
② 分裂した細胞が（　　　　　）なる。

日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
１

ソラマメの細胞分裂

発芽したソラマメの根に等間隔に印をつけて, 暗所に置いて成長を続けさせた。

成長した理由

（　　　　　　）に近い部分の印と印の間が広がった。

①１つの細胞が２つに分かれているこ
とが, さかんに起きているから。

細胞分裂

　https://tentol.jp
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（　　　　　　　）

日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
２

細胞分裂時の変化

① 水につけて成長させたタマネギの根を準備する。

観察結果

⑥ 顕微鏡で観察する。

① 核に変化が始まる。

② 核の中に染色体が見えてくる。 ③ 染色体が中央に並
ぶ。

④ 分かれた染色体は
細胞の両端にそれぞれ
移動する。

⑤ 細胞の両端に移動
した染色体はそれぞれ
かたまりになる。細胞
の真ん中にしきりがで
き始める。

⑦ １つの細胞が大き
くなる。

Q：うすい塩酸に入れる理由は？

細胞分裂のときに起こる核の変化を観察する！

解説

　https://tentol.jp

⑤ カバーガラスをかぶせてろ紙をのせ, ずらさないよう
に（　　　　　）に押しつぶす。

③ うすい（　　　　　）に入れて２～３分間湯で
あたため, 水洗いする。

② 根の先端部分を, ５mmくらいカッターナイフで切
り取る。

④ 根の先端部分をスライドガラスにのせ, 染色液
（　　　　　　　　　）を１滴落として, ２～３分おく。

細胞と細胞の（　　　　　）を切って, （　　　　　）し
やすくするため。

⑥ 染色体のかたまり
は核になる。しきりが
できて細胞質が２つに
分かれ, ２つの細胞に
なる。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
２

細胞分裂時の変化

まとめ

　https://tentol.jp

細胞が分裂する前に, それぞれの染色体と同じものがもう１つずつつくられ, 染色体の数
が２倍になる。（　　　　　） 
細胞分裂で細胞が２つに分かれるとき, もとの染色体と複製された染色体は, 分かれて新
しい細胞へそれぞれ入る。この結果, 新しい２つの細胞の核にある染色体の数は, もとの
細胞と同じ数になる。このような細胞のふえ方を（　　　　　　）分裂という。

https://tentol.jp


　（　　　　　　　　）

ミカヅキモ

　（　　　　　　　　）

日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
３

生物の子孫の残し方（無性生殖）

無性生殖

① 体細胞分裂によって新し
い個体をつくる

② （　　　　）細胞と呼ばれる
特別な細胞によって新しい個体
をつくる

ゾウリムシ ヒドラ

ジャガイモ チューリップ オランダイチゴ オニユリ

（　　　　）で増えるいもで増える （　　　　　）で増える

栄養生殖とは？ 
植物の体の一部から新しい個体ができること。

　https://tentol.jp

生物が成長しておとな(親)の形
になり, 自分と同じ種類の新し
い個体(子)をつくり, ふえるこ
とを（　　　　　）という。 

① 体が２つに（　　　　　）し, 新し
い個体をつくるもの。

② 体の一部から（　　　　）が出てふくらみ, 新
しい個体になるもの。

③栄養生殖によって, 新しい個体をつく
るもの。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
４

植物の子孫の残し方（有性生殖）

② 花粉をのせる。

③ 顕微鏡で観察する。🔬  
　※１００倍の倍率

① ショ糖水溶液をスライドガラスに１滴落とす。

柱頭についた花粉がどうなるかの実験

結果からわかること&まとめ

　　　

　　　 } 　　　

（　　　　　）と同じ条件をつくるため。

観察結果

０分後 ３分後 10分後

やく
めしべ

がく

精細胞

子房

卵細胞

花粉管

胚珠

　https://tentol.jp

・花粉はめしべの柱頭につくと（　　　　　　）をのばす。（　　　　　　）は胚珠に向
かってのび, その先が胚珠まで達すると, 花粉管の中を通ってきた（　　　）細胞により, 胚
珠の中の（　　　）細胞は, （　　　　　）する。このとき, 卵細胞の核と精細胞の核が合体
し, （　　　　　　）ができる。 
・受精卵は分裂して（　　　　）になる。（　　　　）を含む胚珠全体が（　　　　）とな
る。種子が発芽すると, （　　　）は成長し, やがて, 親と同じような植物の体にをつくる。
この過程を（　　　　　）という。

・被子植物ではおしべのやくの中で花粉がつ
くられ, 花粉の中にできるもの。 

・めしべの子房の中の胚珠の中にできるもの。

花びら

https://tentol.jp


（　　　　　）

日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
５

動物の子孫の残し方（有性生殖）

有性生殖（動物編）

✖

（　　　　　） （　　　　　）

（　　　　　　）
約２mm

約２mm約0.0２mm

雌 雄

（　　　　　）

　https://tentol.jp

雌の生殖細胞は（　　　）で, 雄の生殖細胞は（　　　　）である。ぞれぞれ,  
（　　　　　）と（　　　　　）でつくられる。１つの精子が卵の中に入り
（　　　　）する。精子の核と卵の核は合体し, （　　　　　　）ができる。受精
卵は分裂して, （　　　）になる。受精卵が分裂を繰り返して, 親と同じような体
に成長するまでの過程を（　　　　）という。 

