
１　植物の成長
1　種子のつくり
種子のつくりは植物によって、はいにゅうがあるものとないものがある。

＜種子の各部のはたらき＞

〇種皮　…　かたくてじょうぶな皮で種子を守る。

〇はい　…　発芽後に植物の根・くき・葉になる。

・子葉　…　ふつう発芽のときに最初に出てくる葉。

・よう芽　…　発芽後に本葉やくきになる。

・はいじく　…　発芽後にくきになる

・よう根　…　発芽後に根になる

〇はいにゅう　…　発芽に必要な養分をたくわえる。

＜有はいにゅう種子＞

はいにゅうに養分をたくわえる。カキ、イネ、ムギ、トウモロコ

シ、マツなど。

＜無はいにゅう種子＞

はいにゅうがなく、子葉に養分をたくわえる。インゲンマメ、ダイズ・エンドウなどのマメ類、アサガオ、ヒマワリ、

アブラナなど。

＜種子にふくまれている養分＞

インゲンマメやイネの種子に水をつけてやわらかくし、切断面にヨウ素液を

つけると青むらさき色に変化する。これによりインゲンマメやイネにはでん

ぷんがふくまれていることが分かる。子葉やはいにゅうにふくまれているで

んぷんなどの養分は、植物が発芽するためや、発芽後しばらく成長するため

に使われる。

2　発芽の条件
種子が発芽するためには、水、空気（酸素）、適当な温度が必要であり、このうちどれか 1つでも欠けていると種

子は発芽しない。日光と肥料は種子の発芽には必要ない。

3　植物の成長
植物は根からすいあげた水と空気中の二酸化炭素を原料として、日光に当たること

によってでんぷんなどの養分を自らつくりだす。植物はこの養分を使って成長する。

しかし植物が成長するためには、自ら作り出すことのできない養分も必要である。

これを肥料から取り入れる。野山の土で植物を育てると、植物はよく育つ。これは、

野山の土には、生物の死がいやふんなどが土にふくまれる細
さいきん

菌類など

によって分解されてできた肥料が多くふくまれているためである。

≪植物がよく成長するためには水、空気、適当な温度に加えて、日光、肥料が必要である。≫



2　花と実
1　花のつくり
＜花のつくりとはたらき＞

・めしべ　…　柱頭、花柱、子ぼう、はいしゅ（子ぼうの中にあって成長

して種子になる）、から出来ている。

・おしべ　…　やくと花糸からできている。やくには花粉が入っている。

・花びら　…　めしべやおしべを守る。目につきやすい色や形でこん虫

や鳥をさそう。

・がく　…　花がつぼみのときは、花全体をおおってつぼみを守り、花

がさいてからは、花びらを支える。

＜いろいろな花のつくり＞

・単
たんせいか

性花　…　めしべとおしべが別々の花についているもの。ヘチマ、カボチャ、キュウリ、メロンなど

・両
りょうせいか

性花　…　１つの花にめしべとおしべがあるもの。アブラナ、サクラ、タンポポ、アサガオ、イネなど

（参考）アサガオやツツジの花のように、花びらのくっついているものを合
ごうべんか

弁花といい、アブラナやサクラのように

花びらがはなればなれになっているものを離
り べ ん か

弁花という。

（参考）マツやイチョウのように、子ぼうを持たない花のつくりをしているものがあり、これを裸
ら し

子植物という。子

ぼうを持つものは被
ひ し

子植物という。

2　実のでき方
＜受

じゅふん

粉と実のでき方＞

花粉がめしべの柱頭につくことを受粉という。また、花粉の中の種子のもと（核
かく

）と、はいしゅの中の種子のもと（核）

がいっしょになることを受
じゅせい

精という。受精の後、子ぼうは実になり、はいしゅは種子になる。

＜花粉の運ばれ方＞

花粉はこん虫、風、鳥、水などによって運ばれる。運ばれ方により、虫ばい花、風ばい花、鳥ばい花、水ばい花な

どとよぶ。

・虫ばい花　…　花びらが美しくてよく目立ち、あまいみつやよいにおいを出す。

・風ばい花　…　花びらやがくのないものが多く、目立たない。花粉は軽くて、量が多い。



3　天気と気温の変化
1　気温
＜気温のはかり方＞

気温は風通しの良い日かげで、温度計を 1.2m～ 1.5mの高さに持って

はかる、日かげがないときは直しゃ日光があたらないように、温度計

におおいをしてはかる。

・百葉箱　…　気温などをはかるのに都合がいいようにいろいろな工夫

がされている。（右図参照）

＜地面と空気の温度変化＞

太陽の熱は空気は温めないで地面を温める。地面によって空気は温め

られている。太陽が最も高い正午ごろが太陽の熱の量が最も多くなり

地面を温める。地面はその後午後 1時ぐらいがもっともあたたかくな

り、その地面に空気が温められて午後 2時ごろ気温がもっともあたたかくなる。

2　天気の変化
＜雲と天気＞

・雲
うんりょう

