
【FdData中間期末：中学理科3年生物】 
[細胞分裂の順序と染色体] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[細胞分裂の順序] 
[問題](1学期中間) 
細胞分裂について，次の各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdtext.com/dat/fdata_r3s1_by.pdf
http://www.fdtext.com/dat/fdata_r3s1_by.pdf


(1) 図の C～F の細胞の中に見られるひ

も状のaを何というか。 
(2) 図の A～F を，細胞分裂の行われる

順に並べ，記号で答えよ。 
 
[解答](1) 染色体 (2) A→D→F→C→E
→B 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 個の細胞が 2 個の細胞に分かれること

を細胞
さいぼう

分裂
ぶんれつ

という。細胞分裂の中でも，

生物のからだをつくる細胞の細胞分裂を

特に体
たい

細胞
さいぼう

分裂
ぶんれつ

という。細胞分裂の順序

は次の通りである。 
① 分裂の準備にはいると，それぞれの

染色体
せんしょくたい

が複製
ふくせい

され，同じものが 2
本ずつできる。染色体は細くて長い。

染色体には生物の形質
けいしつ

(形や性質な

ど)を決める遺伝子
い で ん し

がある。 
② 染色体は，2 本ずつがくっついたま

ま太く短くなって，それぞれが，ひ

ものように見えるようになる。 
③ 染色体が中央に並ぶ。 
④ 2 本の染色体がさけるように分かれ

て，それぞれが細胞の両端(両極)に
移動する。 



⑤ 2 個の核の形ができる。染色体は細

く長くなり，やがて見えなくなる。 
⑥ 細胞質が 2 つに別れ，2 個の細胞が

できる。この段階では，植物細胞と

動物細胞とでは，様子に違いが見ら

れる。植物細胞は中央部分に仕切り

ができて分裂するが，動物細胞は細

胞質がくびれて分裂する。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは細

胞分裂の「図の順序を並び替える」問題

と「染色体」である。「体細胞分裂」もよ

く出題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
タマネギの根をうすい塩酸で処理し，

染色して顕微鏡で観察した。次の図は，

このとき見られた細胞分裂のようすをス

ケッチしたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の A～F の細胞を細胞分裂の順序

にしたがってAから並べよ。 
(2) 図の a で示したひも状のものを何と

いうか。 



[解答](1) A→C→D→E→B→F 
(2) 染色体 
 
[問題](1学期期末) 
 タマネギの細胞を用いて，細胞分裂の

ようすを観察した。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図は，プレパラートを顕微鏡で観察

したときのスケッチである。ア～エ

を細胞分裂の順に並べよ。 
(2) 図で見られるひも状のものを何とい

うか。  



(3) 図のような細胞分裂を特に何という

か。 
 
[解答](1) エ→ウ→ア→イ (2) 染色体 

(3) 体細胞分裂 
 
 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 図中の細胞Xが，Yのように2つの

細胞に分裂していく順序を図中の細

胞a～dを用いて表せ。 



(2) 図の c や d の細胞に見られるひも状

のものを何というか。 
(3) 図のような細胞分裂を特に何という

か。 
(4) 細胞分裂で，最初に分かれるのは，

核，細胞質のどちらか。 
(5) 細胞分裂の最後の段階では，植物細

胞と動物細胞とでは，様子に違いが

見られる。「仕切り」「くびれ」とい

う語句を使ってそれぞれの違いを説

明せよ。 
 
[解答](1) b→d→c→a (2) 染色体 
(3) 体細胞分裂 (4) 核 (5) 植物細胞

は中央部分に仕切りができて分裂するが，

動物細胞は細胞質がくびれて分裂する。  
 



[細胞分裂と染色体数] 
[問題](前期中間改) 
 次の文章中の①，②に適する数字を答

えよ。 
タマネギの細胞内の染

色体の数は 16 本である。

右図のように，細胞分裂

が始まると，それぞれの

染色体が複製されるので，

細胞内の染色体数は( ① )本になる。

細胞分裂によって2つの細胞に分かれた

とき，それぞれの細胞の染色体数は

( ② )本になる。 
 
[解答]① 32 ② 16 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①は分裂前の細胞である。例えば，タマ

