
【FdData中間期末：中学理科2年】 
 [心臓] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[心臓のつくり] 
[問題](前期中間改) 
心臓には 4 つ部屋が

あるが，全身に血液を送

り出せるように，4つの

部屋の中でもっとも厚

い筋肉でできている右

図 X の部屋を何というか。次の[  ]か
ら選べ。 
[ 右心室 左心室 右心房 左心房 ] 
 
[解答]左心室 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
心臓は4つの部屋からできており，血液

が戻ってくる心房
しんぼう

(右
う

心房・左
さ

心房)と，

血液を押し出す心室
しんしつ

(右心室・左心室)が
交互
こ う ご

に 収縮
しゅうしゅく

することで血液の流れを作

り出している。(紙面を見たとき左にある

のが右心房・右心室で，左右が，一見す

ると反対になることに注意) 左心室は

全身に血液を送り出せるように，4 つの

部屋の中でもっとも厚い筋肉でできてい

る。心房と心室の間には弁
べん

があって，血



液の逆流をふせぎ，心房→心室の方向に

のみ流れるようにしている。また，心室

と血管(肺動脈・大動脈)の間にも弁があ

る。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「左心室」である。「右心房」「左心房」

「右心室」の出題頻度も高い。「左心室の

筋肉がもっとも厚い」「弁」「逆流を防ぐ

ため」もよく出題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
右の図はヒトの

心臓を示したもの

である。次の各問

いに答えよ。 
(1) A～D は心臓

の各部屋を示している。それぞれの

名前を次の[  ]から選べ。 
[ 右心室 左心室 右心房 
 左心房 ] 

(2) A～D の中で最も筋肉が厚くできて

いる部屋はどこか。 
(3) 血液の逆流を防ぐためにある図中の

PやQは何か。 
 
[解答](1)A 右心房 B 左心房 C 右心

室 D 左心室 (2) D (3) 弁 



[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) A～D は心

臓の各部屋

を示してい

る。それぞれ

の名前を答

えよ。 
(2) 図中の X の

つくりは静脈にも見られる。①X の

名称を答えよ。②また，そのはたら

きを簡単に説明せよ。 
(3) 図の A～D の部屋のうち，最も筋肉

が厚くなっているのはどこか。①記

号で答えよ。②また，そのようなつ

くりになっている理由を答えよ。 
 



[解答](1)A 右心房 B 右心室 C 左心

室 D 左心房 (2)① 弁 ② 血液の逆

流を防ぐはたらき。 (3)① C ② 全身

に血液を送り出す必要があるから。 
 
 



[心臓の拍動] 
[問題](後期中間) 
心臓は，4 つに

分かれた部屋が，

規則正しく収縮と

拡張をくり返すこ

とによって，血液

を循環させている。

次の各問いに答えよ。 
(1) このように心臓が収縮して血液を全

身に送り出す運動を何というか。 
(2) 図の A～D につて，収縮する順序を

正しく表しているのは，次のア～エ

のどれか。正しいものを1つ選べ。 
ア A とB が同時に収縮，続いてC

とDが同時に収縮する。 
 



イ A とC が同時に収縮し，続いて

BとDが同時に収縮する。 
ウ A→B→C→Dの順に収縮する。 
エ A→C→B→Dの順に収縮する。 

 
[解答](1) 拍動 (2) ア 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
心臓は筋肉でできており，規則正しく収

縮する運動(拍動
はくどう

)によって，全身に血液

を送り出している。心臓の拍動は，まず，

図 1 のように，心房(右心房と左心房)が
広がり血液が流れ込む。次に，図2のよ

うに，心房(右心房と左心房)が収縮し心



室(右心室と左心室)に血液が流れ込む。 
さらに，図3のように，心室(右心室と左

心室)が収縮して血液を送り出している。 
 
※この単元でやや出題頻度が高いのは

「拍動」「収縮する順序」である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 心臓が周期的に収縮して血液を送り

出すことを何というか。 
(2) 次の①～③にあ

てはまるものを

右図の A～D か

ら 2 つずつ選べ。 
① 血液が静脈

から心臓に流れこむときに広が

る。 
② 血液が心房から心室に流れると

きに収縮する。 
③ 血液が心臓から動脈に流れ出す

ときに収縮する。 
 
[解答](1) 拍動 (2)① A，B ② A，B 
③ C，D 



[動脈と静脈] 
[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，

②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
心臓から送り出さ

れる血液が流れるA
の血管は①(動脈／静脈)である。(①)を流

れる血液は血圧が高いのでかべが厚く，

弾力に富んでいる。心臓へもどってくる

血液が流れる B の血管は②(動脈／静脈)
である。(②)はかべがうすく，血液の逆

流をふせぐために弁がついている。 
 
[解答](1) 動脈 (2) 静脈 
 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
動脈
どうみゃく

