
【FdData中間期末：中学理科3年生物】 
[有性生殖と無性生殖] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[引き継ぐ形質の違い] 
[問題](1学期期末) 
次の図は，遺伝のしくみをモデルで表

したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 有性生殖を表しているのは，A，B

のどちらか。 
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(2) 親と子で異なる特徴が現れることが

あるのは，A，Bのどちらか。 
 
[解答](1) B (2) B 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aは無性

む せ い

生殖
せいしょく

，Bは有性
ゆうせい

生殖の様子を表

している。Bの有性生殖では，まず，精子
せ い し



E精E

せい

AA E細胞E

さいぼう

A)やA E卵E

らん

A(A E卵E

らん

AA E細胞E

さいぼう

A)などのA E生殖 E

せいしょく

AA E細胞E

さいぼう

Aが

つくられるが，このとき，AE減数E

げんすう

AAE分裂E

ぶんれつ

Aがお

こり，A E染色体 E

せんしょくたい

A数は半分になる。有性生殖

では親の染色体を半分ずつAE受E

う

AけAE継E

つ

Aぐので，

親と同じAE形質E

けいしつ

Aを現すことも，異なる形質

を現すこともある。これに対し，Aの無

性生殖では，AE体E

たい

AAE細胞E

さいぼう

AAE分裂E

ぶんれつ

Aがおこり，子は

親とまったく同じ染色体を引き継ぐので，

形質は同じになる。無性生殖における親

と子のように，A E起源E

き げ ん

Aが同じで，同一のA

E遺伝子E

い で ん し

Aをもつ個体の集団をクローンとい

う。 

(

 
※この単元でよく出題される図の「どち

らが有性生殖(無性生殖)か」，「形質は同

じになる」「どちらとも異なっていたりす

る」である。 



[問題](前期期末) 
次の図は2種類の生物のふえ方をくら

べたものである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A，B のようなふえ方をそれぞれ何

生殖というか。 
(2) 生まれた子の形質が次の①，②のよ

うになるのは，それぞれ A，B のど

ちらか。 
① 親とちがった形質をもつものが

現れることもある。 



② 親と同じ形質である。 
(3) A における親と子のように，起源が

同じで，同一の遺伝子をもつ個体の

集団を何というか。 
 
[解答](1)A 無性生殖 B 有性生殖 
(2)① B ② A (3) クローン 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) ①被子植物のように雄と雌がかかわ

って新しい個体をつくる生殖を何と

いうか。②また，アメーバの分裂や

サツマイモの栄養生殖のような雌雄

に関係のない生殖を何というか。 
(2) (1)の①と②の生殖について，形質の

伝わり方を次のア～オからそれぞれ

1つずつ選べ。 
ア 両親の遺伝子を半分ずつ受けつ

ぎ，親と同じ形質を現す。 
イ 両親の遺伝子を半分ずつ受けつ

ぎ，親と同じ形質を現すことも，

異なる形質を現すこともある。 
ウ 親と同じ遺伝子を受けつぎ，同

じ形質を現す。 



エ 親と同じ遺伝子を受けつぐが，

形質は同じこともあり，異なる

こともある。 
オ 親と異なる遺伝子をもち，異な

る形質をもつ。 
 
[解答](1)① 有性生殖 ② 無性生殖 

(2)① イ ② ウ 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，核の中のようすを表した模

式図である。後の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) からだをつくっているふつうの細胞

分裂を表しているものを，図のア～

ウから選べ。また，その細胞分裂を

特に何というか。 



(2) 卵や精子を作る細胞分裂を表してい

るものを，図のア～ウから選べ。ま

た，その細胞分裂を特に何というか。 
(3) 単細胞生物が，分裂してふえるとき，

(1)，(2)のうち，どちらのような細胞

分裂を行うか。番号で答えよ。 
(4) 精子の染色体の数は，親の染色体の

何倍か。次の[  ]から選べ。 
[ 4倍 2倍 1倍 2分の1倍 ] 

 
[解答](1) ウ，体細胞分裂 (2) ア，減数

分裂 (3) (1) (4) 2分の1倍 
 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
(1) からだをつくっているふつうの細胞

