
【FdData中間期末：中学理科3年生物】 
[動物の有性生殖] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[有性生殖] 
[問題](1学期期末) 
雌と雄がそれぞれ生殖細胞をつくり，

この2種類の生殖細胞が受精することに

よって新しい個体をふやす生殖を何とい

うか。 
 
[解答]有性生殖 
[解説] 
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無性
む せ い

生殖
せいしょく

に対し，受精
じゅせい

によって子をつく

る生殖を有性生殖
ゆうせいせいしょく

という。有性生殖を行

う生物では，生殖のための特別な細胞で

ある 2 種類の生殖
せいしょく

細胞
さいぼう

がつくられる。

生殖細胞は，動物では卵
らん

と精子
せ い し

と呼ばれ，

被子
ひ し

植物では卵
らん

細胞
さいぼう

と精
せい

細胞
さいぼう

と呼ばれる。

この2種類の生殖細胞が結合し，それぞ

れの核
かく

が合体することを受精
じゅせい

といい，受

精によってつくられる新しい細胞を

受精卵
じゅせいらん

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「有性生殖」である。「生殖細胞」「受精」

「受精卵」の出題頻度も高い。 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 精子や卵のような，子をつくるため

の特別な細胞を何というか。 
(2) 精子や卵のような(1)の核が合体して

1個の細胞になることを何というか。 
(3) (2)によって子をつくることを何生殖

というか。 
 
[解答](1) 生殖細胞 (2) 受精 (3) 有性

生殖 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の文は，動物の子孫の残し方につい

て説明している。文中の①～④に適当な

語句を入れよ。 
雌と雄が関係して子孫を残す生殖を

( ① )という。卵や精子のように子孫

を残すための特別な細胞を( ② )とい

う。精子の1つが卵に達すると精子の核

と卵の核が合体して 1 個の細胞になる。

これを( ③ )といい，(③)によってつく

られる新しい細胞を( ④ )という。 
 
[解答]① 有性生殖 ② 生殖細胞 
③ 受精 ④ 受精卵 
 



[カエルの有性生殖] 
[問題](前期期末改) 
図のように，カエルの雌の体内に卵巣

があり，そこで( A )がつくられる。雄

の体内には精巣があり，そこで( B )
がつくられる。(A)も(B)もそれぞれ 1 個

の生殖細胞である。卵の核と精子の核が

合体して受精が行われ，受精卵ができる。

文中のA，Bに適語を入れよ。 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 卵 B 精子 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
カエルの雌

めす

の体内に卵巣
らんそう

があり，そこで

卵
らん

がつくられる。雄
おす

の体内には精巣
せいそう

があ

り，そこで精子
せ い し

がつくられる。卵も精子

もそれぞれ1個の細胞である。精子と卵

のように，子孫
し そ ん

を残すための特別の細胞

を生殖
せいしょく

細胞
さいぼう

という。雌が卵を水の中に産

み出すと，雄は精子を放
はな

つ。精子が水の

中を泳いで卵にたどりつくと，卵の核と



精子の核が合体して受精
じゅせい

が行われ，

受精卵
じゅせいらん

ができる。受精卵は1個の細胞で

ある。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「卵巣」「卵」「精巣」「精子」「受精卵」

である。 
 
 



[問題](前期中間) 
次の図は，カエルの雄と雌による生殖

のしくみを模式的に示したものである。

図のa～eをそれぞれ何というか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]a 卵巣 b 卵 c 精巣 d 精子 

e 受精卵 
 



[問題](1学期中間) 
カエルの生殖について，次の各問いに

答えよ。 
(1) 雄と雌のそれぞれの生殖器官の名称

を答えよ。 
(2) 雄と雌のそれぞれの生殖細胞の名称

を答えよ。 
(3) 雄と雌の生殖細胞が合体することを

何というか。 
(4) (3)のときにできた1つの細胞を何と

いうか。 
(5) カエルなどのように，雄と雌がかか

わってなかまをふやす生殖を何とい

うか。 
(6) アメーバやゾウリムシの分裂のよう

に，雄と雌に関係なくなかまをふや

す生殖を何というか。 



[解答](1)雄：精巣 雌：卵巣 (2)雄：精

子 雌：卵 (3) 受精 (4) 受精卵 
(5) 有性生殖 (6) 無性生殖 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図を見て，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 雌のカエルは図のA，Bのどちらか。 
(2) 図のa，bの器官の名称をそれぞれ書

