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★★★★ （1）

★★★★ （2）

　　　ア　午前4時40分　　　イ　午前5時　　　　ウ　午前5時20分　　　　

　　　エ　午前5時40分　　　オ　午前6時

★★★★★ （3）

★★★★ （4）

　　　ア　1ヶ月後　　　　　　　イ　2ヶ月後　　　　　　ウ　4ヶ月後

　　　エ　6ヶ月後　　　　　　　オ　8ヶ月後　　　　　　カ　10ヶ月後

★★★ （5）

【2】で透明半球上に太陽の位置を記録するとき、サインペンの先端の影がどこにくるようにするとよい
か、簡潔に書きなさい。

曲線ＥＧＦに沿って午前9時の点と午前10時の点の間の曲線の長さをはかると3.3ｃｍであった。また、
午前9時の点からＥ点の間の曲線の長さをはかると12.1ｃｍであった。この日の地点Ｘでの日の出の時
刻として最も適当なものを、ア～オから1つ選び、記号で書きなさい。

透明半球に沿って点Ａと点Ｇの間の長さをはかると21.4ｃｍであった。また、弧ＡＢＣの長さをはかると
50.0ｃｍであった。この日の地点Ｘでの南中高度は何度か、四捨五入して整数で求めなさい。

この日から1ヶ月ごとに、地点Ｘで【1】～【3】と同様に太陽の位置を記録した。[図2]とほぼ同じ結果が
得られた時期として最も適当なものを、ア～カから1つ選び、記号で書きなさい。

日本が春分の日のある地点Ｘ、赤道上のある地点Ｙ、オーストラリア国内のある地点Ｚで、太陽の動き
を観察した。下図のア～ウは、3つの地点の観察記録のいずれかである。地点Ｘ～Ｚの観察記録として
適切なものを、ア～ウからそれぞれ1つずつ選び、記号で書きなさい。

　太陽の動きを調べるために、大分県内のある地点Ｘで7月下旬のある日に、次の観察を行った。（1）
～（5）の問いに答えなさい。

【2】　午前9時から午後4時まで1時間ごとに、サインペンで太陽の位
　　置を透明半球上に・印で記録した。

【1】　水平に置いた厚紙の上に透明半球と同じ直径の円をかき、
　　円の中心Ｏを通り直角に交わる線ＡＣと線ＢＤを引いた。[図1]の
　　ように透明半球を円に重ねて固定し、方位磁針を使って線ＡＣを
　　南北に合わせた。

【3】　透明半球上に記録した各点をなめらかな線で結んで、透明半
　　球のふちまでのばし、厚紙との交点をＥ、Ｆとした。また、この日
　　の太陽が最も高くなった位置をＧとし〇印をつけた。〔図2〕は、
　　【2】、【3】の結果である。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい
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1.天体の1日の動き

単元5 地球と宇宙

（2）

（4）

地点X 地点Y 地点Z

（5）

（1）

（3）

　　　　　　　　度

合計日付

小計

https://iidrill.com/


 

 
https://iidrill.com 

 

★★★ （1） 地球の自転の向きア、イのどちらか。

★★★ （2） 自転により地球は1時間に何度回転している。

★★★ （3） 図1で、日の出の位置にあるのＡ～Ｈのどの位置のときか、1つ選び記号で答えよ。

★★★ （4） 図1で、日の入りの位置にあるのはＡ～Ｈのどの位置のときか、1つ選び記号で答えよ。

★★★★ （5）

★★★ （6）

★★ （7）

★★ （8） （7）の下線のような星の動きを何というか。

★★★ （9）

★★★ （10）
次の文は、北の空の恒星の日周運動について述べようとしたものである。文中の（　　　）に共通してあ
てはまる最も適当な言葉を書け。

　　北の空の恒星は、（　　　　）を延長した方向の一点を中心として、回転しているように見える。これ
は、地球が（　　　　）を中心にして、自転しているために、生じる見かけの動きである。

