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名前 

生物と細胞 中２理科 

生物と細胞(１)  
【１】細胞に関する、以下の問題に答えなさい。 
 （１）１つの細胞だけで、からだが作られている生物を何というか。 
 （２）多くの細胞から、からだが作られている生物を何というか。 
 （３）自分で作った顕微鏡で、細胞を最初に発見した人物を、ア～エから選びなさい。 
    ア)ラボアジア  イ)フック  ウ)ドルトン  エ)野口英雄 
 

１ 単細胞生物 ２ 多細胞生物 ３ イ 
 
 

【２】細胞の観察に関する、以下の問題に答えなさい。 
 （１）次のプレパラートの作り方に関して、空欄に適語を入れなさい。 

      
   細胞を観察するとき、試料をスライドガラスの上にのせ、水をスポイトで１滴たらすか、 
  染色液として（  ①  ）をたらし、３分ほど置いておく。ピンセットで（  ②  ） 
  をかぶせ、余計な水分を取り除き、顕微鏡の（  ③  ）の上において観察する。  
 

① 酢酸カーミン・酢酸オルセイン ② カバーガラス ③ ステージ 
 
 （２）右の図は、オオカナダモの葉を染色したときの様子である。 
   以下の問いに答えよ。 
  ①染色液によって色がついた部分が、各細胞に１つずつ観察され 
   た。これは何か。 
  ②各細胞には、緑色の粒も見られた。これは何か。 
  ③緑色の粒は、どのような活動に利用されているか。次の中から 
   正しいものを選べ。 
   ア)呼吸  イ)光合成  ウ）消化  エ)分裂 
 

① 核 ② 葉緑体 ③ イ 
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名前 

中２理科 生物と細胞 

生物と細胞(２)  

【１】図は、植物細胞と動物細胞の模式図である、以下の問いに答えなさい。 
 （１）図の A～Fの名称を答えよ。 
 （２）Bは植物細胞のみに見られるが、このはたらきとして正しいものを選びなさい。 
   ア）体全体を支える  イ)水分の流出を防ぐ  ウ)栄養を蓄える 
 （３）Dを顕微鏡で観察しやすくするために利用する染色液を答えなさい。 
 （４）植物細胞に関する記述として、誤っているものを選びなさい。 
   ア) Aは、秋の紅葉の彩りに関係している。 
   イ) Fは、空気中の酸素を二酸化炭素に変える光合成のはたらきをもつ。 
   ウ)植物細胞の微生物には、ヘネケイソウやミカヅキモが、例としてあげられる。 
   エ)動物細胞と同様に、呼吸を行い、エネルギーをつくるミトコンドリアをもつ。 
 

A 
B 

 C 
 D 

E 
 F

  
 

 
 
 
(1) 
 

A   液胞 

B   細胞壁 

C   細胞質 

D    核 

E   細胞膜 

F   葉緑体 

(2) ア 
(3) 酢酸カーミン・酢酸オルセイン 

(4) イ 
 

【２】多細胞生物のなりたちに関する、以下の問いに答えなさい。 
 （１）同じような形や性質の細胞があつまってできたしくみを何というか。 
 （２）さらに、いくつかの（１）があつまってできた、ある特定のはたらきをするしくみを 
    何というか。 
 （３）次の選択肢の中から、（２）にあてはまるものを選びなさい。 
   ア)筋肉     イ)皮膚     ウ)心臓     エ)骨 
 （４）最終的に、（２）があつまりできあがった、ひとつの生物を何というか。 
 

(1)  組織 (2)  器官 (3)  ウ (4)  個体 
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名前 

生物と細胞(３)  

【１】図はヒトのほおの粘膜、オオカナダモ、ゾウリムシに関する特徴をまとめたものである。 
  以下の問題に答えなさい。 
 
 （１）右図のはたらきについて、 
  s と t にあてはまる、○か×を 
  答えよ。ただし、○はあては 
  まる、×はあてはまらないこ 
  とを意味する。 
 （２）Pは各細胞にみられるが、 
  通常、細胞１個につき何個ず 
  つ存在するか答えよ。 
 （３）細胞のつくりに関する、u 
  と vにあてはまる組み合わせ 
  として、正しいものをア～エから選びなさい。 

 ア イ ウ エ 
u 細胞質がある 葉緑体がある 液胞がある 細胞膜がある 
v 葉緑体がある ミトコンドリアがある 細胞膜がある 細胞壁がある 

  
(1)  s ○ t  ○ (2)  １個 (3)  エ 

 

