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　次の文を読んで、後の問いに答えなさい。

　みちるさんは、雨のやんだ次の日に、大きな水たまりをみつけました。毎日その水たまりを見てい

ると、だんだんと水が少なくなって、いつのまにか水がなくなっていました。ある日、自分が飲み残

したコップに残っていた水も、置いたままにしていたら中の水がなくなっていました。しかし、ふた

をしたまま置きっぱなしにしていたペットボトルの水はそのままでした。みちるさんは、不思議に思

って、水についていろいろと調べてみることにしました。

問１　水たまりの水や飲みかけのコップの水がなくなった現象を何と言いますか。次のア～オから１つ選

び、記号で答えなさい。

　　　ア．凝固　　　イ．凝縮　　　ウ．蒸発　　　エ．液化　　　オ．融解

問２　問１の現象が起こったとき、液体の水は何に変化していますか。次のア～オから１つ選び、記号で

答えなさい。

　　　ア．氷　　　イ．霧　　　ウ．湯気　　　エ．水蒸気　　　オ．雨つぶ

問３　問１の現象を最も短時間で起こすためには、どうしたらいいですか。次のア～エから１つ選び、記

号で答えなさい。

　　　ア．なべの中に水を入れて、コンロで加熱し、ふっとうさせる。

　　　イ．ペットボトルの中に水を入れてふたをし、上下に激しくふり続ける。

　　　ウ．コップの中に水を入れて、かきまぜぼうでかき回し続ける。

　　　エ．ペットボトルの中に水と食塩を入れてふたをし、そのまま置いておく。

問４　ふたをしていたペットボトルの水がなくならなかったのはなぜですか。次のア～エから１つ選び、

記号で答えなさい。

　　　ア．ペットボトルの中できりができて、そのきりがペットボトルの中を満たしているから。

　　　イ．ペットボトルの中の水じょう気が、ふたをしているために空気中へにげることができないから。

　　　ウ．ペットボトルの中の湯気が、ふたのあたりで氷になり、それがとけて水にもどるから。

　　　エ．ある程度時間が経つと、勝手にふたのすき間から水が入ってくるから。

みちるさんは、水の不思議についてもっと調べたいと考えました。そこで今度は、（A）水をビーカー

に入れて冷凍庫に入れてみることにしました。何分かごとに温度を測定し、その（B）記録をまとめ、

パソコンの表計算ソフトでグラフにしました。

問５　水は何℃で氷になりますか。温度を数字で答えなさい。

問６　下線部（A）について、冷凍庫に入れる前に、右図のように水

面のところに目印の線をひいておきました。すべての水が氷に

なったとき、氷の一番上の部分は、どのようになっていますか。

次のア～ウから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．氷の一番上の部分は、目印の線より下にできる。

　　　イ．氷の一番上の部分は、目印の線のところにできる。

　　　ウ．氷の一番上の部分は、目印の線より上にできる。

問７　下線部（B）について、下図のようなグラフができました。グラフのア～エのうち、すべての水が氷

になったのは、どの点ですか。次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　みちるさんは、水のことについて調べていくうちに、水はいろいろな物質をとかすことができるこ

とを思い出しました。そこで、ビーカーとスプーンを用意し、食塩と砂糖をそれぞれ水に入れとかし

てみました。

問８　ビーカーに40℃の水を100mL入れて、食塩と砂糖をそれぞれとかしました。食塩と砂糖は、どち

らがとけやすいですか。とけやすい方の名前を答えなさい。
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　小学校の理科の授業で習ったことは、実際の生活の中で出会ういろいろなことがらを理解するのにとて

も大切です。令治くんが感じた身の回りのことについて、次の問１～問10に答えなさい。

問１　外で遊ぶのが大好きな令治くんは、その日は雨でつまらないと思いながら、ふと雨の日は晴れの日

にくらべて気温が上がらないことに気づきました。雨の日に気温が上がらないのはなぜですか。次の

ア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．雨の水で空気が冷やされるので　　　　　イ．水が蒸発するとき熱がうばわれるので

　　　ウ．雲によって日光がさえぎられるので　　　エ．雲によって空気が閉じ込められるので

問２　ある夜、令治くんは学校で習ったさそり座にある真っ赤な１等星をさがしました。この１等星は何

という星ですか。次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．ベガ　　　イ．アンタレス　　　ウ．アルタイル　　　エ．デネブ