量　…　空全体を 10としたとき、雲がおおっている割
わりあい

合を

雲量という。雨や雪がふっていないときの天気は次のように決

まっている。

雲量 0～ 1：快晴　雲量 2～ 8：晴れ　雲量 9～ 10：くもり

・風向　…　風がふいてくる向きを風向といい、風向計ではかる。

・偏
へんせいふう

西風　…　日本の上空にはいつも強い西風がふいている。

この西風を偏西風という。この影
えいきょう

響で、雲が西から東に動き、天気も西から東に変化していく。

＜季節と日本の天気＞

・春　…　天気がかわりやすく、3～ 4日ごとに晴れの日と天気の悪い日が

くり返される。

・夏　…　南東の季節風がよくふく。天気のよいむし暑い日が続く。

・台風、秋　…　熱帯低気圧が発達して、中心の風速が毎秒 17.2m以上に

なったものを台風という。8月～ 9月ごろに日本に上陸することが多い。

また秋の長雨とよばれる、梅雨のような天気が続くのもこのころである。

・冬　…　強い北西の季節風がふく。日本海側では雪や雨が多く、太平洋側

では晴れて、乾
かんそう

燥した天気が続く。

3　天気予報
・地

ちいき

域気象観測システム（アメダス）　…　約 1300ヵ所の気象観測所から自動で送られてくる雨量や気温、風速な

どのデータを気象庁
ちょう

に集め、コンピュータで処
しょり

理して全国の気象台などに送るシステム。

・気象衛星　…　気象観測をする衛星は、地球上のひろい範
はん い

囲の雲のようすや動きを上空からとらえ、そのデータ

を地上に送っている。気象衛星「ひまわり」は日本付近の雲のようすを観測している。



4　動物とヒトのたんじょう
1　動物 (メダカ ) のたんじょう
＜メダカのオスとメス＞

メダカのオスは背
せ

びれに切れこみがあり、

しりびれは平行四辺形に近い形をしている。

いっぽう、メダカのメスは背びれに切れこみ

がなく、しりびれは三角形に近い形をしている。

また、産
さんらん

卵期のメスは卵
たまご

をもっているのではらがふくれている。

＜メダカの産卵＞

水温が 18～ 20℃以上になり、昼の長さが 13時間以上になると、メダカは産卵を始める。明け方になると、おす

がメスを追いかけ、やがてならんで泳ぐようになる。オスがメスの体をひれで包むような行動をして、メスが卵を

産む。卵が産まれると、オスは精
せいし

子を出す。精子は水中を泳いでたまごに達し、受
じゅせい

精が行われる。

たまごは 1度に 10～ 20個くらい産まれ、しばらくはメスのはらについている。やがてメスは、卵を水草などにか

らませる。メダカのたまごは水の温度を 25℃にして育てると、およそ 10日で子メダカにかえる。かえった子メダ

カは 4㎜位の大きさで、２～３日はふくろの中の養分を使うのでえさを食べない。

2　ヒトのたんじょう
母親のおなかの中にある生まれる前の子どもがいるところを子宮といい、子宮の中にいる子どものことをたい児と

いう。

＜女性と男性＞

・女性　…　女性のからだには、卵
らんし

子をつくる卵
らんそう

巣、たい児を育てるための子宮がそなわっている。

・男性　…　男性のからだには精子をつくる精
せいそう

巣がそなわっている。

＜受精＞

・受精　…　女性の体内で作られた卵子と、男性の体内で作られた精子が受精して、新しい生命が始まる。この時

の卵子の大きさは 0.14㎜、精子の大きさは 0.06㎜である。

＜たい児の成長とたんじょう＞

人の受精卵は子宮の中でおよそ 38週間そだてられる。その間に

身長 50㎝くらい、体重 3㎏ぐらいに成長して母親から生まれる。

子宮の中にいるたい児の周りはよう水で満たされていて、たい児

はたいばんとへそのおで母親とつながっている。たい児は成長に

必要な養分や酸素などを、たいばんからへそのおを通して母親か

らうけとり、二酸化炭素や不要物を送り返している。

うまれて母親のからだの外にでたたい児は大きな声でなく。これ

がうぶ声で、うぶ声を上げることで肺
はい

に空気が出入りし、肺呼
こきゅう

吸

が始まる。

8～ 9 10

卵子
精子

へそのお

たいばん

よう水



5　流れる水のはたらき
1　流れる水のはたらき
＜流れる水のはたらき＞

流れる水のはたらきには、けずる、運ぶ、積もらせるの 3つのはたらきがある。

・しん食作用 (けずる )　…　川岸、川底、がけなどをけずるはたらき。流れが速く、水の量が多いほど大きくなる。

・運ぱん作用（運ぶ）　…　けずった土しゃを運ぶはたらき。流れが速く、水の量が多いほど大きくなる。

・たい積作用（積もらせる）　…　はこんだ土しゃをつもらせるはたらき。流れがおそいほど大きくなる。

＜川の流れと速さ＞

