
【FdData中間期末：中学理科2年】 
 [排出] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[アンモニア→尿素→尿] 
[問題](1学期期末) 
 次の文中の①，②に適語を入れよ。 
 タンパク質が分解されてできた有害な

アンモニアは，( ① )で無害な尿素に

変えられる。尿素は( ② )でとり除か

れて尿として排出される。 
 
[解答]① 肝臓 ② じん臓 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
細胞による呼吸によってブドウ糖

とう

や脂肪
し ぼ う

が分解されると二酸化炭素と水ができる。

また，タンパク質が分解されると二酸化

炭素や水のほかにアンモニアができる。

二酸化炭素やアンモニアは，体内に多く

たまると有害である。 



アンモニアは血液の血しょうによって

肝臓
かんぞう

に運ばれ，肝臓で無害な尿素
にょうそ

に変え

られる。じん臓の毛細血管で尿素は血液

からとり除かれて尿になる。二酸化炭素

は血液の血しょうにとけて肺に運ばれ，

体外に排出される。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「肝臓」「アンモニア→尿素」「じん臓」

である。「尿」もよく出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) タンパク質が分解されるときにでき

る有害な物質は何か。 
(2) (1)は右図の X で無

害な物質に変えら

れる。 
① Xは何という器官か。 
② 無害な物質とは何か。 

(3) (2)②の物質は，①何という器官でと

り除かれて，②何になるか。 
 
[解答](1) アンモニア (2)① 肝臓 
② 尿素 (3)① じん臓 ② 尿 
 



[問題](1学期期末) 
 次の文章中の①～⑥に適語を入れよ。 
 ブドウ糖が細胞による呼吸によって分

解されると，( ① )(気体)や水ができ，

タンパク質が分解されると，体に有害な

( ② )(気体)ができる。(①)は( ③ )
という器官から体外に放出される。体に

有害な(②)は( ④ )という器官に運ば

れ，そこで( ⑤ )という毒性の少ない

物質につくりかえられる。(⑤)などの不

要な物質は( ⑥ )で血液中からこしと

られて，余分な水分とともに輸尿管を通

ってぼうこうにためられ，尿として排出

される。 
 
[解答]① 二酸化炭素 ② アンモニア 

③ 肺 ④ 肝臓 ⑤ 尿素 ⑥ じん臓 



[肝臓のはたらき] 
[問題](1学期期末) 
次の図は，ヒトの内臓の一部を示した

ものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 図のAの器官の名称を答えよ。 
(2) B は，A でつくられた胆汁をたくわ

えるところである。Bを何というか。 
(3) A の器官には体内の有害な物質を無

害な物質にかえるはたらきがある。

①有害な物質，②無害な物質とは何

か。それぞれ答えよ。 
(4) (3)の①の物質は，何が分解されたと

きにできるか。 



[解答](1) 肝臓 (2) 胆のう (3)① アン

モニア ② 尿素 (4) タンパク質 
[解説] 
 
 
 
 
肝臓は，①タンパク質が分解してできた

有害なアンモニアを毒性の少ない尿素
にょうそ

に

変えるというはたらきのほかに，②胆汁
たんじゅう

という消化液をつくる，③小腸から送ら

れてきた血液中の養分をたくわえる，と

いうはたらきをする。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「アンモニアを尿素に変える」である。

「胆汁をつくる」「養分をたくわえる」も

しばしば出題される。 



[問題](1学期期末) 
肝臓は胆汁という消化液をつくる以外

にいくつかのはたらきがある。そのはた

らきを2つ書け。 
 
[解答]アンモニアを尿素に変える。養分

をたくわえる。 
 
 



[じん臓] 
[問題](後期中間) 
右図の A

は，血液中の

尿素などの

不要物や余

分な水分や

塩分などを

尿にするは

たらきをしている。尿は輸尿管を通って

B へ送られ，B で一時的にためられてか

ら体外に排出される。A，B の名称を答

えよ。 
 
[解答]A じん臓 B ぼうこう 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
アンモニアは，肝臓

かんぞう

で毒性
どくせい

の少ない尿素
にょうそ

に変えられる。尿素をふくむ血液の一部

は，じん臓へ運ばれる。じん臓は，血液

中から尿素などの不要物をとり除くはた

らきをしている。とり除かれた尿素など

は尿として輸
ゆ

尿管
にょうかん

を通ってぼうこうへ

送られ，ぼうこうで一時的にためられて

から体外に排出される。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「じん臓」「ぼうこう」である。「輸尿管」

「尿素」「尿」もよく出題される。 
 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右図の A，B，

C の名前をそ

れぞれ答えよ。 
(2) A の器官が血

液中から不要

物としてとり

除いている物

質で，肝臓でアンモニアから作られ

た物質は何か。 
(3) AでつくられてBを通り，Cにため

られるものを何というか。 



[解答](1)A じん臓 B 輸尿管 C ぼう

こう (2) 尿素 (3) 尿 
 
[問題](2学期期末) 
次の①～⑥にあてはまる語句を答えよ。 
タンパク質が分

解されてできた有

害な( ① )は，血

液 に よ っ て

( ② )に運ばれ，

無害な物質である

( ③ )に変えら

れる。(③)などの不要な物質は，図 A の

( ④ )で血液中からとり除かれ，

( ⑤ )として輸尿管を通って図 B の

( ⑥ )に一時的にためられてから，体

外に排出される。 



[解答]① アンモニア ② 肝臓 ③ 尿
素 ④ じん臓 ⑤ 尿 ⑥ ぼうこう 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のA，B，Cはそれぞれ何か。 
(2) 血液の流れから考えて，X，Yは，そ

れぞれ動脈か静脈か。 



(3) 図の血管 X，Y のうち，不要物が少

ない血液が流れているのはどちらか。 
(4) A のはたらきとして正しいものを下

のア～エからすべて選び，記号で答

えよ。 
ア 血液中の尿素などの不要物をこ

しとる。 
イ 血液中の余分な水分や塩分の調

節をする。 
ウ 細菌などの異物を分解する。 
エ 二酸化炭素を排出する。 

(5) Cの役割は何か。 
(6) 血液中の不要な物質は，尿以外に，

何として皮ふから排出されるか。 
 
 
 



[解答](1)A じん臓 B 輸尿管 C ぼう

こう (2)X 動脈 Y 静脈 (3) Y 
(4) ア，イ (5) 尿を一時的にためておく。 

(6) 汗 
[解説] 
(2)(3) 心臓から出て行く血液が流れる X
が動脈で，心臓へもどる血液が流れるY
が静脈である。血液は，動脈→じん臓→

静脈と流れるので，じん臓を出た静脈中

の血液には尿素などの不要物が少ない。 
(4) じん臓でこしとられる物質には，尿

素のほか，水分・塩分・ブドウ糖やアミ

ノ酸などがある。余分な水分や塩分をこ

しとり，血液中の塩分や水分の濃度を調

整している。ブドウ糖やアミノ酸など必

要なものは，再び血液中にもどされる。

尿素などの不要物がこしとられた後の血

液は静脈に送られる。 



(5) 血液中の不要物や水分は皮ふにある

汗
かん

せんからも汗
あせ

として排出される。 
 



【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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