問３　ある日の午後６時、令治くんは真南の空に右図の様な月が出ていることに

気づきました。この後、この月はどの方向に動いていきますか。右図中の

①～⑥から１つ選び、数字で答えなさい。

問４　問３の月がその後どうなったかを調べるために、令治くんはその日の午後11時ごろ、外に出て月

をさがしました。月は次のア～オのどの位置にあると考えられますか。最も正しいものを１つ選び、

記号で答えなさい。

　　　ア．北の空　　　　　　　イ．東の地平線近く　　　　　　　　ウ．南の空

　　　エ．西の地平線近く　　　オ．すでに地平線の下に沈んだ

問５　台風が近づいていることを知った令治くんは、毎日天気予報で台風の動きを気にかけていました。

令治くんが見た下の図①～④の衛星写真を日時の早い順に左からならべ、その数字を「④③②①」の

ように答えなさい。

問９　みちるさんは、水の温度を変えなくても、もっと食塩や砂糖が水にとける方法がないか考えました。

そのときに行った方法が、下のア～ウです。ア～ウの中で、とける量が増えたものを１つ選び、記号

で答えなさい。

　　　ア．水の量を100mLから200mLに増やす。

　　　イ．水の量を100mLから50mLに減らす。

　　　ウ．食塩または砂糖といっしょに、せっけんもとかす。

問10　とかした食塩のつぶ（結晶という）をもう一度取り出すために、みちるさんは以下の方法を試しまし

た。以下のア～ウの方法の中で、食塩のつぶが全く出てこなかった方法はどれですか。次のア～ウか

ら１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．食塩のとけた液100mLをビーカーに入れ、太陽の光があたるところへ10日間置いておく。

　　　イ．食塩のとけた液100mLをビーカーに入れ、温度を40℃に保ったまま、ガラス棒で２時間かき

まぜつづける。

　　　ウ．食塩のとけた液100mLをなべに入れ、ガスコンロで30分間加熱しつづける。

午後６時
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　次の文章を読んで、問いに答えなさい。ただし、文章中の同じアルファベットには、同じ語が入ります。

