
【FdData中間期末：中学理科1年】 
 [シダ植物] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[シダ植物のなかま] 
[問題](1学期期末) 
イヌワラビ，ゼンマイ，スギナ，ノキ

シノブなどのなかまを何植物というか。 
 
[解答]シダ植物 
[解説] 
シダ植物とコケ

植物は種子では

なく胞子
ほ う し

でふえ

る。シダ植物には，イヌワラビ，ゼンマ

イ，スギナ，ノキシノブなどがある。 
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※出題頻度：「シダ植物〇」「イヌワラビ

〇」「ゼンマイ〇」「スギナ△」 
「ノキシノブ△」 
 
 
[問題](前期期末) 
次の[  ]の中からシダ植物を 2 つ選

べ。 
[ チューリップ タンポポ ゼンマイ 
 イネ アサガオ イヌワラビ ] 
 
[解答]ゼンマイ，イヌワラビ 
[解説] 
チューリップ，タンポポ，イネ，アサガ

オは種子植物の中の被子植物である。 
 
 



[問題](2学期中間) 
イヌワラビのような，なかまのふやし

方をする植物を，次の[  ]からすべて

選べ。 
[ ノキシノブ トウモロコシ イチョウ 
 ゼンマイ スズメノカタビラ 
 スギナ ] 
 
[解答]ノキシノブ，ゼンマイ，スギナ 
[解説] 
トウモロコシ，イチョウ，スズメノカタ

ビラなどの種子植物は種子でふえる。こ

れに対し，イヌワラビ，ノキシノブ，ゼ

ンマイ，スギナなどのシダ植物は胞子で

ふえる。 
 
 



[シダ植物の根・茎・葉] 
[問題](1学期期末改) 
 イヌワラビなどの

シダ植物は，葉・茎・

根の区別がある。右図

のアとイの部分が葉

である(イは葉の柄で，

茎ではない)。ウが( X )の部分で，ふ

つう土の中にある。エの部分が根で，か

らだを支え，水などを吸い上げるはたら

きをする。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]茎 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
イヌワラビ，ゼンマイなどのシダ植物は，

葉
は

・茎
くき

・根
ね

の区別がある。問題の図のア，

イの部分が葉である(イは葉の柄
え

で，茎で

はない)。ウが茎の部分で，ふつう土の中

にある(地下茎
ち か け い

)。エの部分が根で，から

だを支え，水などを吸い上げるはたらき

をする。 
※出題頻度：「葉(図)◎」「茎(地下茎) (図)
◎」「根(図)◎」 



[問題](2学期中間) 
右はイヌワラビの

図である。葉・茎・根

について，正しく述べ

たものを，次のア～エ

から1つ選び，記号で

答えよ。 
ア aは根，bは茎，cとd は葉である。 
イ aは根，bと cは茎，d は葉である。 
ウ aとbは根，cは茎，d は葉である。 
エ 根・茎・葉の区別はない。 
 
[解答]ア 
 
 



[問題](前期期末) 
右の図は，イ

ヌワラビのか

らだの一部を

示したもので

ある。イヌワラ

ビの根，茎，葉

は図のa～dの

どれか。それぞれすべて選び，記号で答

えよ。 
 
[解答]根：d 茎：c 葉：aとb 
 



[問題](1学期期末) 
右の図は，イ

ヌワラビであ

る。各問いに答

えよ。 
(1) イヌワラ

ビの葉はa
～dのどの

部分か。 
(2) イヌワラビの根と茎はそれぞれ a～

dのどの部分か。 
(3) イヌワラビの茎は地面下にあること

から特に何というか。 
(4) イヌワラビのような植物のなかまを

何というか。 
 
 



[解答](1) aとb (2)根：d 茎：c 
(3) 地下茎 (4) シダ植物 
 
 
[ふえかた・生育場所] 
[問題](1学期期末改) 
 シダ植物は

( X )でふえ，

種子植物とち

がって花は咲

かない。葉の裏

の(X)のう(図の a)で(X)(図の b)がつくら

れる。(X)は，しめった場所に落ちると発

芽し，成長する。文中のXに適語を入れ

よ。 
 
[解答]胞子 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
シダ植物は胞子

ほ う し

でふえ，種子植物とちが

って花は咲かない。葉の裏の胞子のうで

胞子がつくられる。胞子は，しめった場

所でないと発芽
は つ が

しないので，シダ植物は，

一般的に日あたりが悪くしめったところ

に生育する。 
※出題頻度：「葉の裏〇」「胞子のう◎」

「胞子◎」 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右図のX，Y の名

称を答えよ。 
(2) X は葉の表と裏の

どちらにあるか。 
 
[解答](1)X 胞子のう Y 胞子 
(2) 葉の裏 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) イヌワラビは花が咲くか，咲かない

か。 
(2) イヌワラビが子孫を残すためにつく

る，種子植物の種子にあたるものは

何か。 
(3) (2)はどこでつくられるか。 
(4) (3)はどこにあるか。 
(5) イヌワラビは，一般的にどのような

ところに生えているか。次のア～ウ

から選べ。 
ア 日あたりが悪くしめったところ。 
イ 日あたりがよく乾燥したところ。 
ウ どんなところにも生えている。 

 
[解答](1) 咲かない (2) 胞子 (3) 胞子

のう (4) 葉の裏 (5) ア 



[シダ植物全般] 
[問題](1学期中間) 
 図 1 は，イヌワラビの模式図である。

次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) イヌワラビのような植物のなかまを

何というか。 
(2) イヌワラビの茎の部分はどこか。図

1 の A～D の中から選び，その記号

を答えよ。 



(3) 図2のXは，図1のどの部分にある

か。次のア～エから選べ。 
ア Aの表側 イ Aの裏側 
ウ Bの部分 エCの部分 

(4) 図2のXの名称を答えよ。 
(5) 図2のYはXの中に入っていたもの

である。Yの名称を答えよ。 
 
[解答](1) シダ植物 (2) C (3) イ 
(4) 胞子のう (5) 胞子 
 



[問題](前期期末) 
図1は，シダ植物のなかまであるイヌ

ワラビのからだのつくりを表しており，

図2は，なかまをふやすために葉にでき

る特別なつくりを観察したときの様子を

表している。これについて，次の各問い

に答えよ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) シダ植物は，花が咲くか，それとも

咲かないか。 
(2) 図 1 で，茎を示している部分は，ア

～エのうちのどれか。 



(3) 図 1 で，葉を示している部分は，ア

～エのうちのどれか。 
(4) 図 2 は，葉の表と裏のどちらについ

ているか。 
(5) 図2のAの部分を何というか。 
(6) 図 2 のように，A の中から飛び出す

小さな粒Bを何というか。 
(7) イヌワラビは，日あたりがよく乾燥

したところと日あたりが悪くしめっ

たところでは，どちらによく見られ

るか。 
(8) イヌワラビのなかまを次の[  ]か

らすべて選べ。 
[ スギ ゼンマイ イネ スギナ ア

ヤメ ワカメ ] 
[解答](1) 咲かない (2) エ (3) アとウ 

(4) 葉の裏 (5) 胞子のう (6) 胞子 
(7) 日あたりが悪くしめったところ 
(8) ゼンマイ，スギナ 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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