ネギの細胞内の染色体
せんしょくたい

の数は16本であ

る(1 つの細胞の中にある染色体の数は，

生物の種類によって決まっている)。 



①で分裂の準備にはいると，それぞれの

染色体
せんしょくたい

が複製
ふくせい

されるので染色体数は 2
倍になる。タマネギでは染色体数は， 
16×2＝32(本)になる。②→③→④では，

細胞内の染色体数は 32 本である。⑤と

⑥で 32 本の染色体が 2 つに分かれるの

で，それぞれの細胞内の染色体数は， 
32÷2＝16(本)になる。したがって，分裂

後のタマネギの1個の細胞内の染色体数

は16本で，分裂前の数と同じになる。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは，例え

ばタマネギの場合，「細胞分裂前(16 本)
→分裂途中(32本)→分裂後(16本)」であ

る。 
 
 



[問題](1学期期末) 
次の図は，細胞分裂している途中のよ

うすである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図に見られるひも状のものを何とい

うか。 
(2) (1)の数は細胞分裂の前後でどうなる

か。 
 
[解答](1) 染色体 (2) 同じ 
 
 



[問題](前期中間) 
細胞分裂の観察を行った。これについ

て次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のaは何か。名称を書け。 
(2) (1)には遺伝に関係したあるものがふ

くまれている。あるものとは何か。 
(3) ネギの 1 つの細胞の中の(1)の数は

16 本である。図のF と図B の 1 つ

の細胞の中の(1)の数はそれぞれ何本

か。それぞれ，次の[  ]から1つず

つ選べ。 
[ 8本 16本 24本 32本 ] 



[解答](1) 染色体 (2) 遺伝子 (3) F：32
本 B：16本 
[解説] 
(3) 細胞分裂前の染色体数は 16 本であ

るが，細胞分裂の準備(図の A)にはいる

と，それぞれの染色体が複製され，同じ

ものが2 本ずつできる。よって，A，F，
Cの染色体数は， 
16(本)×2＝32(本)になる。D→E の段階

で 16 本ずつが両端に移動し，B の段階

で，それぞれの細胞が 16 本の染色体を

もつようになる。 
 
 



[問題](前期期末) 
次の文章は，染色体について説明した

ものである。①～⑤に当てはまる言葉や

数を，下の[  ]からそれぞれ選べ。 
・1 つの細胞の中にある染色体の数は，

生物の( ① )によって決まっている。 
・細胞が( ② )する前に，染色体は

( ③ )されて数が( ④ )倍になる。 
・このため，細胞が(②)した後のそれぞ

れの細胞に含まれる染色体の数は(②)
する前と( ⑤ )。 

[ 大きさ 切断 分裂 複製 種類 
 性別 ふえる 減る 変わらない 
 2 4 ] 
 
[解答]① 種類 ② 分裂 ③ 複製 
④ 2 ⑤ 変わらない 



[全般] 
[問題](前期期末) 
次の図は細胞分裂の様子を表したもの

である。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 細胞分裂はどのような順序で行われ

るか。A～Fを正しい順に並べよ。 
(2) 図のEの1つの細胞にある染色体の

本数は，分裂前のAの1つの細胞に

ある染色体の本数に比べてどのよう

になっているか。次の[  ]から 1
つ選べ。 



[ 半分になっている。 
 同じになっている。 
 2倍になっている。 ] 

(3) 図のような方法で行われる細胞分裂

を特に何というか。 
 
[解答](1) A→F→B→D→C→E (2) 同
じになっている。 (3) 体細胞分裂 
 
 