　ここは、とある研究所です。この研究所のすすむ博士（以下、博士）とえいた助手（以下、えいた）

が、発電に関して話し合いをしています。

博　士：えいた君。環境にやさしく、電気がたくさん発電できる方法は、何かないだろうか？

えいた：そうですね。そんな方法があればみんな困っていないのですが……。

博　士：君は、どんな発電の方法があるか知っているかね？

えいた：そうですね……。石油や天然ガスを燃やして、その熱で水を沸騰させて電気をおこす　A　発電

や、ウランなどの原子が分裂し、別の原子になるときに発生するエネルギーを使って水を沸騰さ

せて電気をおこす　B　発電や、水をダムでせきとめて、その水を高いところから流して発電す

る　C　発電などがあります。

博　士：そうだな。実にいろいろな発電の方法があるが、それぞれに問題があるのだ。

えいた：なかなかうまくはいかないものですね……。

博　士：うむ。その問題が解決できれば、もっと安全で安く、将来にわたって発電をすることができるは

ずなのだ。

えいた：博士、たとえば　A　発電の問題点はなんですか？

博　士：１つは、　　　　　D　　　　　という問題点がある。

えいた：それはまずいですね。それがなくなってしまったら、もう　A　発電はできなくなります。

博　士：２つめは、　　　　　E　　　　　という問題点がある。

えいた：なんですって！地球の気温がどんどん高くなると、南極大陸の氷がとけて海面が上昇し、海に沈

んでしまう場所が出てきますね。

博　士：そうなんだ。両方とも大変な問題なんだよ。

えいた：では　B　発電はどうですか？

博　士：この発電の方法は、　A　発電のようなことは起こらないが……。

えいた：やっぱり問題があるんですね……。

博　士：そうなんだ。もしも事故が発生したら、われわれの健康をおびやかす　F　を発生させる物質

が、広い範囲にまきちらされてしまう。

えいた：そうですね。（G）東日本大震災では、実際に事故がおこってしまいました。

博　士：一度事故がおこると、その影響はとても長く残ってしまう。何とかしようと思っても、　F　

を発生させる物質の処分は、大変難しいのだよ。

えいた：では、　C　発電はどうでしょうか？

博　士：そうだね、３つの中では一番問題は少ないかもしれない。しかし、経済産業省資源エネルギー庁の

　　　　「エネルギー白書2016」によると、2014年の日本における全発電量のうち、　C　発電が占める

割合は3.4%だ。

えいた：ええっ、少ないですね。

博　士：うむ、そうだ。

えいた：やはりそこには何か原因があるのでしょうか？

問６　令治くんが、空を見上げたとき、空全体の広さを10としたら、雲の量が７くらいの割合でした。

この日の天気は何ですか。

問７　令治くんは空に浮かぶ雲を見るのが好きです。雲を見ていると、いろいろなつまらない気持ちがな

くなって、大らかな気持ちになれるからです。学校の授業で、雲には雨を降らせるものと、雨を降ら

せないものがあると学びました。下の図①～④の雲のうち、雷をともなうはげしい雨を降らせること

があるのはどの雲ですか。正しいものを１つ選び、数字で答えなさい。

 

問８　令治くんは川遊びが好きです。魚をとるのも楽しいし、石を回転させながら投げて水面で石をはね

させる水切りも楽しいからです。令治くんは、水切りで８回という記録をもっているのがじまんです。

水切りで投げる石は、平たくて丸っこい形が一番よいことを令治くんは知っています。そんな石が多

くて、水切りがしやすい川はどんな川ですか。次のア～ウから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．山の中を流れる川（上流）  　イ．平地を流れる川（中流）  　ウ．海の近くを流れる川（河口）

問９　「令和２年７月豪雨」により川の水があふれ、激しい流れとなって、多くの家々が流されていく

ニュースを見た令治くんは、いつもの川は楽しいけれど、いったん洪水になるとすごくこわいと思い

ました。川のはたらきは３つありますが、家が流されたのは、そのうちの何というはたらきですか。

問10　令治くんは、大雨による川の災害をできるだけ少なくするためにはどうしたらよいのか、次の

ア～オの５つを考えました。この中で、大雨による川の災害対策とならないものが１つあります。

以下の記号から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．利水ダムをつくる　　　　　　　イ．コンクリートで堤防をつくる　　　ウ．遊水地をつくる

　　　エ．山の木々を育て、森を育む　　　オ．護岸ブロックを川岸に設置する
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　次の文章を読んで、問いに答えなさい。ただし、文章中の同じアルファベットには、同じ語が入ります。

　ここは、とある研究所です。この研究所のすすむ博士（以下、博士）とえいた助手（以下、えいた）

が、発電に関して話し合いをしています。

博　士：えいた君。環境にやさしく、電気がたくさん発電できる方法は、何かないだろうか？

えいた：そうですね。そんな方法があればみんな困っていないのですが……。

博　士：君は、どんな発電の方法があるか知っているかね？

えいた：そうですね……。石油や天然ガスを燃やして、その熱で水を沸騰させて電気をおこす　A　発電

や、ウランなどの原子が分裂し、別の原子になるときに発生するエネルギーを使って水を沸騰さ

せて電気をおこす　B　発電や、水をダムでせきとめて、その水を高いところから流して発電す

る　C　発電などがあります。

博　士：そうだな。実にいろいろな発電の方法があるが、それぞれに問題があるのだ。

えいた：なかなかうまくはいかないものですね……。

博　士：うむ。その問題が解決できれば、もっと安全で安く、将来にわたって発電をすることができるは

ずなのだ。

えいた：博士、たとえば　A　発電の問題点はなんですか？

博　士：１つは、　　　　　D　　　　　という問題点がある。

えいた：それはまずいですね。それがなくなってしまったら、もう　A　発電はできなくなります。

博　士：２つめは、　　　　　E　　　　　という問題点がある。

えいた：なんですって！地球の気温がどんどん高くなると、南極大陸の氷がとけて海面が上昇し、海に沈

んでしまう場所が出てきますね。

博　士：そうなんだ。両方とも大変な問題なんだよ。

えいた：では　B　発電はどうですか？
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が、広い範囲にまきちらされてしまう。

えいた：そうですね。（G）東日本大震災では、実際に事故がおこってしまいました。

博　士：一度事故がおこると、その影響はとても長く残ってしまう。何とかしようと思っても、　F　

を発生させる物質の処分は、大変難しいのだよ。

えいた：では、　C　発電はどうでしょうか？

博　士：そうだね、３つの中では一番問題は少ないかもしれない。しかし、経済産業省資源エネルギー庁の

　　　　「エネルギー白書2016」によると、2014年の日本における全発電量のうち、　C　発電が占める
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えいた：ええっ、少ないですね。