は，心臓からおし出された血液が通

る血管である。おし出された血液の血圧

(流れる力)は高いので，これに耐
た

えるこ

とができるように動脈のかべは厚く，

弾力
だんりょく

に富んでいる。 
静脈

じょうみゃく

は，体の各部の毛細血管を通った

後に再び集まって心臓にもどる血液が流

れる血管である。 



そのため，静脈を流れる血液の血圧(流れ

る血から)は弱く，逆流
ぎゃくりゅう

するおそれがあ

る。静脈には，血液の逆流
ぎゃくりゅう

をふせぐた

めに弁
べん

がついている。また，血圧が低い

ので，静脈のかべはうすい。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「血液の逆流を防ぐため」である。「弁」

「静脈」「動脈」の出題頻度も高い。 
 



[問題](後期中間) 
次の文章中の①～⑤に適

語を入れよ。 
心臓から出た血液が流れ

る血管を( ① )といい，体

の各部から心臓にもどる血

液が流れる血管を( ② )という。これ

らの血管のうち，図 X の( ③ )がある

のは( ④ )である。(③)は血液の

( ⑤ )を防ぐ役割をはたしている。 
 
[解答]① 動脈 ② 静脈 ③ 弁 
④ 静脈 ⑤ 逆流 
 



[問題](1学期期末) 
 右の図は血管の断面で

ある。次の各問いに答え

よ。 
(1) Aを何というか。 
(2) A がある血管は動脈，

静脈のどちらか。 
(3) A はどのようなことに役立っている

か。 
 
[解答](1) 弁 (2) 静脈 (3) 血液の逆流

を防ぐこと。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図は，動脈と静脈の模式図である。

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) A，Bの血管のうち静脈はどちらか。 
(2) 動脈と静脈について述べているもの

を，次のア～エからそれぞれすべて

選べ。 
ア 心臓から出る血液が流れている血管。 
イ 心臓にもどる血液が流れている血管。 
ウ かべがうすく，逆流を防ぐ弁がある。 
エ かべが厚く，弾力性に富んでいる。 



[解答](1) A (2)動脈：ア，エ 
静脈：イ，ウ 
 
 
[心臓の4つの血管] 
[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図中のア～エの血管のうち，動脈を

すべて選べ。 
(2) ア，ウの血管の名前をそれぞれ答え

よ。 
 



[解答](1) ア，エ (2)ア 肺動脈 
ウ 肺静脈 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
心臓から出ていく血液が流れる血管を

動脈
どうみゃく

，心臓に入る血液が流れる血管を

静脈
じょうみゃく

という。また，肺と心臓を結ぶ血

管を「肺～」，肺以外の全身と心臓を結ぶ

血管を「大～」という。血液の流れる順

に4つの血管を並べると， 
 



イは大静脈
だいじょうみゃく

(全身→心臓)，アは肺
はい

動脈
どうみゃく

(心臓→肺)，ウは肺
はい

静脈
じょうみゃく

(肺→心臓)， 
エは大動脈

だいどうみゃく

(心臓→全身)である。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「肺動脈」である。「肺静脈」「大静脈」

「大動脈」の出題頻度も高い。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図の a～d の血管の名前をそれぞ

れ答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]a 大静脈 b 大動脈 c 肺動脈 

d 肺静脈 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
血液の流れる順は，a(大静脈)→右心房 
→右心室→c(肺動脈)→肺→d(肺静脈) 
→左心房→左心室→b(大動脈) である。 
 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図 1 のA，B それぞれの特徴をもつ

血管の名前を書け。 
(2) A，B それぞれの血管にあてはまる

ものを図 2 の a～d の血管の中から

すべて選び，記号で答えよ。 
(3) 図 2 の a～d を血液の流れる順に並

べよ。ただし，c→○→○→○という

形で答えよ。 
 
[解答](1)A 動脈 B 静脈 (2)A：a，d 
B：c，b (3) c→a→b→d 
 
 



【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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