・まっすぐ流れているところ　…　流れは、川の中央付近ほど

はやく、岸に近いほどおそくなっている。川の深さは、中央付

近が深く、岸に近づくほど浅くなっている。

・曲がって流れているところ　…　川の外側の方が内側よりも

流れが速くなっている。そのため、川の深さは、外側の方が深

くなっている。また、流れの速い外側は川岸がけずられやすく、

がけになっていることが多い。いっぽう、流れのおそい内側は

小石やすなが積もって、川原になっていることが多い。

2　川がつくる地形
＜川の上流、中流、下流のようす＞

・上流　…　山の谷間を流れて川はばがせまく水の量

が少ない。角ばった大きな石や岩が見られ、川原など

はあまりみられない。

・中流　…　ややゆるやかなかたむきの山すそや小高

いおかを流れている。中流では川はばも広くなり、支

流が集まるので、水の量はだんだん増える。川原に積

もる石は、上流よりは小さく、下流よりはおおきい。また運ばれているうちに、石どうしがぶつかりあったりして

角が取れるので、上流に比べて丸みを帯びている。

・下流　…　土地のかたむきがほとんどない平野を流れ、海にそそぐまでの川。中流よりも川はばはさらに広くなり、

水の量はさらに増える。流れがおそくなるので、両側に大きな川原をつくる。川原

の石は、中流よりもさらにちいさくなる。

＜上流、中流、下流にできる地形＞

・V字谷　…　川の上流でみられる。Vの形になった深い谷。

・せん状地　…　川が平地にでるところを中心として、扇
おうぎ

を広げたように、小石

やすながたい積してできる地形。

・三角州　…　河口付近に見られる。上流でしん食された土しゃが運ぱんされ

てたい積してできた、三角形の平らな土地。

せん状地



6　もののとけ方
1　とけ方と温度
＜水のとけるものの量＞

きまった量の水にものがとける量には限りがある。

・とけるものの量と種類　…　決まった量の水にとけるものの量は、種類によっ

てちがう。

・とけるものの量と水の量　…　水の量が増えると、とけるものの量も増える。

・とけるものの量と水の温度　…　きまった量の水に物をとかすとき、水の温度が高くなると、とけるものの量は

多くなる。水の温度が高くなったとき、とける量の増え方は種類によってちがう。

＜とけているものをとりだす＞

・ホウ酸　…　ホウ酸は水の温度が高いほどたくさんとけ、低いとあまりとけない。この性質を利用してホウ酸水

を冷やすと、とけているホウ酸を取り出すことができる。

・食塩　…　食塩は水の温度が上がってもとける量はそれほど変化しない。そのため、水温を下げてもとけきれな

くて出てくる量は少ない。食塩水の場合は、とかしている食塩水をじょう発させて、とかしている水の量を減らす。

≪冷やした時に取り出せる量≫

2　結
けっしょう

晶
ホウ酸水や食塩水を冷やしたり、じょう発させたりしてとけ

きれなくなって出てきたつぶは決まった形をしている。この

決まった形のつぶを結晶という。結晶の形は種類によって決

まっている。

3　ろ過
ろ紙には見えないちいさなあながたくさん開いていて、水や、水にとけているものは通すが、とけ残りや結しょう

は通さない。

取り出せる量=とけている量－その温度にとける限度量



7　てことおもりのはたらき
1　てこのはたらき
＜てこのしくみ＞

・支点　…　ぼうをささえているところ。てこの回転の中心。

・力点　…　てこに力をくわえているところ。

・作用点　…　てこによる力がはたらいているところ。

＜てこのつりあい＞

てこに加えた力やてこにつるしたおもりは、それぞれの支点を中心として右側

（時計回り）、あるいは左側（反時計回り）に回転させようとしている。てこを

回転させる働きは、次の式で求められる。

てこを回転させるはたらきが右側と左側で等しくなったとき、てこはつり合う。

＜てこを利用した道具＞

図 1…支点が力点と作用点の間にある。

図 2…作用点が支点と力点の間にある。

図 3…力点が支点と作用点の間にある。

2　ふりこのはたらき
＜ふりこのはたらき＞

・ふりこはつぎの 3つのことを変えることができる。

①おもりのおもさ　②ふりこの長さ　③ふれはば

・ふりこが1往復する時間はふりこの長さによって変わる。ふりこの長さが長いときほど1往復する時間が長くなる。

ふりこの 1往復する時間は、おもりの重さやふれはばによっては変わらない。

＜おもりの動き＞

①おもりはいっしゅん止まっている。おもりは②に

向かってだんだん早くなる。

②おもりは支点の真下のとき最も早くなる。おも

りは③に向かってだんだんおそくなる。

③おもりはいっしゅん止まっている。おもりは②に

向かってだんだん早くなる .