博　士：うむ、そうだ。

えいた：やはりそこには何か原因があるのでしょうか？
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問８　令治くんは川遊びが好きです。魚をとるのも楽しいし、石を回転させながら投げて水面で石をはね

させる水切りも楽しいからです。令治くんは、水切りで８回という記録をもっているのがじまんです。
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問10　令治くんは、大雨による川の災害をできるだけ少なくするためにはどうしたらよいのか、次の

ア～オの５つを考えました。この中で、大雨による川の災害対策とならないものが１つあります。

以下の記号から１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．利水ダムをつくる　　　　　　　イ．コンクリートで堤防をつくる　　　ウ．遊水地をつくる

　　　エ．山の木々を育て、森を育む　　　オ．護岸ブロックを川岸に設置する
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博　士：では、こちらの図を見てほしい。この図は、日本と海外の主な川の長さとこうばい（川の流れの

かたむきの大きさ）を表している。

 

えいた：これは……。日本と海外の川でははっきりちがいが出ていますね。

博　士：常願寺川、信濃川、北上川は日本の川、セーヌ川、コロラド川、メコン川は、海外の川だね。

（H）日本の川と海外の川では、はっきりと特徴が表れているね。

えいた：しかし、これが　C　発電にどう関係するのですか？

博　士：実は、この特徴のちがいが、（I）日本の　C　発電の建設を難しくしているんだ。

えいた：そうなんですね。では、　C　発電は、このままなくなってしまうのでしょうか。

博　士：大きなものは難しいけれど、中ぐらいのものや小さいものは日本に向くのではないかと言われて

いるよ。

えいた：なるほど。電気は私たちの生活に必要だから、研究がすすんで、安心して電気が使えるようにな

るといいですね。

問１　文章中の　A　～　C　にあてはまる発電の名前を漢字で答えなさい。

問２　　A　発電の問題点としてあげられている　D　と　E　に入る言葉として最も正しいものを、次

のア～オからそれぞれ１つずつ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．水を沸騰させる必要があるために、地球から水がなくなってしまう

　　　イ．地球にある石油や天然ガスは、ほり出せる量に限りがある

　　　ウ．石油や天然ガスを燃やして発生する熱が、地球の気温を上げてしまう

　　　エ．石油や天然ガスを燃やして発生する二酸化炭素が、地球の気温を上げてしまう

　　　オ．有毒ガスが発生し、そのガスが地球の気温を上げてしまう

問３　　F　に入る言葉として正しいものを、次のア～オから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．熱線　　　イ．紫外線　　　ウ．赤外線　　　エ．死線　　　オ．放射線

問４　下線部（G）について、事故の原因として正しいものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．地震のゆれによって、地面から有毒なガスが発生したから。

　　　イ．地震の発生によって、水を加熱することができなくなったから。

　　　ウ．地震による大規ぼな停電で、原子の分裂で発生する熱を冷やすことができなくなったから。

　　　エ．地震の発生によって地面がさけ、発電所の建物がこわれてしまったから。

問５　下の文章は、下線部（H）について、日本の川と海外の川の特徴をまとめたものです。文中の①～③

に入る語の組み合わせとして正しいものを、次のア～クから１つ選び、記号で答えなさい。

　日本の川は、海外の川とくらべて河口から源流（川の始まりの場所）の距離が　①　く、　②

いところから流れてくるので、流れが　③　になることがわかる。

問６　下線部（Ｉ）について、現在では、新しい大きなダムが作られていません。その理由について問５を

参考にしながら、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．源流から河口までのきょりが長い川が多いため、ダムをつくっても水がたまりにくいから。

　　　イ．平らな土地が多いため、ダムをつくるのにふさわしい場所が少ないから。

　　　ウ．ダムをつくると、その川の下流に水が流れなくなるため、農家の人たちが困るから。

　　　エ．高くてけわしい山の中にダムをつくるため、建設にかかる費用が高額になるから。

問７　環境にやさしい発電の方法として、様々な方法が考えられています。自分の家にも置くことができ、

多くの屋根で見ることができる発電の方法を答えなさい。
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博　士：では、こちらの図を見てほしい。この図は、日本と海外の主な川の長さとこうばい（川の流れの