図1は、南極上空から地球を見たときの模式図である。また、図1のＡ～Ｈは、地球の赤道上の位置を
示している。　日本のある地点において、異なる二つの方位の空にそれぞれカメラを向けて固定し、同
時にカメラのシャッターを一定時間開いて写真を撮影した。図2、図3は写真を模式的に表したものであ
る。次の問いに答えよ。

地球のＡの位置がＦの位置まで移動するのに何時間かかるか。ただし、求める時間は1日経過してい
ないものとする。

地球の自転により、地球上の観測者が南の空に見た星は、どの方向の空へと沈んでいくように見える
か。東、西、北、南の方角の中から1つ選び、答えよ。

地球の自転により、地球上の観測者が北の空の星を観測すると、回転しているように見える。しかし、1
つだけはほぼ回転していない星がある。その星の名称を漢字で答えよ。

図2に表した写真の空の方位と、図3に表した写真の空の方位を組みあわせとして適切なものは、下の
表のア～エのうちどれか。

2

（1） （3） （4） （6）

（9）（7） （8） （10）

（5）

　　　　　　　　度 　　　　　　　時間

（2）

小計

図1

図2 図3

図2に表した写真の空の方位 図3に表した写真の空の方位

ア 南 西

イ 南 東

ウ 北 西

エ 北 東
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★★ （1）

★★★ （2）

　　ア　自転方向はaで、公転方向はｃである。

　　イ　自転方向はaで、公転方向はｄである。

　　ウ　自転方向はｂで、公転方向はｃである。

　　エ　自転方向はｂで、公転方向はｄである。

★★★ （3）

★★ （4） 太陽の天球上の通り道を何というか。漢字で答えよ。

★★★★ （5）

　　　ア　東から西　　　　イ　南から北　　　　ウ　西から東　　　　　エ　北から南

★★★ （6）

ア　おとめ座　　　　イ　さそり座　　　　ウ　みずがめ座　　　エ　ふたご座

★★★★ （7）

　　　ア　朝方　　　　　イ　昼ごろ　　　　　ウ　夕方　　　　　エ　真夜中

★★★★ （8）

　　　ア　東の空　　　　イ　西の空　　　　ウ　南の空　　　　エ　北の空

★★★★★ （9）

★★★★ （10） 星座を毎日同じ時刻に観察していくと、1ヶ月につき、どちらの方角に何度動いているか。

図中のＡ～Ｄのうち、夏至の日の地球の位置を示したものはどれか。一つ選んで、その記号を書け。

地球の自転方向と公転方向は、図のどれになるか。次のア～エから最も適当なものを1つ選び、記号で
答えよ。

地球が太陽のまわりを公転することによって、太陽が天球上を移動するように見える。この太陽の見か
けの動きを何というか。漢字で答えよ。

地球がDに位置するときふたご座が南中するのはいつか。次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。

秋の真夜中に南中して見える星座はどれですか。ア～エから選び記号で答えなさい。

1月の夜明け前に、ふたご座はどの方向に見られるか。次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。

ある日の午後8時に、さそり座が真南に見えた。同じ場所で4か月後の同時刻に見える星座は何座か。
図2の中から1つ選び、その星座名を答えよ。

太陽は星座の中を1年かけてどちらからどちらに動いていきますか。次のア～エから選び、記号で答え
なさい。

下の図は、太陽のまわりを公転する地球と、天球上の一部の星座を模式的に示したものである。これ
に関して、次の各問いに答えよ。

目標時間

20分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

2.天体の1年の動き

単元5 地球と宇宙

1

（1） （2） （5）

（6） （7） （8） （10）
方角 角度

　　　　　　　度

（9）

（3） （4）

合計日付
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★ （1） 図2の太陽像に見える黒いしみのような部分を何というか。漢字2字で答えよ。

★★★ （2） 次の文中の（　　　　）にあてはまる語を、漢字2字で答えよ。

★★ （3）

★★★★ （4） 太陽についての説明で誤っているものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えよ。