[問題](1学期期末) 
図Ⅰは，ムラサキツユ

クサの根を示している。

また，図Ⅱは，ムラサキ

ツユクサの細胞分裂の様

子である。次の各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図Ⅰでさかんに細胞が分裂している

のはどこか。A～Cから1つ選び記号

で答えよ。 



(2) ①図Ⅱの a のような染色液に染まる

ひも状のものの名前を答えよ。 
②また，細胞のどこの中にあるか。 

(3) 図Ⅱのア～オを細胞分裂の順に並び

かえよ。 
(4) (2)で答えたひも状のものの数は，細

胞分裂を行う前と，分裂した後とで

はどのようになるか。次の[  ]から

1つ選べ。 
[ ふえる 同じ 減少する ] 

 
[解答](1) C (2)① 染色体 ② 核 
(3) ア→ウ→オ→イ→エ (4) 同じ 
 



[問題](1学期期末) 
 図1は，発芽したソラ

マメの根に等間隔にめ

もりをつけたものであ

る。図2は，この根のあ

る部分の細胞を顕微鏡

で観察し，模式的に表したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図 2 は，図 1 のア～エのうちのどの

部分を観察したときの模式図か。 
(2) 図 2 の細胞の中に見られるひも状の

ものを何というか。 
(3) 図 2 のように，からだをつくる細胞

が分裂する細胞分裂を特に何という

か。 
(4) 図 2 の A～E を細胞分裂の順に並べ

よ。 
 
[解答](1) エ (2) 染色体 (3) 体細胞分

裂 (4) B→A→C→D→E 
 
 



[問題](前期期末) 
図1のように発芽させ

たソラマメの一部を切

り取り，プレパラートを

作って顕微鏡で観察し

た。図2は，このとき観

察したいろいろの細胞を模式的に示した

ものである。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 図2 のようないろいろな細胞が観察

されたことから，このとき切り取っ

たのはソラマメのどの部分と考えら

れるか。図1のア～エから選べ。 
(2) 顕微鏡の接眼レンズに×10，対物レ

ンズに 40 と書かれたものを使った

とすると，このときの倍率はいくら

か。 
(3) 図2のAの細胞中のaは何か。 
(4) 図 2 の C～F の細胞中にみられる b

を何というか。 
(5) 図2のA～Fを，Aを出発点として，

細胞が2つに分かれる順に並べよ。 
(6) (5)のようにして，からだをつくる細

胞が分裂する細胞分裂を特に何とい

うか。 
 



(7) E の段階において，植物と動物で細

胞の分かれ方で大きなちがいがある。

「しきり」「くびれ」という語句を使

って簡潔に説明せよ。 
 
[解答](1) エ (2) 400倍 (3) 核 (4) 染
色体 (5) A→D→F→C→E→B (6) 体
細胞分裂 (7) 植物では細胞が分かれる

ときしきりができるが，動物ではくびれ

が生じる。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の図は，植物の細胞が分裂するとき

のようすについて模式的に示したもので

ある。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 植物の細胞分裂の観察にもっとも適

しているものはどれか。次のア～ウ

から1つ選び，記号で答えよ。 
ア ツユクサの葉の表面 
イ タマネギの根の先端近く 
ウ ツバキの葉の断面 



(2) 図のA，C，D，Eに示されている太

いひも状のものを何というか。 
(3) 図は，細胞分裂のいろいろな時期を

模式図的に示したものである。B か

ら始まるように図を並びかえて，細

胞分裂の正しい順序を示せ。 
(4) この模式図では，F の次にくる，大

切な部分の図がぬけている。F の次

の段階の図をかけ。 
(5) 細胞分裂によってできる核の中にふ

くまれる，ひも状のものの数は，分

裂前の核の中にあったときの数と比

べてどうなるか。 
[解答](1) イ (2) 染色体 (3) B→A→D 
→E→C→F (4)  (5) 同じ(変わ

らない) 



【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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