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日生命のつながり

１生物の成長とふえ方

Step 
６

減数分裂

（　　　　　）分裂

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ３ １ ３

１ ３

１ ３

１ ３

（　　　　　）分裂

（　　　　　）分裂
受精

１ ２４ ３ ２ ４

他にも

　https://tentol.jp

減数分裂では, 分裂によってつくられた生殖細胞の染色体はもとの細胞の
（　　　　　）になる。そして, 雌雄の生殖細胞が受精して受精卵ができる
と, 染色体の数はもとに戻る。受精卵は（　　　　　）分裂をくり返して, 体
をつくる。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日生命のつながり

２遺伝の規則性と遺伝子

Step 
１

遺伝の規則性

遺伝

・形質を表すもとになるもの。 

・生物の特徴となる形や性質。 

・親の形質が子や孫の世代に現れること。 

・子の世代は親の染色体をそのまま受けつぐので、親と（　　　　　）形質を示す。

　　　

　　　

　　　

無性生殖と有性生殖の遺伝

・両親からそれぞれの染色体を（　　　　　）ずつ受け渡されるため、親とは
（　　　　　　）遺伝子の組み合わせをもつ子ができる。子には、両親のどちらかと
（　　　　　）形質が現れたり、どちらとも（　　　　　）形質が現れたりする。

無

有

　https://tentol.jp
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日付　　　月　　　日生命のつながり

２遺伝の規則性と遺伝子

Step 
２

メンデルの実験

Check!

・いろいろな形質のうちどちらか一方しか現れない形質どうし。 

・子で現れる形質を子で現れない形質に対して何というか。 

メンデルの実験

　　　

　　　

　　　

親

・子で現れない形質を現れる形質に対して何というか。 　　　

　　　

A

・ 純系の丸い種子のエンドウと純系のしわの種子のエンドウの花粉をつけて他家受粉させた。

×A aa

❓

全て（　　　　）種子

（　　　　　　）の法則

遺伝子

A a

A a

子

子

＝

自家受粉するとどうなるのか？

× A a

❓ 次のページへ

他家受粉：花粉が別の株の花の
めしべにつくこと。 
自家受粉：花粉が同じ花あるい
は同じ株の別の花のめしべにつ
くこと。

　https://tentol.jp

・親, 子, 孫と代を重ねても, 同じ形質になる場合, これらを何とい
うか。 

・対になっている遺伝子は, 減数分裂によって, 分かれて一つず
つ別々の生殖細胞に入る。このことを何の法則というか。 

https://tentol.jp


（　　　）

日付　　　月　　　日生命のつながり

２遺伝の規則性と遺伝子

Step 
２

メンデルの実験

子の代（Aa)の自家受粉の実験

子

・Aaという遺伝子をもつ丸いエンドウを自家受粉させる。

AA：Aa：aa＝（　　）：（　　）：（　　）

（　　　　　　）の法則

A a × A a

❓

（　　　）

（　　　） （　　　）

（遺伝子）

（形質）

丸：しわ＝（　　）：（　　）

他家受粉：花粉が別の株の花の
めしべにつくこと。 
自家受粉：花粉が同じ花あるい
は同じ株の別の花のめしべにつ
くこと。

　https://tentol.jp
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日付　　　月　　　日生命のつながり

２遺伝の規則性と遺伝子

Step 
３

遺伝子

遺伝子の本体

遺伝子の本体は、（　　　　　　）に含まれる（　　　　　）という物質である。

遺伝子に関する研究

　https://tentol.jp

DNAを変化する技術によって, 砂漠緑化のための
（　　　　　　）に強い植物や青いバラのように, 
（　　　　　）には見られない性質を持つ生物を
生み出すことができるようになった。また, 
（　　　　　）病などの治療にも役立っている。
さらに, 遺伝子を扱う技術を使って個体を判別する
（　　　　　　）鑑定もさかんに行われている。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日自然界のつながり

１生物どうしのつながり

Step 
１

陸と海の食物連鎖

Check!

