
【FdData中間期末：中学理科2年】 
[細胞のつくり] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[細胞の各部の名称] 
[問題](1学期期末) 
 右の図は，動物の

細胞を模式的に表し

たものである。図の

A，B の部分の名称

を書け。 
 
[解答]A 核 B 細胞膜 
 

http://www.fdtext.com/dat/fdata_r2s0_new.pdf
http://www.fdtext.com/dat/fdata_r2s0_new.pdf


[解説] 
 

 

 

 

 

 

 
 

動物の細胞では外側を細胞
さいぼう

膜
まく

が囲み，そ

の内側に核
かく

などがある。核は1つの細胞

に 1 個あり，染色
せんしょく

液
えき

(酢酸
さくさん

オルセインや

酢酸カーミン)で赤色に染まる。 

植物の細胞では外側を細胞壁
さいぼうへき

が囲んでい

る。細胞壁の内側には細胞膜がある。細

胞膜の内側には，核
かく

，葉緑体
ようりょくたい

，液胞
えきほう

など

がある。 



細胞の細胞壁と核以外の部分(細胞膜・葉

緑体・液胞など)を細胞質
さいぼうしつ

という。 

 

※この単元で出題頻度が高いのは「核」

「細胞膜」「細胞壁」「葉緑体」「液胞」で

ある。「細胞質」「光合成」もときどき出

題される。 
 



[問題](1学期期末) 
次の図は，植物の細胞を顕微鏡で見た

ものである。図の中に示されている①～

⑤の部分の名称を書け。ただし，②は③

の内側にある。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① 核 ② 細胞膜 ③ 細胞壁 
④ 葉緑体 ⑤ 液胞 
 

 

 



[問題](1学期期末) 
次の図のA，B は細胞のつくりを示す

模式図である。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の A，B のうち，植物の細胞はど

ちらか。記号で答えよ。 
(2) 図のア～オの部分の名称を答えよ。 
(3) 細胞の中で，アとエ以外の部分をま

とめて何というか。 
 
[解答](1) A (2)ア 細胞壁 イ 葉緑体 
ウ 細胞膜 エ 核 オ 液胞 
(3) 細胞質 



[解説] 
※「図の A，B のうち，植物(動物)の細

胞はどちらか。」は出題頻度が高い。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の図は，2 種類の細胞を模式的に示

したものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 次の①～④の部分を，図のア～カか

ら選び，記号を書け。 
① 核    ② 細胞膜 
③ 細胞壁  ④ 葉緑体 

(2) 図のア～エから細胞質であるものを

すべて選べ。 
(3) 植物の細胞は，A，Bのどちらか。 



[解答](1)① ウ ② イ ③ カ ④ エ 
(2) ア，イ，エ，オ (3) B 
[解説] 
(2)細胞壁(カ)と核(ウ)をふくまないその

ほかの部分を細胞質という。 
 
 



[細胞の各部のはたらき] 
[問題](1学期期末) 
図1は動物と植物の細胞のつくり， 

図2は図1の植物細胞の□の部分を拡大

した模式図である。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 1 つの細胞に 1 個あり，染色液でよ

く染まる部分はどこか。図の A～F
から1つ選び，記号と名称を書け。 

(2) 植物のからだを支えるのに役立って

いる部分はどこか。図のA～Fから1
つ選び，記号と名称を書け。 

(3) 光合成を行う部分はどこか。図の A
～F から 1 つ選び，記号と名称を書

け。 
 
[解答](1) A，核 (2) F，細胞壁 
(3) D，葉緑体 
 



[解説] 
 
 
 
 
細胞の各部のはたらきや特徴は次の通り

である。 
核：1 つの細胞に 1 個ある。染色液でよ

く染まる。 
細胞
さいぼう

膜
まく

：細胞質
さいぼうしつ

の外側にあるうすいつく

り。 
葉
よう

緑体
りょくたい

：緑色の小さい粒で，光合成
こうごうせい

を行

う。 
細胞壁
さいぼうへき

：植物のからだを支えるのに役立

っている。 
液胞
えきほう

：細胞の活動でできた物質や水が入

っている。 



※この単元で出題頻度が高いのは「光合

成」「植物のからだを支える」「細胞の活

動でできた物質や水」である。 
 
 
[問題](前期期末) 
 植物の細胞について，次の各問いに答

えよ。 
(1) 葉緑体はどのようなはたらきを行っ

ているか。漢字3字で答えよ。 
(2) 細胞壁はどのようなことに役立って

いるか。 
(3) 細胞の活動でできた物質や水が入っ

ている部分の名前を答えよ。 

 
[解答](1) 光合成 (2) 植物のからだを

支えるのに役立っている。 (3) 液胞 



[問題](1学期期末) 
次の図は，細胞のつくりを模式的に表

したものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図は，植物と動物のどちらの細胞を

表したものか。 
(2) 細胞のつくりで，次の説明にあては

まる部分を，図から選び，記号で答

えよ。またその部分の名前も答えよ。 
① 光合成を行う。 
② 染色液でよく染まる部分である。 



③ 細胞質の一部で，細胞の活動に

ともなってできた物質や水が入

っている。 
④ じょうぶなしきりで，植物のか

らだを支えるのに役立っている。 

⑤ 細胞質のいちばん外側にあるう

すいつくりである。 
 
[解答](1) 植物 (2)① ウ，葉緑体 
② ア，核 ③ オ，液胞 ④ エ，細胞壁 
⑤ イ，細胞膜 
 
 



[よりくわしい細胞のつくり] 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) からだをつくっている一つ一つの細

