
──Ⅰ.　動物・植物細胞のつくり──

右の図は，細胞の模式図である。次の問いに答えよ。

　(1)　この細胞は，植物，動物のどちらの細胞を示しているか。（　　　　　　）

　(2)　緑色の粒（エ）はどんなはたらきをするか。（　　　　　　　　　　　　）

　(3)　植物，動物どちらの細胞にも共通して見られる部分を，ア～カから３つ選　

　　び，その記号と名前を書きなさい。

　　（　　　）（　　　　　　　　　　）　（　　　）（　　　　　　　　　　）

　　（　　　）（　　　　　　　　　　）

右の図は，２種類の細胞を模式的に表したものである。次

　　　の問いに答えよ。

　(1)　動物の細胞を表しているのはＡ，Ｂのどちらか。（　　　）

　(2)　酢酸カ－ミン液などの染色液でよく染まるのは図のア～カの

　　どれか。また，その名前を答えよ。（　　　）（　　　　　）

　(3)　日光のエネルギ－により，養分をつくっているのは，図のア

　　～カのどれか。また，その名前を答えよ。 　　（　　　）（　　　　　　　　）

右の図は，植物の細胞と動物の細胞を模式的

　　　に表したものである。

　(1)　図中のＡ～Ｅの部分の名称を書け。

　　Ａ（　　　　　　　）Ｂ（　　　　　　　）

　　Ｃ（　　　　　　　）Ｄ（　　　　　　　）

　　Ｅ（　　　　　　　）Ｆ（　　　　　　　）

　(2)　酢酸カ－ミン溶液によく染まる部分はどこ　

　　か。　　　　　　　　　　　　（　　　　）

──Ⅱ.　細胞分裂と成長──

右の図は，細胞分裂の各段階を表したものである。

　(1)　図の①～③を，それぞれ何というか。

　　①（　　　　　　）②（　　　　　　）③（　　　　）

　(2)　図のＡ～Ｆを分裂の順序通りに並べなさい。

　　 　　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）
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右の図は，細胞分裂を表して

　　いる。次の問いに答えよ。

　(1)　ア，イをそれぞれ何という　

　　か。ア（　　　　　　　　　）　

　　　イ（　　　　　　　　　）

　(2)　右の図の細胞分裂は，植物，

　　動物いずれの細胞か。

　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　細胞が分かれた直後，できた２つの細胞の大きさはもとの細胞のおよそどれぐらいか。

　　（　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　右の図のＣのように２つに分かれた細胞の大きさはその後どうなるか。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(5)　右の図のＡ～Ｆを細胞が分裂する順にＡから並べよ。

　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

図１は根のつくりを，図２は細胞分裂のようすを，いずれも模式的に示したものである。これ

　　　について，次の

　　　問いに答えよ。

　(1)　細胞分裂を観察

　　するには，図１の

　　ａ～ｄのどの部分

　　を観察すればよい

　　か。記号で答え　

　　よ。　（　　　）

　(2)　図２のＡ～Ｆを，細胞が分裂する順にＥからはじめ並べ変えなさい。

　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

　(3)　図２で，Ａのアのひも状の部分を何というか。 （　　　　　　　）

　(4)　(3)について述べた次のア～ウのうち，正しいものはどれか。記号で答えなさい。　（　　　）

　　ア　栄養分をつくるはたらきがある。

　　イ　それぞれの生物の特徴を表すもとになるものが含まれている。

　　ウ　生物が生きていくためのエネルギーのもとになるものが含まれている。

　(5)　図中の核がよく見えるようにするためにある染色液を使う。その染色液の名前を答えよ。

（　　　　　　　　　　　　　　）
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細胞分裂の観察について，次の問いに答えよ。