　　　

　　　

（　　　　　　） （　　　　　　）

サメ

タラ

ニシン

動物プラン
クトン

植物プラン
クトン

　https://tentol.jp

生態系において, 無機物から有機物をつくりだすものを（　　　　　）といい, 水中
では（　　　　　　　　　）が主な（　　　　　　）である。また, つくられた有
機物を食べる生物を（　　　　　　　）という。

・ある環境で生きている生物では, 生物どうし, あるいはまわり
の環境との間に関連性があり, これを 一つのまとまりとみたと
き, 何というか。 

・「食べる・食べられる」という視点でみると, いくつかの生物
が鎖のようにつながってみえてくること。 

下位の消費者から上位の消費者へ
（　　　　　　）が続くと, 各段階
ごとに取り込まれる有機物の量は
（　　　　　）なる。これは, 有機
物が, 消費者が生きるためのエネル
ギー源として, （　　　　　）に使
われたり, 死がいや（　　　　）と
して失われたりして, 上位の消費者
が下位の消費者が取り込んだ有機物
の一部しか利用できないためであ
る。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日自然界のつながり

１生物どうしのつながり

Step 
２

土の中の食物連鎖

モグラ

ムカデ

ミミズ

落ち葉や動物
の死がい

④ ビーカーに集まった小動物をルーペや双眼実体顕微
鏡や顕微鏡で観察する。🔬

土の中の小動物を観察する

モグラムカデミミズ落ち葉や動物の死がい

　　　

　https://tentol.jp

① 校庭などで, 落ち葉が積もっている土をバットにと
る。

② 土の中から小動物を取り出し, 70%エタノール水溶液
の入ったビーカーに入れる。

土の中には, 生物の死がいやふんなどの, 生物から出された有機物を出発点とした
（　　　　　　　）が見られる。

③ ツルグレン装置にのせ, 光をあて, 落ちてきた小動物
を②のビーカーに集める。

　食物連鎖は, 食べる・食べられる
という１対１の関係を結ぶ。 
　自然界では, 消費者は２種類以上
の生物を食べるため, 食物連鎖の関
係が複雑にいりくんだ網目状のも
のになっていること。 

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日自然界のつながり

１生物どうしのつながり

Step 
３

生物どうしのつり合い

C

B

A

① Bが増える。

肉食動物

草食動物

植物
C

B

A

C

B

A

CC

B

A

Start

　https://tentol.jp

生物の間の数量関係は, 通常はピラミッドのようにつり合いが保たれる。

図でBが増えると, その後AとCはどのように変化するか。

④ Bが減ったので, Bに食べられ
るCが元に戻り, 全体の三角形の
形は元に戻る。

② Cが食べられて（　　　　）,  
Bを食べるAが（　　　　）る。

③ Cが減ると, Bは食物が少なくなって
（　　　　）, Bが減ると, Bを食べるA
も（　　　　）。

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日自然界のつながり

２自然界を循環する物質

Step 
１

土の中の微生物

土の中の微生物を観察する

① 土を準備する。

　　　 　　　

A B

A B

結果

　https://tentol.jp

カビ, キノコのなかまを何というか。 

生態系において, 生物の死がいやふんなどの, 生物から出された有機物を無機物にま
で分解する者を（　　　　　　）という。

乳酸菌, 大腸菌などのなかまを何というか。 

② 0.1%デンプン溶液100mLに寒天粉末２gを入れ, 加熱して
溶かしたものを, 加熱殺菌したペトリ皿A、Bに入れてふたを
する。
③ ペトリ皿Aには土を, Bには土を十分に加熱して冷ました
ものを同量のせて, 室温の暗い場所に３～５日間置く。

デンプンが土の中の微生物によって, 
（　　　）されたことがわかる。

植物が光合成で生産した有機物は, ほとんどが最
終的には, （　　　　　　　）や（　　）などの
（　　　　　　）に分解される。

A（土） B（加熱した
土）

表面 白い粒やかたま
りが見られた。

変化なし

ヨウ素液 中央部分は変化
なし。

青紫色に変化
した。

④土を洗い流して取り除き, 観察したり、ヨウ
素液を加えて, 培地の表面の変化を調べる。

https://tentol.jp


A（　　　　　　　）　B（　　　　　　）

日付　　　月　　　日自然界のつながり

２自然界を循環する物質

Step 
２

物質の循環

問題

　　　

　　　

　　　

小動物や微生物

植物
食べる

死がいや
ふんなど

　　　

　　　

A

B

解説

　https://tentol.jp

植物が行うはたらき, A, Bは何か。

　生産者である植物は, 無機物である（　　　　　　　）と（　　　）を吸収し, 光
合成によって（　　　　　　）をつくり, （　　　　）を放出する。 
つくられた有機物は, 消費者である草食動物に食物としてとりこまれ, さらに草食動
物を食物とする肉食動物にとりこまれる。 
　植物も動物も, 光合成で放出された酸素を使った（　　　　）によって有機物を分
解し, 生命活動に必要なエネルギーをとり出し, 二酸化炭素と水を放出している。 
　死がいやふんなど, 生物から出された有機物は, 微生物などの（　　　　　　）に
とりこまれ, 呼吸のはたらきで, 酸素を使って二酸化炭素と水に分解され, 放出され
る。放出された二酸化炭素と水は, 再び光合成に使われる。このように, 炭素や酸素
は, 生物の体とまわりの環境との間を循環している。

https://tentol.jp