胞が，生きていくためのエネルギー

をとり出して，二酸化炭素を出して

いる。この現象を何というか。 
(2) (1)のはたらきと関係が深いのは，次

の[  ]のうちのどれか。 
  [ ミトコンドリア ゴルジ体 

 リボソーム ] 
 
[解答](1) 呼吸 (2) ミトコンドリア 
[解説] 
細胞には細かい構造がある。ミトコンド

リアは酸素を使って，養分からエネルギ

ーを取り出す呼吸を行う。 
ゴルジ体は細胞の中でつくられた物質が，



適切な場所ではたらけるようにする。 
リボソームはタンパク質をつくる。 
 
※この単元はときどき出題される。 
 
 
[問題](1学期中間) 
細胞には細かい構造がある。次の①～

③に関わっている部分の名前を答えよ。 
① 細胞の中でつくられた物質が，適切

な場所ではたらけるようにする。 
② 酸素を使って，養分からエネルギー

を取り出す。 
③ タンパク質をつくる。 
 
[解答]① ゴルジ体 ② ミトコンドリア 
③ リボソーム 
 



[植物の細胞と動物の細胞の違い] 
[問題](2学期中間) 
植物の細胞にしかない部分を次の

[  ]からすべて選べ。 
[ 細胞膜 細胞壁 液胞 葉緑体 核 ] 
 
[解答]細胞壁，液胞，葉緑体 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※この単元で出題頻度が高いのは「植物

の細胞にのみある部分(葉緑体，細胞壁，

液胞)」である。「植物と動物の細胞に共

通してある部分(核，細胞膜)」もときど

き出題される。 
 
 
[問題](1学期期末) 
植物の葉の細胞にはあって，動物の細

胞にはない部分の名称を3つ書け。 
 
[解答]葉緑体，細胞壁，液胞 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ①次の図は植物と動物のどちらの細

胞か。②また，そう判断した理由を

書け。 
 
 
 
 
 
(2) 動物，植物のどちらの細胞にも共通

してあるものは何か。名前を2つ書

け。 
 
[解答](1)① 植物 ② 動物細胞にはない

葉緑体，細胞壁，液胞があるから。 
(2) 核，細胞膜 



[問題](1学期中間) 
次のA～Cは，下のア～ウのどの細胞

か。それぞれ1つずつ選び記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア ヒトのほおの内側 
イ タマネギの内側の表皮 
ウ オオカナダモの若い葉 
 
[解答]A：イ B：ウ C：ア 



[解説] 
C は細胞壁がなく各細胞がばらばらにな

っているので動物の細胞(ヒトのほおの

内側)である。A と B は細胞壁によって

細胞が整然と並んでいるので植物の細胞

である。Bには葉緑体があるのでオオカ

ナダモの若い葉の細胞である。A には葉

緑体がないのでタマネギの内側の表皮の

細胞である(タマネギの表皮の部分は地

下にあり光合成を行わない)。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の各問いに答えよ。 

(1) オオカナダモの葉を観察したとき，

緑色の小さい粒がゆっくりと動いて

いた。この粒は何か。 
(2) タマネギの表皮の細胞には，(1)はみ

られない。なぜだと考えられるか。 
 
[解答](1) 葉緑体 (2) タマネギの表皮

の部分は地下にあり光合成を行わないか

ら。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図のA～C は，ヒトのほおの内側

の細胞，タマネギの表皮の細胞，オオカ

ナダモの葉の細胞のいずれかを，顕微鏡

で観察してスケッチしたものである。次

の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) A～C のすべての細胞の中にある，

染色液でよく染まる丸い粒を何とい

うか。 
(2) (1)で使う染色液を1つ答えよ。 
(3) A の細胞の中にある緑色の粒を何と

いうか。 
(4) (3)の粒の部分で行われているはたら

きを何というか。 
(5) 細胞壁をもたない細胞は，A～C の

どれか。 
(6) タマネギの表皮の細胞は，A～C の

どれか。 
 
[解答](1) 核 (2) 酢酸オルセイン(酢酸

カーミン) (3) 葉緑体 (4) 光合成 
(5) B (6) C 
 



[問題](1学期中間) 
 次の図は，「ヒトのほおの粘膜」と「タ

マネギの表皮」の細胞を顕微鏡で観察し

たときのスケッチである。これについて

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ヒトのほおの粘膜の細胞のつくりを

示したものは，A，Bのどちらか。 
(2) ア，イの各部分の名称を答えよ。 



(3) この観察を行ったとき，細胞を染色

液で染色した。他の部分に比べ，よ

く染色された部分はどこか。図のア，

イから選び，記号で答えよ。 
(4) 図のAの細胞は，規則正しく並んで

見えたが，B の細胞はバラバラにな

って見えた。その理由を簡単に説明

せよ。 
 
[解答](1) B (2)ア 核 イ 細胞膜 
(3) ア (4) Bの動物の細胞にはAの植物

の細胞と違って細胞壁がないため。 
[解説] 
(4) B の動物の細胞には細胞壁がないた

め，1つ1つの細胞がバラバラになる。 
 
 



[その他] 
[問題](1学期中間) 
細胞の発見の歴史について下の文の①

～④にあてはまる語を語群から選べ。 
細胞は，1665 年に( ① )(国名)の

( ② )(人名)によって発見された。彼は

顕微鏡を用いて( ③ )を観察し，無数

の小さな部屋があるのを見つけた。それ

を( ④ )と名付けた。 
[語群] 
[ ドイツ フランス イギリス 
 オランダ スイス コルク片 
 ほおの細胞 ホウセンカの茎 
 マツの葉 フック クック 
 ブラウン メンデル ワトソン 
クリック 細胞 部屋 ] 

 



[解答]① イギリス ② フック 
③ コルク片 ④ 細胞 
 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
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