　(1)　図１は，水栽培したタマネギの断面を示したものである。細胞分裂を観察する

　　のに最も適しているのはどの部分か。図のア～エの中から１つ選んで，その記号

　　を書きなさい。 　　　　（　　　）

　(2)　この部分を観察しやすくするため，うすい塩酸につけたのち，染色液で染め　

　　る。染色液として何を使えばよいか。次のア～エの中から１つ選んで記号で答え

　　よ。 　　　　（　　　）

　　ア　酢酸カーミン液　　　イ　ヨウ素液　　　ウ　ＢＴＢ液　　　エ　ベネジクト液

　(3)　図２のそれぞれは，顕微

　　鏡で見たタマネギの細胞分

　　裂の模式図である。分裂の

　　すすみ方を正しい順に記号

　　で並べよ。

　　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

　(4)　図２のＸで示されているものは何か。その名称を答えよ。 　　　（　　　　　　　　）

次の図１は，２～３㎝にのびたタマネギの根の細胞分裂のいろいろな時期を示したものであ　

　　　る。また図

　　　２は，タマ

　　　ネギの根の

　　　先端部の模

　　　式図であ　

　　　る。次の問

　　　いに答えよ。

　(1)　図１のｐで示されたひも状のものを何というか。 （　　　　　　　）

　(2)　図１のｐの説明を下から選び，記号で答えよ。 　（　　　）

　　ア　細胞の呼吸を助ける　　イ　遺伝子を含む　　ウ　光合成をする　エ　分裂をはやめる

　(3)　図２で，細胞分裂がさかんにみられるのは，ａ～ｄのうちどこか。 　（　　　）

　(4)　図１を細胞分裂のおこる順序に正しくならびかえよ。ただし，Ａから始める。

　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）
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右の図のように，２～３㎝に伸びた根の先端のある部分を顕微鏡で観察した

　　　ところ，図Ⅱのような細胞分裂が多数見られた。

　(1)　このように細胞分裂がよく見られるある部分とは，Ａ～Ｄのどこか記号で答え

　　よ。 （　　　）

　(2)　細胞分裂がよく見られる部分に共通する特徴は何か。次のア～オから選び記号

　　で答えよ。 （　　　）

　　ア　水が豊富にある。　　イ　栄養分ができる。　　ウ　養分が豊富にある。

　　エ　老化した部分である。　　オ　成長がさかんな部分である。

　(3)　図ⅡのＫを何というか。 （　　　　　　　）

　(4)　図ⅡのＫにはどのような役割があるか。次のア～エから適当なも

　　のを選び記号で答えよ。 　　（　　　）

　　ア　光合成に必要な葉緑体を持つ。　イ　水や養分をたくわえる。

　　ウ　生物の特徴を伝える遺伝子を持つ。　エ　光合成を行う。

　(5)　図ⅡのＥ～Ｊを，１個の細胞が分裂し，２個の細胞になる順に記

　　号で並び変えなさい。

（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

──Ⅲ.　カエルの発生と生殖──

次の図は，カエルの卵が幼生（オタマジャクシ）になるまでを模式的に示している。

　(1)　ア～キをアを最初として，正しい順に記号で並び変えよ。

　　（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

　(2)　成体の通常の染色体数をmとして，アのＡやＢの核の染色体の数を，mを用いて表せ。

　　　（　　　　　　　　）

　(3)　Ａは，成体の雄雌のいずれによってつくられるか。 （　　　　）

　(4)　エはＢの表面にＡがたどりついたときを表している。この直後，Ａの核とＢの核が合体して１つ

　　になる。このことを何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　ウは(4)のあと，３回分裂した時を表している。細胞の数は何個か。　　　　（　　　　　　）

　(6)　イは64個の細胞でできている。(4)から何回分裂したと考えられるか。　　　（　　　　　　）

　(7)　このように卵が分裂を繰り返し，小さな細胞の集まりになったものを何というか。（　　　　）
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右の図は，カエルのなかまのふやし方を表している。