かたむきの大きさ）を表している。

 

えいた：これは……。日本と海外の川でははっきりちがいが出ていますね。

博　士：常願寺川、信濃川、北上川は日本の川、セーヌ川、コロラド川、メコン川は、海外の川だね。

（H）日本の川と海外の川では、はっきりと特徴が表れているね。

えいた：しかし、これが　C　発電にどう関係するのですか？

博　士：実は、この特徴のちがいが、（I）日本の　C　発電の建設を難しくしているんだ。

えいた：そうなんですね。では、　C　発電は、このままなくなってしまうのでしょうか。

博　士：大きなものは難しいけれど、中ぐらいのものや小さいものは日本に向くのではないかと言われて

いるよ。

えいた：なるほど。電気は私たちの生活に必要だから、研究がすすんで、安心して電気が使えるようにな

るといいですね。

問１　文章中の　A　～　C　にあてはまる発電の名前を漢字で答えなさい。

問２　　A　発電の問題点としてあげられている　D　と　E　に入る言葉として最も正しいものを、次

のア～オからそれぞれ１つずつ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．水を沸騰させる必要があるために、地球から水がなくなってしまう

　　　イ．地球にある石油や天然ガスは、ほり出せる量に限りがある

　　　ウ．石油や天然ガスを燃やして発生する熱が、地球の気温を上げてしまう

　　　エ．石油や天然ガスを燃やして発生する二酸化炭素が、地球の気温を上げてしまう

　　　オ．有毒ガスが発生し、そのガスが地球の気温を上げてしまう

問３　　F　に入る言葉として正しいものを、次のア～オから１つ選び、記号で答えなさい。
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問４　下線部（G）について、事故の原因として正しいものを、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．地震のゆれによって、地面から有毒なガスが発生したから。

　　　イ．地震の発生によって、水を加熱することができなくなったから。

　　　ウ．地震による大規ぼな停電で、原子の分裂で発生する熱を冷やすことができなくなったから。

　　　エ．地震の発生によって地面がさけ、発電所の建物がこわれてしまったから。

問５　下の文章は、下線部（H）について、日本の川と海外の川の特徴をまとめたものです。文中の①～③

に入る語の組み合わせとして正しいものを、次のア～クから１つ選び、記号で答えなさい。

　日本の川は、海外の川とくらべて河口から源流（川の始まりの場所）の距離が　①　く、　②

いところから流れてくるので、流れが　③　になることがわかる。

問６　下線部（Ｉ）について、現在では、新しい大きなダムが作られていません。その理由について問５を

参考にしながら、次のア～エから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．源流から河口までのきょりが長い川が多いため、ダムをつくっても水がたまりにくいから。

　　　イ．平らな土地が多いため、ダムをつくるのにふさわしい場所が少ないから。

　　　ウ．ダムをつくると、その川の下流に水が流れなくなるため、農家の人たちが困るから。

　　　エ．高くてけわしい山の中にダムをつくるため、建設にかかる費用が高額になるから。

問７　環境にやさしい発電の方法として、様々な方法が考えられています。自分の家にも置くことができ、

多くの屋根で見ることができる発電の方法を答えなさい。
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　次の問いに答えなさい。