3　動くおもりのはたらき
・おもりの重さがおなじとき　…　おもりの速さが速いほど、他のものを動かす力は強くなる。

・おもりの速さが同じとき　…　おもりの重さが重いほど、他の物を動かす力は強くなる。

・おもりがしゃ面を転がり落ちるとき　…　おもりの速さの変化は、おもりの重さやしゃ面のかたむきはかんけい

なく、転がりはじめるおもりの高さによって決まる。高さが高いほど、他の物を動かす力は強くなる。

・ぶつけられる物体は重くなるほど動きにくくなる。

てこを回転させるはたらき=力の大きさ (おもりの重さ )×支点からのきょり



8　水中の小さな生き物
1　水中の小さな生き物
プランクトンは主に植物プランクトンと動物プランクトンに分けることができる。

2　けんび鏡の使い方
＜けんび鏡の使い方＞

①けんび鏡は直しゃ日光の当たらない水平なところに置く。

②接眼レンズを先にはめてから、対物レンズをはめる。

③レボルバーを回し、低倍率のレンズを真下に向ける。

④接眼レンズをのぞきながら、反しゃ鏡を動かし、全体が明るく見えるように調節する。

⑤プレパラートをのせ、横から見ながら、プレパラートと対物レンズの間を近づける。

⑥左目でのぞきながら、プレパラートと対物レンズの間をはなすようにして、ピントを合わせる。

＜けんび鏡の倍率と見える像＞

・倍率が高いとき　…　視
し や

野はせまく、暗い。

・倍率がひくいとき　…　視野は広く、明るい。

けんび鏡で見える像は、実際のものと上下左右が反対になる。見るものを移動させるときは、移動させたい方向の

反対方向にプレパラートを動かす。

けんび鏡の倍率=接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

動物プランクトン
じぶんで泳ぎまわることができる。多く
は葉緑体がないので、植物プランクトン
をえさにしている。

植物プランクトン
葉緑体を持っているので、日光に当たる
と、自分で養分をつくることができる。

クンショウモ ボルボックス イカダモ

ミカヅキモ アオミドロ

ハネケイソウ

ミドリムシ
アメーバ ミジンコ

ゾウリムシ

　 　 　

　 　 　

　
　 　

　

カバーガラス

スライドガラス



9　電流のはたらき
1　電

でんじしゃく

磁石
＜電磁石＞

・コイル　…　導線を同じ向きに何回もまいたものをコイル

という

・電磁石　…　コイルの中に鉄片をいれて電流を流すと、磁

石のようなはたらきをする。これを電磁石という。

電磁石は、電流をきると、磁石のはたらきがなくなる。

＜電流の向きと電磁石の磁極＞

電磁石にもN極とS極がある。電磁石の極は電流の流れる

向きによって変化する。

・かん電池の向きを変えて、電流の流れる向きを逆にすると、

電磁石の極は電流の向きを変える前と逆になる。

・コイルのまく向きが逆になると、電磁石の極は逆になる。

＜電磁石の強さ＞

・電流の大きさを変える　…　コイルのまき数はそのままにし

て電流を大きくすると、磁力は強くなる。

・コイルのまき数を変える　…　電流の大きさはそのままにし

てコイルのまき数を多くすると、磁力は強くなる。

2　電流計の使い方
＜電流計＞

電流計は電気の通り道 (回路 ) を流れる電流の大きさを調べるのに使われる。

・電流の単位　…　電流の大きさを表す単位は、A( アンペア )、ⅿＡ ( ミリアンペア )を用いる。1Ａ=1000ⅿＡ

である。

＜電流計の使い方＞

①電流計のはりが 0をしめしているか確かめる。0をしめしていないときは

調節ねじであわせる。

②測定する部分に直列につなぐ。＋のたんしにはかん電池の+極側の導線をつ

なぐ。－のたんしには最初に最も大きい電流がはかれるたんし (5Ａ )につなぐ。

③電流を流して電流計のはりのふれを見る。

④はりのふれが小さいときには、－のたんしを小さい電流のものにかえてめも

りを読む。

※注意　電流計だけをかん電池につないだり、回路に並
へいれつ

列につないだり、＋た

んしと－たんしにつなぐ導線を逆につないではいけない。こわれてしまう。