　(1)　カエルがつくっている細胞ａ・ｂをそれぞれ何というか。その名前を

　　書きなさい。　　　　　ａ（　　　　　　　）　ｂ（　　　　　　　）

　(2)　細胞ａ・ｂをつくっているのは，カエルの体の中の何という器官か。

　　　　　　　　　　　　　ａ（　　　　　　　）　ｂ（　　　　　　　）

　(3)　細胞ａ・ｂの核がいっしょになることを何というか。（　　　　　）

　(4)　カエルのような雌雄の区別のあるふえ方を何というか。

（　　　　　　　　　　　）

右の図は，カエルの受精卵の変化の様子を表した

　　　ものである。これについて，次の問いに答えよ。

　(1)　受精卵が細胞分裂をくり返していくとき，①全体

　　の大きさ，②細胞１個の大きさは，それぞれどうな

　　るか。次から記号で選べ。

　　　　　　　　　　　　　①（　　　）②（　　　）

　　ア　大きくなる　　　　　　イ　小さくなる

　　ウ　ほとんど変わらない

　(2)　図のａ～ｆを，時間の経過順に並べよ。（　　　→　　　→　　　→　　　→　　　→　　　）

　(3)　次の文の①，②に当てはまる語を書きなさい。

　　　カエルの受精した卵はやがてカエルになる。このように親の特徴が子に伝わるのは，卵や

　（①　　　　　）の核の中の（②　　　　　　）に親の特徴を現すもとがあるからである。

次の文章は，動物の受精に関して述べたものである。（　　）の中に適切な語句や数字を入れ

　　　て説明を完成させなさい。

　(1)　生物には，自分と同じ種類の子供をつくり，ふえるはたらきがある。このことを（ア　　　　）

　　といい，生物だけに見られる特徴である。

　(2)　多くの動物には，雌と雄の区別がある。雌の体には（イ　　　　　）という卵をつくるところが

　　ある。また，雄には（ウ　　　　　　）という（エ　　　　　　）をつくるところがある。

　(3)　トノサマガエルの場合，雌が水中に卵を産むと，雄はたくさんの（オ　　　　　　）を出す。　

　　（カ　　　　　　）の核と卵の核とが合体することを（キ　　　　　　）という。この時，普通は

　　１個の卵に（ク　　）個の（ケ　　　　　）が入り込む。このようにして（コ　　　　　）ができ

　　る。
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──Ⅳ.　植物の発生──

右の図は，ある植物の花と，その受精，種子の断面を模式的に表している。

　(1)　この植物の種類は何か。次のア～オから最も適当な

　　ものを選び記号で答えよ。 （　　　）

　　ア　種子植物　　イ　裸子植物　　ウ　緑色植物

　　エ　被子植物　　オ　観葉植物

　(2)　Ａ～Ｅの各部分の名前を答えよ。

　　Ａ（　　　　　）Ｂ（　　　　　）Ｃ（　　　　　）

　　Ｄ（　　　　　）Ｅ（　　　　　）

　(3)　種子はＡ～Ｅのどの部分が変化したものか。記号で

　　答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　Ｆは，Ａ～Ｅのどの部分が変化したものか。記号で答えよ。 　（　　　）

次の問いに答えなさい。

　(1)　ゾウリムシなどの単細胞生物の分裂，ジャガイモやサツマイモなどのイモによるふえ方などの

　　ように雌雄に関係のない生物のふえ方を何というか。 　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(2)　上の(1)のようなふえ方で育った生物は，すべて，親とまったく（　　　　　　）特徴をもつ。

　　（　　）の中に適する言葉を入れなさい。

　(3)　次の文章の（　　）の中に適することばを入れなさい。

　　　被子植物では，（ア　　　　）が柱頭につくと，花粉管をのばし，子房の中の胚珠に達する。

　　花粉の中には（イ　　　　　　）とよばれる細胞があって，この細胞の核が花粉管を通って，胚

　　珠の中にある（ウ　　　　　　）に入り，受精が行われる。

右の図Ⅰは，被子植物の種子のできかたである。次の各問いに答えよ。

　(1)　雌雄の区別のあるふえ方を何というか。

（　　　　　　　　　　　）

　(2)　花粉が柱頭につくことを何というか。　　（　　　　　　）

　(3)　精子の核と卵の核がいっしょになることを何というか。

　 　（　　　　　　）

　(4)　(3)の卵は分裂を繰り返して何になるか。 　　（　　　　　）

　(5)　雌雄の区別に関係のないふえ方を何というか。

（　　　　　　　　　　　）

　(6)　図Ⅰのア，イをそれぞれ何というか。　　ア（　　　　　　　　）　イ（　　　　　　　　）

　(7)　図Ⅰのオは，発達すると何になるか。 （　　　　　　　）
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右の図は，花のつくりを模式的に示したものである。次の問いに答えよ。