分裂をAE体E

たい

AAE細胞E

さいぼう

AAE分裂E

ぶんれつ

Aという。体細胞分裂で

は，ウのようにA E染色体 E

せんしょくたい

A数は同じになる。 
(2)(4) 卵や精子などのA E生殖 E

せいしょく

AA E細胞E

さいぼう

Aをつく

るときの細胞分裂をとくにAE減数E

げんすう

AAE分裂E

ぶんれつ

Aとい

う。減数分裂のとき，アのように染色体

の数は半分になる。 
(3) AE単細胞E

たんさいぼう

AAE生物E

せいぶつ

Aが，分裂してふえるときは，

ウの体細胞分裂と同じく染色体数は同じ

になる。 



[品種改良] 
[問題](1学期期末) 
有性生殖と無性生殖について有利な点

や不利な点を話し合った。次のア～エの

意見のうち有性生殖のことについて述べ

たものをすべてぬきだして記号で答えよ。 
ア 親より優れた品種に改良できる可能

性がある。 
イ 親の品質が優れているとき，親と同

じ優れた品質になる。 
ウ 環境が合えば大量にふやすことがで

きる。 
エ 大きい環境の変化にも対応できる可

能性がある。 
 
[解答]ア，エ 
 



[解説] 
 
 
 
 
アはA E有性生殖E

ゆうせいせいしょく

Aである。例えば，ジャガイ

モのAE品種E

ひんしゅ

AA E改良 E

かいりょう

Aで，A E 収穫量 E

しゅうかくりょう

Aが多いジャガ

イモに，病気に強い別のAE株E

かぶ

Aをかけ合わせ

ると，両方のAE優E

すぐ

Aれた点をもつ子が現れる

ことがある。 
イとウはAE無性E

む せ い

AA E生殖 E

せいしょく

Aである。無性生殖では，

親の体の一部から子ができるの，子は親

とまったく同じ特徴をもつ。例えば，ジ

ャガイモの品種改良の結果つくられた優

れた形質をもついもをAE種E

たね

Aいもとして用い

て無性生殖をさせれば，大量に優れたジ

ャガイモをつくることができる。 



ただ，無性生殖でできたものは形質が同

じなので，自然条件の変化などで全滅す

る可能性がある。その点，有性生殖では，

さまざまな形質ができるので，自然条件

の変化に対応できるものもある。したが

って，エは有性生殖である。 
 
※この単元はしばしば出題される。 
 
 



[問題](前期期末) 
 次の①～④の(  )に有性または無性

のいずれかの語句を入れよ。 
( ① )生殖では，同じ親から生まれ

る子であっても，親とも兄弟とも異なる

特質をもつことがある。これに対して

( ② )生殖では，親の体の一部から子

ができるので子は親とまったく同じ特徴

をもつ。ジャガイモの品種改良では，性

質のちがうジャガイモの親株どうしをか

け合わせ，( ③ )生殖によって種子を

つくり出す。求める優れた特徴をもつ子

が得られたら，その子がつくったいもを

種いもとして用いて( ④ )生殖をさせ

れば，新たにできた個体のいもは親と同

じ優れた特徴をもつことになる。 
 



[解答]① 有性 ② 無性 ③ 有性 
④ 無性 
 
 
[ジャガイモ] 
[問題](前期中間) 
ジャガイモは，図の A のように，「地

下にできたイモから芽と根が出る」，Bの

ように，「花がさいてできた種子から芽と

根が出る」の2通りのふえ方がある。次

の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 



(1) 次の文中①，②にあてはまる語を，

漢字2字で書け。 
Aのふえ方は( ① )生殖で，Bの 
ふえ方は( ② )生殖である。 

(2) 新しい品種(味の良い品種など)を開

発するときには，A，B のどちらの

ふえ方を利用するか。 
(3) (2)の理由を，「親」「子」の2語を使

って説明せよ。 
 
[解答](1)① 無性(栄養) ② 有性 (2) B 
(3) 形質のちがう親を組み合わせること

で，いろいろな形質の子をつくることが

できるため。 
 



[解説] 
Aは植物のからだの一部から新しい個体

をつくるA E栄養E

えいよう

AA E生殖 E

せいしょく

AでA E無性E

む せ い

A生殖の一種で

ある。 
BのようにAE卵E

らん

AA E細胞E

さいぼう

AとA E精E

せい

AA E細胞E

さいぼう

AのA E受精E

じゅせい

Aによっ

てできた種子によってふえるのはAE有性E

ゆうせい

A生

殖である。 
新しい品種を開発するときは，有性生殖

を利用してさまざまな親の組み合わせか

ら得られた多くのAE種子E

し ゅ し

Aをまき，それぞれ

の個体の品質などを調べて選抜していく。

開発した品種を生産するときは，無性生

殖を利用する。 
 
※この単元はよく出題される。 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ジャガイモは，有性生殖の他に，イ