問１　物の形や重さ、体積について述べた下のア～エのうち、もっとも正しいものを選び、記号で答えな

さい。

　　　ア．同じ大きさのアルミニウムはくを２枚用意し、片方は細かく切り、もう片方はそのままにして、

てんびんに乗せて重さをくらべると、細かく切られたほうが軽くなる。

　　　イ．同じ大きさの入れ物を２つ用意し、それぞれに砂糖と塩をすき間なく入れて、電子てんびんを

使って重さを比べると、２つは同じ重さになる。

　　　ウ．10ｇの鉄と10ｇの発泡スチロールの大きさをくらべると、鉄のほうが小さくなる。

　　　エ．同じ人が片足で体重計に乗った時と、両足で体重計に乗った時では、片足で乗った時のほうが、

体重が軽くなる。

問２　下図のようにてんびんを使って、はさみ、のり、消しゴム、えんぴつの重さをくらべました。これ

らの中で、最も軽いものはどれですか。

問３　右図のように、同じ大きさの４枚の鏡ではね返した日

光をかべに当てている様子を模式的に表しました。これ

について、次の問いに答えなさい。

（1）図中のア～エのうち、もっとも明るい部分はどこで

すか。記号で答えなさい。

（2）図中のア～エのうち、同じ明るさの部分はどことど

こですか。記号で答えなさい。

（3）★の部分は、何枚の鏡ではね返した光が重なってい

ますか。鏡の枚数を答えなさい。

問４　右図ア～カのように、豆電球とかん電池と導

線を使って回路を作り、豆電球が光る明るさを

調べました。これについて、下の問い（1）（2）

に答えなさい。

（1）豆電球がアと同じ明るさで光るものはどれ

ですか。同じ明るさで光るものをすべて選

び、記号で答えなさい。

（2）豆電球が光らないものはどれですか。光ら

ないものをすべて選び、記号で答えなさい。

問５　ふりこの実験で、ふりこの長さ、おもりの重さ、ふれはばを変えて、ふりこの周期をはかると、下

の表のようになりました。これについて、下の問い（1）（2）に答えなさい。

（1）ふりこの周期と糸の長さの関係を確かめるには、表のA～Gのどの結果をくらべればよいですか。

A～Gから２つ選び、記号で答えなさい。

（2）ふりこの周期とふれはばの関係を確かめるには、表のA～Gのどの結果をくらべればよいですか。

A～Gから２つ選び、記号で答えなさい。

問６　ふりこが10往復する時間を４回はかったところ、

右のような結果になりました。このふりこの周期は

何秒ですか。小数第２位を四捨五入して求めなさい。
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2.4
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　次の問いに答えなさい。

問１　物の形や重さ、体積について述べた下のア～エのうち、もっとも正しいものを選び、記号で答えな

さい。

　　　ア．同じ大きさのアルミニウムはくを２枚用意し、片方は細かく切り、もう片方はそのままにして、

てんびんに乗せて重さをくらべると、細かく切られたほうが軽くなる。

　　　イ．同じ大きさの入れ物を２つ用意し、それぞれに砂糖と塩をすき間なく入れて、電子てんびんを

使って重さを比べると、２つは同じ重さになる。

　　　ウ．10ｇの鉄と10ｇの発泡スチロールの大きさをくらべると、鉄のほうが小さくなる。

　　　エ．同じ人が片足で体重計に乗った時と、両足で体重計に乗った時では、片足で乗った時のほうが、

体重が軽くなる。

問２　下図のようにてんびんを使って、はさみ、のり、消しゴム、えんぴつの重さをくらべました。これ

らの中で、最も軽いものはどれですか。

問３　右図のように、同じ大きさの４枚の鏡ではね返した日

光をかべに当てている様子を模式的に表しました。これ
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　次の文を読んで、後の問いに答えなさい。

