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１   地球から見た月の形について、次の問いに答えなさい。  

 

（１）	 図の①～⑧に月があるとき、地球から見た月はどんな形をしていますか。 

	 	 	 	 図のア～クから１つずつえらんで答えなさい。 

（２）	 満月・新月・半月・三日月を、図のア～クからすべてえらんで答えなさい。 

（３）	 次の文の①～④に当てはまる言葉を、	 	 の中からえらんで答えなさい。 

	 	 	 ・ 月は自ら光を[	 ①	 ]ので、太陽の光が[	 ②	 ]した部分だけが光って見える。 

	 	 	 ・ 月の形が日によって変わるのは、月と太陽の位置関係が[	 ③	 ]少しずつ変わっていくからである。 

	 	 	 ・ 月の形は約[	 ④	 ]でもとの形にもどる。 

	 毎日	 	 	 毎月	 	 	 １週間	 	 	 １か月	 	 	 反射	 	 	 出す	 	 	 出さない	  

 

（１） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

（２） 満月 半月 新月 三日月 

（３） ① ② ③ ④ 

 

 

２   右のグラフは、水にとける食塩とホウ酸の量を表したものです。  

グラフを見て次の問いに答えなさい。 

 
（１）次の文が正しい場合には○を、まちがっている場合には×を書きなさい。 

	 	 	 ①	 10℃の水 100mLに食塩 30gをとかすと、とけ残りがでる。 

	 	 ②	 水の温度を上げても、ホウ酸のとける量は変わらない。 

	 	 	 ③	 水の量を２倍にすると、食塩もホウ酸もとける量は２倍になる。 

	 	 	 ④	 30℃の水 50mLに食塩 20gをとかすと、とけ残りが出る。 

	 	 	 ⑤	 50℃の水 50mLにホウ酸 10gをとかすと、とけ残りが出る。 

（２）名前のわからないこなを 10℃の水 50mLにとけるだけとかしました。 

その後、液をすべてじょうはつさせるととけていた物が 18g出てきました。 

とかしたこなは、食塩とホウ酸のどちらですか。 

（３）名前のわからないこなを 50℃の水 50mLにとけるだけとかしました。 

	 	 	 その後、液の温度を 10℃まで下げるととけていた物が 4g出てきました。 

	 	 	 とかしたこなは、食塩とホウ酸のどちらですか。 

 

 

（１） 

① ② ③ ④ ⑤ 

 
（２） （３） 
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３   右の図は、水が温度によってどのようにすがたを変

えるかを表したものです。次の問いに答えなさい。 
 
（１）図の①～④の矢印の方向へとすがたを変えるとき、温度

をどのようにすればよいですか。温めるか冷やすのどち

らかで答えなさい。 

（２）図の⑤～⑦のようなすがたのことを、何といいますか。

次の	 	 の中からえらんで答えなさい。 

	 	 	 	 	 気体	 	 	 	 	 液体	 	 	 	 	 固体	 	  

（３）次のア～エの文のうち、正しいものを２つえらんで答えなさい。 

	 ア	 水は氷になると体積が小さくなる。 

	 イ	 水はおよそ 100℃でふっとうし、ふっとうしている間は温度はほとんど変わらない。 

	 ウ	 水はふっとうしなくても、その表面からじょうはつすることがある。 

	 エ	 じょうはつのしやすさは、水の温度とは関係ない。 

 

（１） ① ② ③ ④ 

（２） ⑤ ⑥ ⑦ （３）  

 

 

４   右の図は、かん電池や豆電球をどう線でつないだものです。

次の問いに答えなさい。 
 
（１）ア～ウの回路の、つなぎ方の名前を答えなさい。 

（２）豆電球が一番明るくなるのは、ア～ウのどの回路ですか。 

（３）エのようなつなぎ方をしてはいけません。その理由を答えなさい。 

 

（１） ア イ ウ （２）  

（３）  

 

 

５   右のグラフは、1日の気温の変化を記録したものです。グラフを見て次の問いに答えなさい。 
 
（１）このグラフはいつの気温を記録したものだと考えられますか。次のア～ウからえ

らんで答えなさい。 

	 	 	 ア	 2月 19日	 	 	 	 	 イ	 5月 24日	 	 	 	 	 ウ	 11月 30日 

（２）この日の天気は何だと考えられますか。次のア～ウからえらんで答えなさい。 

	 	 	 ア	 晴れ	 	 	 	 	 	 	 イ	 くもり	 	 	 	 	 	 	 ウ	 雪 

（３）次のア～オの文のうち、正しいものを２つえらんで答えなさい。 

	 	 	 ア	 正午が一番あたたかかった。 

	 	 	 イ	 午前中に上がっていった気温は、3時をすぎると下がり始めた。 

	 	 	 ウ	 10時よりも 4時の方が気温が低かった。 

	 	 	 エ	 3時をすぎると気温は変化しなかった。 

	 	 	 オ	 12時をすぎても気温が上がった。 

（４）この日 Aさんは、ある時刻に気温をはかり、その１時間後に気温をはかったところ 2.6℃上がっていました。何時と何時に気温をはかったのか、答えなさい。 

（５）この日 Bさんは、ある時刻に気温をはかり、その２時間後に気温をはかったところ 2.2℃下がっていました。何時と何時に気温をはかったのか、答えなさい。 

 

（１）  （２）  （３）  

（４） 
	 	 	 	 	 時	 と	 	 	 	 	 	 時 

（５） 
	 	 	 	 	 時	 と	 	 	 	 	 	 時 
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６   下の図は、9月ごろに気象衛星からとられた4日間の雲写真です。次の問いに答えなさい。 

（１）③の雲写真の中で、黄色い円でかこんである部分は何ですか。名前を答えなさい。 

（２）①～④を日付の古いものから新しいものへとならぶように、ならびかえなさい。 

（３）①～④のときの雨量情報を、下の図のア～エから１つずつえらんで答えなさい。 

（４）（３）の雨量情報は、気象庁の観測施設をもとに作られています。この施設の名前をカタカナで答えなさい。 

 

（１）  （２） 
	 	 	 	 	 	 →	 	 	 	 	 	 →	 	 	 	 	 	 → 

（３） ① ② ③ ④ （４）  

 

 

７   右の図は、人の体のつくりを表したものです。次の問い

に答えなさい。 
 

（１）①～⑦の部分の名前を答えなさい。 

（２）①～⑦の部分のはたらきを、次のア～キから１つずつえらんで

答えなさい。 

	 ア	 食べ物が通るときに養分を吸収して血液にとり入れる。 

	 イ	 血液を全身におくり出すポンプとしてはたらく。 

	 ウ	 酸素と二酸化炭素の入れかえをする。 

	 エ	 体に吸収されなかったものがこう門へと運ばれる。 

	 オ	 血液中のいらなくなったものからにょうを作る。 

	 カ	 食道から運ばれた食べ物を消化する。 

	 キ	 ⑥で吸収された養分が運ばれて一時的にたくわえられる。 

（３）①～⑦の中から消化管を３つえらび、食べ物の通るじゅんにな

らべて答えなさい。 

（４）①～⑦の中から、食べ物としてとり入れた水分を吸収する部分

を２つえらび、食べ物の通るじゅんにならべて答えなさい。 

 

 

（１） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 
（２） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

 



（３） 
	 	 	 	 	 	 	 	 →	 	 	 	 	 	 	 	 → （４） 

	 	 	 	 	 	 	 → 

 


