。
（ウ）　胞子でふえる。
（エ）　春になると花をさかせる。
（オ）　維管束が存在する。

11

【知識・理解】
次の文章は，シダ植物についての説明である。正しい説明
をしているものを（ア）〜（オ）より 1つ選びなさい。
（ア�）　シダ植物は日の当たらない場所に生える植物なので，

光合成はしない。
（イ）　胞子のうは必ず葉の裏にできる。
（ウ）　胞子のうは雨が降っているときにはじける。
（エ�）　シダ植物は，胞子でふえたり，地下茎でふえたりする。
（オ）　根，茎，葉の区別がない。

12

【知識・理解】
被子植物を分類するときの規準になることは何か，3つあ
げなさい。

10

（ウ）

（エ）

・葉脈の通り方
・茎の維管束の並び方
・根のつくり
など
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方法・問題 解答

【知識・理解】
下の図は，ある植物の 2つの株を表している。これについ
て次の問いに答えなさい。

13 （1） ゼニゴケ
（2） B

【科学的な思考・表現】
Aさんは，校舎の北側で傘の骨のような形をしたゼニゴ
ケを採集してきた。しばらく水をやって育てているが，なか
なか胞子のうが熟さず胞子ができない。その理由として考え
られることを，50 字以内で説明しなさい。

15

【観察・実験の技能】
次の写真は，シダ植物の一部分である。（ア）〜（ウ）の
名称を答えなさい。

14

Aさんは雌株のみを採集してきて雄株を採集
してこなかったので，胞子ができないと考え
られる。（44字）

（ア）茎
（イ）根
（ウ）葉の柄

（1）図の植物名を答えな
さい。

（2）A と B のどちらが
雌株か，答えなさい。 A B

（ア） （ウ）

（イ）