け。 
(3) ①図の a でつくられるのはア，イの

どちらの生殖細胞か。②また，その

生殖細胞の名前を答えよ。 
(4) ①図の b でつくられるのはア，イの

どちらの生殖細胞か。②また，その

生殖細胞の名前を答えよ。 



(5) アやイは，何個の細胞からできてい

るか。 
(6) アとイの細胞の核が合体することを

何というか。 
(7) (6)が終わった卵のことを何というか。 
(8) ①図のような雄と雌による生殖の仕

方を何というか。②また，雄と雌に

よらない生殖の仕方を何というか。 
 
[解答](1) B (2)a 精巣 b 卵巣 
(3)① イ ② 精子 (4)① ア ② 卵 

(5) 1個 (6) 受精 (7) 受精卵 
(8)① 有性生殖 ② 無性生殖 
 



[問題](前期中間) 
次の図は，カエルの精子と卵が受精す

るようすを示したものである。これにつ

いて各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の A～C のうち，受精の瞬間を表

しているのはどれか。1 つ選び，記

号で書け。 
(2) この場合の受精について，「～と･･･

が合体すること。」という形で説明せ

よ。 
 



(3) ヒトの受精卵の直径はおよそどれく

らいか。次の[  ]から選べ。 
[ 10cm 2cm 1cm 1mm 
 0.1mm ] 

 
[解答](1) C (2) 精子の核と卵の核が合

体すること。 (3) 0.1mm 
[解説] 
 
 
 
 
 
図のように，卵

らん

に最初にたどり着いた

精子
せ い し

は，核
かく

の部分のみが卵の中に入り，

卵の核の方へ移動する。そして，卵の核

と精子の核が合体して受精
じゅせい

が起こり，



E受精卵E

じゅせいらん

Aになる。卵，精子は1個の細胞で

あるが，受精の結果できた受精卵も1個

の細胞である。 
 
 



[発生・胚] 
[問題](前期中間) 
次の図はカエルの受精卵(A)がおたま

じゃくしになるまでを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 受精卵が細胞分裂を始めてから，自

分で食物をとることのできる個体と

なる前までの B～E を何というか。

漢字1字で答えよ。 
 



(2) 受精卵が(1)になり，個体としてのか

らだのつくりを完成していく過程を

何というか。 
 
[解答](1) 胚 (2)発生 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
A E受精卵E

じゅせいらん

AはA E細胞E

さいぼう

AA E分裂E

ぶんれつ

A(A E体E

たい

AA E細胞E

さいぼう

AA E分裂E

ぶんれつ

A)していく。

まず1回目の分裂はたてに割れて2個の

細胞になる(図のB)。 



図のように，受精卵が細胞分裂を始めて

から，自分で食物をとることのできる個

体となる前までをAE胚E

はい

Aという。受精卵が胚

になり，個体としてのからだのつくりを

完成していく過程をAE発生E

はっせい

Aという。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは，

「胚」「発生」，および図の胚を「変化の

順に並べる問題」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図はカエルの受精卵の成長の各過

程を示したものである。 
 
 
 
 
(1) 受精卵は細胞分裂をくり返して成長

する。この過程を何というか。 
(2) 受精卵が細胞分裂を始めてから，自

分で食物をとることのできる個体と

なる前までを何というか。 
(3) 図のA～Dは(1)の過程のある時期の

様子を示したものである。A 以後の

成長の順序を記号で示せ。 
 
[解答](1) 発生 (2) 胚 (3) A→D→B→
C 



[問題](前期期末) 
次の図のA～Eはカエルの受精卵Aが

細胞分裂していくようすを示している。

次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 受精卵 A が変化していく順に，A～

Eの記号を書け。 
(2) 受精卵が細胞分裂をくり返しながら

変化して，からだのつくりとはたら

きを完成させていく過程を何という

か。 



(3) 受精卵が細胞分裂を始めてから，自

分で食物をとることのできる個体と

なる前までを何というか。 
(4) 図のB～Eのうち(3)である状態のも

のをすべて選べ。 
 
[解答](1) A→C→D→E→B (2) 発生 

(3) 胚 (4) C，D，E 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，カエルの受精卵が変化して

いくようすを示したものである。後の各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 受精卵は，ア～オのどれか。 
(2) 受精卵は何個の細胞でできているか。 
(3) 図のア～オを，変化していく順に並