　和子さんは、初めて肉料理を作ってみました。初めてなので、簡単でおいしい料理がいいなあと思いな

がらインターネットで調べていると「（A）ニワトリの手羽先のコーラ煮」が目にとまりました。「コーラは

飲み物で調味料ではないのに、料理に使うのはおもしろいな」と思い、レシピ通りにつくってみたら、とっ

てもおいしくて、「やったあ」という気持ちになりました。そこで（B）ニワトリについて、くわしく調べて

みました。

　ニワトリの祖先は（C）東南アジアに生息するセキショクヤケイ

という鳥で、オスが早朝に鳴くことから時間を告げる鳥として飼

い始めたと考えられています。雑食性で、（D）植物の実や種子、

（E）こん虫を食べます。（F）オスとメスでは見た目がちがい、オス

の体は赤や暗緑色などのあざやかな色で、トサカ（頭の上）と、

ニクスイ（のど）という大きく発達した赤い肉質の突起を持ちま

す。一方メスは地味な色で、トサカなどは発達しませんし、尾羽

も短く、体も小さいです。繁殖シーズンは１年に１度で、枯葉や

草で巣をつくり、４～６個の（G）卵を産みます。メスが卵をだいて18～20日経つとヒナが誕生します。

オスはメスの気を引いたり、他のオスに自分がいることを示すため、「コケコッコー」という大きな声で

鳴きます。

　和子さんは、オスが早朝に鳴くことが気になり、さらに詳しく調べてみました。すると自宅の庭で、

メス約60羽・オス１羽のニワトリを放し飼いにしている方によって、オスがその日最初に鳴いた時刻を

１年間記録したグラフを見つけました。この方は、（H）グラフからオスの鳴き始めについて考えられる

ことをまとめていましたが、和子さんは、『ナショナルジオグラフィック』という科学雑誌のネット記事

（National Geographic News 2013.03.21）を読んで、その原因が体内時計だったことを知りました。

問１　下線部（A）について、ニワトリの手羽先とはどの部分ですか。解答用紙のニワトリの骨格図で手羽

先の部分の骨をえん筆で黒くぬりなさい。

問２　下線部（A）について、ヒトの体でニワトリの手羽先に相当する部分はどこですか。解答用紙のヒト

の骨格図で手羽先に相当する部分の骨をえん筆で黒くぬりなさい。

問３　下線部（B）について、キンギョ、カエル、カメ、コウモリにはなくて、ニワトリだけに見られる特

徴は何ですか。次のア～カから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．あしにうろこがある　　　イ．背骨がある　　　ウ．クチバシがある　　

　　　エ．羽毛がはえている　　　　オ．卵をうむ　　　　カ．体温が常に一定である

問４　下線部（C）について、春に東南アジアからやってきて日本で繁殖し、秋に東南アジアにもどってい

く鳥は何ですか。次のア～カから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．ツバメ　　　　イ．ハクチョウ　　　ウ．スズメ

　　　エ．ウグイス　　　オ．カラス　　　　　カ．ツグミ

問５　下線部（D）について、植物の花が実になるためには何が必要ですか。漢字２文字で答えなさい。

問６　下線部（D）について、植物の種子が発芽するときに必要な条件が３つあります。それは水と温度と

もう１つは何ですか。漢字で答えなさい。

問７　下線部（E）について、こん虫は幼虫から成虫になる過程で２つのグループに分けられます。次のア

～カのうち他のこん虫と違うグループに属するものを１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．モンシロチョウ　　　イ．カブトムシ　　　　ウ．コオロギ　　

　　　エ．アリ　　　　　　　　オ．テントウムシ　　　カ．ミツバチ

問８　下線部（F）について、ニワトリと同じようにカブトムシやライオンなど、動物のオスとメスは姿形

がちがうものが多いですが、メダカではしりびれの形が違います。解答用紙のメダカのイラストにし

りびれを書き加えてオスとメスのちがいを示しなさい。（書くのはひれの形だけでよく、ひれのすじ

などは書かなくてもよい）
12/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1月/日

時刻
2：00

3：00

4：00

5：00

6：00

日の出　　　　夜明け　　　　第1声31日平均　　　●第1声　　　○満月

こっかく

ほね

こっかく ほね

せ ぼね

はんしょく

よう

図：ニワトリの手羽先

（http://www13.plala.or.jp/oosimakisyou/crow.html）
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問９　下線部（G）について、カマキリのなかまは、気温の低い冬を厚いスポンジ状の卵鞘と呼ばれるもの

に守られて、卵の状態ですごします。オオカマキリの卵鞘を見つけるにはどこをさがしたらよいです

か。次のア～カから１つ選び、記号で答えなさい。

　　　ア．草のくきや低木の枝　　　イ．ため池の水の中　　　ウ．日当たりのよい建物のかべ　　

　　　エ．河原の石の上　　　　　　オ．林の木の幹　　　　　カ．森の落ち葉の中

問10　下線部（H）について、和子さんがインターネットでみつけたグラフからニワトリの一日の第１声

　　（鳴き始め）の時刻についてどのようなことが言えますか。次のア～オから１つ選び、記号で答えな

さい。

　　　ア．ニワトリの第１声の時刻は、日の出（地平線から太陽が現れる）時刻から２～３時間前である。

　　　イ．ニワトリの第１声の時刻は、夜明け（東の空が明るくなる）時刻から２～３時間前である。

　　　ウ．ニワトリの第１声の時刻は、日の出や夜明けの時刻に関係なく３時過ぎから４時ごろである。

　　　エ．ニワトリの第１声の時刻は、満月の日が一番早い時刻で、それからだんだんおそくなり新月ご

ろに最もおそくなって、以後満月まで再び早まっていく。

　　　オ．ニワトリの第１声の時刻は、夏は早い時刻となり、冬は遅い時刻になる。

らんしょう