　　ア　太陽の表面温度は、およそ6000℃もある。

　　イ　太陽は高温の気体からできていて、その直径は地球の約109倍もある。

★★★★ （5） 黒点が黒く見える理由は何か、書きなさい。

　5月21日、天体望遠鏡を使って太陽の観測を行った。図1はそのときの装置で、図2は投影板上の太
陽像をスケッチしたものである。この2つの図について、次の各問いに答えよ。

　　望遠鏡を固定して観察していると、太陽の像が記録用紙の上を移動した。これは太陽の（　①　)運
動のためである。また、黒いしみのような部分を5月23日の同じ時刻に観察すると、図3のように少し移
動していくことが分かった。これは太陽が（　②　）しているためである。

この日、太陽の一部が月にかくれて見えなくなる現象が起こった。この日の月を何というか。漢字2字で
答えよ。

　　エ　地球が太陽のまわりを公転することによって、太陽は天球上の黄道を移動しているように見え
　　　　る。

　　ウ　皆既日食のときに、プロミネンスとよばれる太陽の外側に広がる高温のガス層が観測された。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

3.太陽と月

単元5 地球と宇宙

1

（4） （5）

（2）
① ②

（1） （3）

合計日付

小計
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★★★ （1） 月のように、惑星のまわりを公転している天体を何というか。

★★★★ （2） 図2のA～Hのうち、図1のときの地球に対する月の位置はどれか。記号で書け。

★★★★ （3） 図1の月を観測した日から、満月が見えるのは約何週間か。

★★ （4）

★★★★★ （5）

★★★★ （6） 地球からみると月が輝いてみえるのはなぜか。

★★ （7）

★★★★ （8）

★★★ （9）

★★★★★ （10） 地球から月を観察すると、月は常に同じ面を地球に向けている。その理由を書きなさい。

★★★★ （11）

　図1は、ある日の午後6時に、日本のある地点で月を観察したときのスケッチである。図2は地球の北
極側から見た太陽、地球、月の位置関係を模式的に示したものである。次の問いに答えよ。

問い（3）の満月が見えたときの地球に対する月の位置はどれか。図2のA～Hから選び、記号で答え
よ。

図1の観察から3日後の午後6時に、再び同じ場所で月の観察を行い、図1のスケッチにかき加えた。で
きあがったスケッチはどれか。下のア～エから選び、記号で答えよ。

下の図は、太陽、地球、月の位置関係を模式的に示したものである。このような位置関係のとき、月が
地球の影に入る現象を何といいますか。その名称を書きなさい。

日食が起こるときの月の位置として、最も適当なものを、図2のＡ～Ｈから選びなさい。

日食が見られるときの月を何というか。

月がEの位置にあるとき、①地球からみて月はどのように見えるか解答欄に書きなさい（影の部分を黒
く塗りつぶすこと）。また、②このときの月は何と呼ばれるか書きなさい。

太陽 地球 月

2

（2） （4） （5）

（8）

① ②

（10）

（11）

（6） （7）

（9）

（1） （3）

小計

図2
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★★★★ （1）

★★★★ （2）

★★★★ （3） この日の朝方、月が見えるのは、東・西・南・北のどの空か。

★★★★ （4）

★★★★ （5） 次のア～エから適当でないものを1つ選び、記号で答えなさい。

　　　　ア　水星は、惑星のうち公転周期が最も短い。

　　　　イ　天王星は、火星よりも質量と平均密度が大きい。

　　　　ウ　地球型惑星と木星型惑星は、公転方向が同じである。

　　　　エ　太陽は、地球が公転している方向と同じ向きに自転している。

★★★★ （6） 金星は真夜中に見ることができない。その理由を答えよ。

　次の図1は、ある年の12月10日の地球と金星の位置関
係を示したものである。この日、月食が観測された。この
図について各問いに答えよ。ただし、観測地点は熊本市
とする。

この年の12月2日の夕方に見えた月について、最も適当なものを次のア～エから1つ選び、記号で答え
なさい。

金星が図の位置にあるとき、いつごろのどちらの空に見
えるか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　夕方の西の空　　　　イ　夕方の東の空
ウ　明け方の西の空　　　エ　明け方の東の空