べかえよ。 
(4) (3)の順に変化するとき，1 個の細胞

の大きさはどうなるか。 



(5) 受精卵が変化しはじめてから，おた

まじゃくしになる前までを何という

か。 
(6) 受精卵からやがておとなの形になっ

ていく。この過程を何というか。 
 
[解答](1) イ (2) 1 個 (3) イ→オ→ア

→ウ→エ (4) 小さくなる。 (5) 胚 

(6) 発生 
[解説] 
A E胚E

はい

Aの段階では，栄養分(えさ)を取り入れ

ることができないので，細胞の数はふえ

ていくが，1 つ 1 つの細胞はだんだん小

さくなっていく。 
 



[問題](2学期中間) 
次のA～F は受精したカエルの卵が変

化していくいろいろな時期を表している。

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) A～Fを，成長していく順に並びかえ

よ。 
(2) Aの細胞を何というか。 
(3) 「胚」と呼ばれるのは，動物では，

細胞分裂を始めてからいつまでの間

か。 
(4) FはAが何回細胞分裂したものか。 



(5) A が細胞分裂を 4 回くり返すと，何

個の細胞ができるか。 
(6) A～F のような細胞分裂が進むにし

たがって，次の①，②はそれぞれど

のようになるか。 
① 細胞の数 
② 1個の細胞の大きさ 

(7) A～Fのうち，細胞の数が最も多いの

はどれか。 
 
[解答](1) A→D→F→C→B→E (2) 受
精卵 (3) 自分で食物をとることのでき

る個体となる前までの間。 (4) 3回 
(5) 16個 (6)① 多くなる ② 小さくな

る (7) E 



[解説] 
(4)～(7) 1 回目のAE分裂E

ぶんれつ

Aはたてに割れて 2
個の細胞になる(図のD)。2回目の分裂は

さらにたてに割れて，2×2＝4 個の細胞

になる。3回目の分裂(図のF)は横に割れ

て，2×2×2＝8個の細胞になる。4回目

の分裂で，2×2×2×2＝16個になる。 
A E胚E

はい

Aの段階では，栄養分(えさ)を取り入れ

ることができないので，細胞の数はふえ

ていくが，1 つ 1 つの細胞はだんだん小

さくなっていく。A→D→F→C→B→E
の順で発生が進むので，Eの細胞の数が

一番多く，1 つの細胞の大きさは一番小

さい。 
 



[動物の有性生殖全般] 
[問題](1学期期末) 
次の図は，ヒキガエルのふえ方を示し

たものである。後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 雌はA，Bのどちらか。 
(2) A，B の体内に見られる a や b の器

官を，それぞれ何というか。 
 



(3) ①aやbの器官でつくられたCやD
をそれぞれ何というか。②また，C
やDのような子をつくるための特別

な細胞を総称して何細胞というか。 
(4) Cの核とDの核が合体して1個の細

胞になることを何というか。 
(5) (4)によって子をつくることを何生殖

というか。 
(6) (4)でできた細胞Eを何というか。 
(7) E が細胞分裂をくり返してできた F

やGなどをまとめて何というか。 
(8) 図のように，E が細胞分裂をくり返

し，その生物に特有のからだができ

ていく過程を何というか。 
 



[解答](1) A (2)a 卵巣 b 精巣 
(3)①C 卵 D 精子 ② 生殖細胞 
(4) 受精 (5) 有性生殖 (6) 受精卵 

(7) 胚 (8) 発生 
 
 



[問題](前期中間) 
次の図はヒキガエルのふえ方を示した

ものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) AとBは子孫を残すための特別な細

胞である。このような細胞を何とい

うか。 
(2) B は，①雄，雌どちらの体内の，②

何という器官でつくられるか。 
(3) C は A，B の核が合体することによ

ってつくられた新しい 1 つの細胞で

ある。Cを何というか。 



(4) C がその後，変化していく様子 D～

Hを変化の順に並べ替えよ。 
(5) (4)の変化の過程を何というか。 
(6) 自分でえさをとるオタマジャクシに

なる前までを何というか。 
 
[解答](1) 生殖細胞 (2)① 雌 ② 卵巣 

(3) 受精卵 (4) H→D→F→E→G 
(5) 発生 (6) 胚 
 
 



【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
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