　(1)　図のＢ，Ｆの部分を何というか。

　Ｂ（　　　　　　　）Ｆ（　　　　　　　）

　(2)　Ｄに含まれている花粉がＡについたとき，めしべの中を下にのびていく

　　管を何というか。 （　　　　　　　　）

　(3)　花粉の核は，最後に図のＡ～Ｆのどこに達するか。　　　　（　　　）

　(4)　花粉の核が(3)と一緒になることを何というか。　　　（　　　　　　）

　(5)　(3)の部分は成長して，種子の中の何という部分になるか。（　　　　）

右の図は，植物の花のつくりを模式的に示したものである。次の問いに答えなさい。

　(1)　胚珠を包んでいる部分を何というか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　Ａは胚珠の中にある細胞を示している。これを何というか。（　　　　　　）

　(3)　花粉の中には何という細胞があるか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　柱頭についた花粉は，胚珠に向かって何という管を伸ばすか。

（　　　　　　　）

　(5)　花粉の核はＡの核といっしょになるが，このことを何というか。 　　（　　　　　　）

　(6)　(5)によってできた細胞は分裂し，何と呼ばれるものになるか。　　　　　　（　　　　　　）

──Ⅴ.　遺伝──

右の図Ⅱは，親と子のつながりを示したものである。

　　　次の各問いに答えよ。

　(1)　親のもつさまざまな特徴が子に伝わることを何という  　

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　それぞれの生物の特徴的な形や性質を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　親どうしでかけあわせても，親と(2)が変わらないものを

　　何というか。　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(4)　(3)で(2)の異なるかけ合わせを行い，できた子を何という

　　か。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(5)　(4)どうしをかけ合わせてできた子を，何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(6)　(4)で現れる(2)を何というか。 　（　　　　　　　　　　）

　(7)　生物の体の中にあるそれぞれの形や性質を支配する要素を何というか。　　（　　　　　　　）

　(8)　(7)は細胞の核のどこにあるか。 （　　　　　　　　）

　(9)　図Ⅱで孫の代では，まるい種子としわのある種子が，どのような割合でできるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まる：しわ＝（　　　　　　　　）
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エンドウの種子には，まるいものと，しわのあるものがある。純系のまるい種子からできた花

　　　のめしべに，純系のしわの種子からできた花の花粉をつけたところ，できた種子は全部まるに　

　　　なった。

　(1)　このように異なった形質をかけあわせたとき，まるい形質のように，必ず子に現れる形質を何と

　　いうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(2)　純系どうしをかけあわせてできた雑種第１代の遺伝子を，まるい形質を支配する遺伝子をＡ，し

　　わの形質を支配する遺伝子をａとして，記号で答えよ。　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(3)　雑種第１代どうしをかけあわせてできた雑種第２代には，何種類の遺伝子の組み合わせがある　

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　雑種第２代の種子で，まるい種子としわのある種子の数の比はいくらになるか。最も簡単な整数

　　比で答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まる：しわ＝（　　　　　　　）

種子の子葉の色が「黄色」のエンドウの花のめしべに，子葉の色が「緑色」の花の花粉をつけ

　　　てできた種子①は，すべて子葉の色が「黄色」であった。この①の種子を育て，咲いた花のめし

　　　べに同じ花の花粉をつけたところ，たくさんの種子②が実った。これについて，次の問いに答え

　　　なさい。

　⑴　種子②の子葉の色はどのようであったか。下のア～オから選びなさい。　　　　　　（　　　）

　　ア　すべて黄色　　　　　　　イ　すべて緑色　　　　　　　ウ　黄色と緑色が半分ずつ

　　エ　黄色と緑色とが３：１の割合　　　　　　　　オ　緑色と黄色とが３：１の割合

　(2)　この遺伝の結果を説明するために「遺伝子」が考えられている。最初の「黄色」の親がもつ遺伝

　　子を「ＡＡ」，緑色の親のもつ遺伝子を「ａａ」とすると，①の子葉が黄色い種子のもつ遺伝子の

　　組み合わせは，どうであると考えられるか。遺伝子の記号で答えなさい。　　　　　（　　　　）

　(3)　②の種子には，どのような遺伝子の組み合わせのものがあると考えられるか。考えられる遺伝子

　　の組み合わせをすべて答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　(4)　子葉の色が「黄色」である形質は，何形質とよばれているか。　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　上のような遺伝の規則性をはじめて明らかにした人の名前を答えなさい。（　　　　　　　　）
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右図は，エンドウの花の色についての遺伝のようすを示した