モから新しい個体をつくる無性生殖

も行う。何とよばれる無性生殖を行

うか。 



(2) 図2は，親Aと親Bのからだの細胞

にある染色体の 1 対を模式的に表し

たものである。図 2 をもとに，子C
と子 D のか

らだの細胞

の染色体の

ようすをそ

れぞれかけ。 
(3) 図の子Cと子Dの遺伝子についてあ

てはまるものを次のア～エからそれ

ぞれ1つずつ選び，記号で答えよ。 
ア 親Aと同じ。 
イ 親Bと同じ。 
ウ 親Aと親Bの遺伝子を半分ずつ

受けとる。 
エ 親Aと親Bの両方の遺伝子をす

べて受け取る。 
 



(4) ジャガイモの新しい品種を開発し，

生産することについて述べた次の文

中の①，②に「有性」または「無性」

を書け。 
新しい品種を開発するときは，

( ① )生殖を利用してさまざまな

親の組み合わせから得られた多くの

種子をまき，それぞれの個体の品質

などを調べて選抜していく。開発し

た品種を生産するときは，( ② )
生殖を利用する。 

 
[解答](1) 栄養生殖 
(2) 
 
 
(3)C ウ D  ア (4)① 有性 ② 無性 



[解説] 

(1) 植物のからだの一部から新しい個体

をつくる無性生殖をAE栄養E

えいよう

AA E生殖 E

せいしょく

Aという。 

(2)(3) 子 C は親 A と親 B の有性生殖に

よってつくられるので，親Aの染色体 と

親 B の染色体 を半分ずつ受けとり，染

色体の組み合わせは のようになる。

子Dは親Aの無性生殖(栄養生殖)によっ

てつくられるので，染色体の組み合わせ

は親Aと同じ のようになる。 

(4) ジャガイモの品種改良では，性質の

ちがうジャガイモのAE親株E

おやかぶ

Aどうしをかけ合

わせ，有性生殖によって種子をつくり出

す。たとえば，A E 収穫量 E

しゅうかくりょう

Aが多いジャガイ



モに，病気に強い別の株をかけ合わせる

と，両方の優れた点をもつ子が現れるこ

とがある。味や食感が優れたジャガイモ

を新しくつくり出したいときなども，同

様のことが行われる。求める特徴をもつ

子が得られたら，その子がつくったいも

を種いもとして用いて無性生殖をさせれ

ば，新たにできた個体のいもは同じ特徴

をもつことになる。このように，有性生

殖で優れた特徴をもった子を選び出し，

次に無性生殖を利用して多くの農作物を

つくることは，リンゴ，ナシなどの果樹

でも多く行われている。 
 



[問題](2学期中間) 
次の文は，先生と生徒の会話である。

文中の①～⑤に適当な語句を入れよ。 
生徒：ジャガイモはいもを土にうめてふ

やしますが，花は咲かないのです

か？ 
先生：いや，花も咲きますよ。 
生徒：ということは，( ① )ができる

ということですか？ 
先生：そのとおり。ジャガイモは，いも

でもふやせるし，(①)をまいてふ

やすこともできるんだ。 
生徒：どちらの方法でも，いもをふやせ

るのですか？ 
先生：花が咲いて(①)ができるというこ

とは，( ② )生殖だから親とは

ちがう形質をもったいもができる

こともあるね。 



生徒：あっそうか。それに対して，いも

でふやす方法は( ③ )生殖だか

ら親と( ④ )形質をもったいも

ができるということか。 
先生：では，品種改良をするには(①)で

ふやすのと，いもでふやすのとど

ちらを使った方が良いのかな？ 
生徒：( ⑤ )でふやす方法です。 
先生：そのとおり！ 
 
[解答]① 種子 ② 有性 ③ 無性 
④ 同じ ⑤ 種子 
[解説] 
品種改良のときは，さまざまな形質のい

もを作り出すことが必要である。したが

って，種子(有性生殖)が使われる。(無性

生殖では子が親と同じ形質になるので品

種改良はできない) 



【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 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