中２理科 生物と細胞 

【２】水中の微生物、および、細胞の観察における、以下の問いに答えよ。 
 （１）微生物のうち、ミジンコ・アメーバの仲間は、植物と動物どちらの仲間に分類される 
    か答えなさい。 
 （２）微生物のうち、植物と動物の両方の特徴を兼ね備えているものがいるが、それは何か 
    答えなさい。 
 （３）葉の裏側は、基本的に葉緑体をもたない細胞でつくられているが、中には葉緑体をも 
    つ細胞もある。その細胞名を答えなさい。 
 （４）細胞の中に含まれ、物質の分泌のはたらきを行うものは何か。以下の中から選べ。 
     ア)ミトコンドリア  イ)細胞膜  ウ)液胞  エ)ゴルジ体 
 （５）消化と吸収を行う小腸は、組織、器官、個体のどれにあたるか答えなさい。 
 
(1)  動物 (2)  ミドリムシ (3)  孔辺細胞 (4)  エ (5)  器官 
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名前 

中２理科 生物と細胞 

生物と細胞(４)  

【２】下の図は、植物と動物のからだのつくりを模式的に表したものである。以下の問いに答 
  えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （１）図の、葉や胃・小腸などは、組織が集まったものである。これを何というか。 
 （２）アブラナやヒトは（１）が集まってできたものである。これを何と言うか。 
 （３）植物の組織の中で、葉の裏側に葉緑体をもつ細胞があり、その細胞二つが水蒸気を体 
    外に出すしくみをつくっている。その水蒸気の通り道を何というか。 
 （４）複数の細胞が集まって、できている生物を特に何というか。 
 

(1)  器官 (2)  個体 (3)  気孔 (4)  多細胞生物 
 

【１】細胞に関する、以下の問いに答えよ。 
 （１）動物細胞にはなくて、植物細胞にあるものを全て答えよ。 
 （２）各細胞で、呼吸を行い、エネルギーをとりだすものは何か答えよ。 
 （３）ゾウリムシやアメーバなどは、ひとつの細胞から構成されていることから、何と呼ば 
    れるか答えなさい。 
 （４）顕微鏡による細胞の観察のとき、明るさが均一ではないとき、視野の明るさを保ちつ 
    つ均一性を上げるにはどうすればよいか、簡潔に説明際しなさい。 

(1)  細胞壁・液胞・葉緑体 (2)  ミトコンドリア (3)  単細胞生物 
(4)  接眼レンズをのぞきながら、反射鏡の角度としぼりを調節する 
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名前 

 

中２理科 生物と細胞 

生物と細胞(一問一答)  
【１】生物と細胞に関する、以下の問いに答えなさい。 
（１）右図の A～Eの名称を答えよ。 
（２）右図は植物細胞だが、動物細胞 
 には存在しないものがある。全て 
 記号で答えよ。 
（３）Bの粒で行われることは何か。 
（４）Cの中にある、親の特徴などを子 
 孫に伝える、情報がはいっている 
 ものは何か。 
（５）Eのはたらきを簡単に述べよ。 
（６）A～E以外のもので、呼吸を行うものは何か。 
（７）A～E以外のもので、分泌を行うものは何か。 
（８）A～Eの周りを埋めるように存在するものは何か。 
（９）細胞を観察するときに、色をつけて観察しやすくするた 
 めの染色液に使われるものは何か。 
（10）１つの細胞だけでできている生物は何か。 
（11）複数の細胞が組み合わさってできている生物は何か。 
（12）葉の裏にある三日月型の細胞を何というか。 
（13）(12) の細胞に囲まれてできた隙間をなんというか。  
（14）(13) の隙間を使って、水分を外気に出す作用を何というか。 
（15）同じような細胞があつまっているものを何というか。 
（16）いくつかの (15) があつまっているものを何というか。 
（17）(16) があつまってひとつの生物となるが、それを何という  
 か。 
（18）顕微鏡で観察するときに試料をのせるガラスを何と言う 
 か。 
（19）(18) にのせた試料に水滴をたらした後にかぶせるものを

何というか。
 

（20）(19) ののち、余分な水分を取りのぞき、観察ができる状態  
 にしたものを何というか。 
（21）(20) をのぞいたときに、明るさが均一でないときに調整す  
 るのは、反射鏡と何か。 
（22）顕微鏡で観察するとき、(20) をのせる場所は何か。 
（23）対物レンズの動かし方を簡単に説明しなさい。 

( 1)  

A 液胞 
B 葉緑体 
C 核 
D 細胞膜 
E 細胞壁 

(2)  A・B・E 
(3)  光合成 

(4)  
DNA
（または、染色体）
(デオキシリボ核酸)

 
(5)  植物のからだを支える 

(6)  ミトコンドリア 
(7)  ゴルジ体 
(8)  細胞質 
(9)  酢酸カーミン・酢酸オルセイン 

(10)  単細胞生物 
(11)  多細胞生物 
(12)  孔辺細胞 
(13)  気孔 
(14)  蒸散 
(15)  組織 
(16)  器官 
(17)  個体 
(18)  スライドガラス 
(19)  カバーガラス 
(20)  プレパラート 
(21)  しぼり 
(22)  ステージ 

(23)  
プレパラートに近づ
けから、徐々に離し
てピントを合わせる 

 

 