図1の位置にある金星を、天体望遠鏡で観測してスケッ
チしたものはどれか。次のア～エから1つ選び、記号で答
えなさい。ただし、図は肉眼で見たときのようぶ上下左右
の向きを直してある。

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

4.太陽系と銀河系

単元5 地球と宇宙

1

（1） （2） （3） （4） （5）

（6）

合計日付

小計

図1
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★★★ （1）

★★★ （2） 日本の真夜中に直接見ることができない惑星を、次のア～エからすべて選びなさい。

　ア　火星　　　　イ　水星　　　　ウ　木星　　　　　エ　金星

★★★★ （3） 表の①～⑥の6つの惑星のうち木星はどれか。1つ選んで、その番号を書きなさい。

★★★ （4）

★★★★ （5）

★★★★ （6）

　　　ア　質量が大きいほど、公転周期は長い。

　　　イ　質量が大きいほど、平均密度は大きい。

　　　ウ　太陽からの平均距離が長いほど、公転周期は長い。

　　　エ　太陽からの平均距離が長いほど、赤道直径は大きい。

★★ （7） 下線について、この物質は何か、化学式で書きなさい。

★★★ （8）

★★★★ （9）

太陽系が属する（　①　）系は図のようにうずを巻いたレンズ状の形をしており、
②（ア　約　2000　イ　約2000億）個の恒星が含まれている。

太陽系には、8つの惑星があり、主に岩石からできている（　Ｐ　）型
惑星と、厚いガスや氷に覆われている（　Ｑ　）型惑星の2つのグルー
プに分けられる。（　Ｐ　）型惑星は、（　Ｑ　）型惑星に比べて、大き
さ・質量は（　Ｒ　）、密度は（　Ｓ　）。

　この表は、太陽系の8つの惑星
の特徴についてまとめたもので
す。このなかで、地球だけに液体
の状態で大量に存在し、多くの生
命をはぐくんでいる物質がありま
す。

太陽系の惑星の中で、公転周期
が最も長い惑星はどれか。漢字
で答えよ。

次の文は、図の恒星の集まりについて述べたものである。正しい文になるよう
に、文中の（　①　）にあてはまる語句を書き、②は、ア・イのいずれかを選びな
さい。

表の①～⑥の6つの惑星のうち（4）のP型惑星はどれか。すべて選んで、その番号を書きなさい。

次の文は、太陽系の惑星について述べようとしたものであり、文中のＰ、Ｑの（　　　）内には惑星名が入
る。Ｐ、Ｑの（　　　　）内にあてはまる最も適当な惑星名を書け。また、文中のＲ、Ｓの（　　　　）内にあて
はまる言葉の組み合わせとして最も適当なものを、下の表のア～エから一つ選んで、その記号を書
け。

表の8つの惑星について、正しく述べている文はどれか。ア～エの中から1つ選んで、その記号を書き
なさい。

太陽系の天体には、惑星以外にもさまざまな天体がある。月のように、惑星のまわりを公転している天
体は、一般に何と呼ばれるか。その名称を書け。

　次の文は、「太陽系」について発表した内容の一部である。次の各問いに答えなさい。2

太陽からの平均
距離（地球～1）

赤道直径
(地球＝1）

質量
（地球＝1）

平均密度(物質1
あたりの質量（ｇ）

公転周期（年）

① 0.39 0.38 0.06 5.43 0.24
金星 0.72 0.95 0.82 5.24 0.62
地球 1.00 1.00 1.00 5.52 1.00
② 1.52 0.53 0.11 3.93 1.88
③ 5.20 11.21 317.83 1.33 11.86
④ 9.55 9.45 95.16 1.69 29.46
⑤ 19.22 4.01 14.54 1.27 84.02
⑥ 30.11 3.88 17.15 1.64 164.77

ｃｍ 

Ｒ Ｓ
ア 大きく 大きい
イ 大きく 小さい
ウ 小さく 大きい
エ 小さく 小さい

（3）

記号

（6）

記号

（5）

（7） （8）
Q

（9）

P Q

（4）

（1） （2）

小計
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