　　　ものである。次の問いに答えよ。

　(1)　Ｐの世代の赤花と白花は，自家受粉を繰り返しても，何代に

　　わたっても色が変化しなかったものである。このような形質が　

　変わらないものを，その形質に関して何と呼ぶか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(2)　このＰの赤花と白花を交配してできたＦ1は，全部，赤花に　

　　なった。このとき，赤花と白花の形質について，強く現れることを何と呼ぶか。法則の名前で答え

　　よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(3)　Ｆ1の赤花を自家受粉してＦ2をつくった。この時のＦ2の世代では，ＸとＹの花が咲いた。数が

　　多いのはＸの花の色であった。では，Ｘは何色で，Ｙは何色で，それぞれの数の割合はどうなる　

　　か。「Ｘ：Ｙ＝花の色＝数」の形で答えなさい。　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　このＦ2の中の，純系と雑種との比は，何：何か。　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　Ｐの赤花の遺伝子をＲＲで示し，白花の遺伝子をｒｒで示すと，Ｆ1の遺伝子はどのような組み

　　合わせになるか。遺伝子の記号を用いて示しなさい。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

右の図は，代々まるい種子をつくるエンドウとしわのある種

　　　子をつくるエンドウをかけ合わせたときの子と，その子どうし

　　　をかけ合わせた孫とを表し，Ａはまるい種子をつくる遺伝子，

　　　ａはしわのある種子をつくる遺伝子を示している。子の代で　

　　　は，まるい種子ばかりで，しわのある種子は現れない。

　(1)　エンドウはどのような生殖をするか。（　　　　　　　　　）

　(2)　子になる雌と雄の細胞をそれぞれ何というか。

　　　　　　　　雌（　　　　　　　　）　雄（　　　　　　　　）

　(3)　子に現れた形質を何というか。　　　（　　　　　　　　　）

　(4)　子が持っている遺伝子は何か。Ａ，ａの記号を使って答えなさ

　　い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(5)　２つの形質をかけ合わせたとき，一方の形質だけが現れる法則を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(6)　孫のしわのある種子は，どのような遺伝子をもつか。Ａ，ａの記号を使って答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(7)　子のまるい種子どうしをかけ合わせると，まるい種子が1542個できた。このとき，しわのある

　　種子は何個できたと考えられるか。次のア～オから１つ選び，記号で答えなさい。　　（　　　）

　　ア　771個　　　イ　514個　　　ウ　385個　　　エ　308個　　　オ　１つもできない

　(8)　親の形・性質が伝わるしくみを実験によって発見したのは誰か。人物名を答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

Ｐ　　赤花　　　　　白花

Ｆ1　　  赤花

Ｆ2　　Ｘ　　　　　　Ｙ

４

５



代々丸い種子（純系）をつくるエンドウと，代々しわのある種子（純系）をつくるエンドウを

　　　親としてかけ合わせて種子をつくると，できた種子はすべて丸い種子（Ｆ1）であった。次の問

　　　いに答えよ。

　(1)　このように，子どもには，親の形質のいずれか一方だけが現れること

　　が多い。このとき，子に現れる形質を何の形質というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(2)　また，子に現れない形質を何の形質というか。（　　　　　　　　）

　(3)　できた子（Ｆ1）どうしをかけ合わせて種子をつくると，できる孫の種

　　子の形はどうなるか。次から１つ選び記号で答えよ。　　　（　　　）

　　ア　すべて丸い種子ができる。

　　イ　丸い種子としわのある種子とが３：１の割合でできる。

　　ウ　丸い種子としわのある種子とが１：３の割合でできる。

　　エ　丸い種子としわのある種子とが１：１の割合でできる。

　　オ　すべてしわのある種子ができる。

　(4)　Ｆ1としわのある種子をかけ合わせて種子をつくると，できる種子の形はどうなるか。(3)から選

　　び記号で答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(5)　エンドウの父親と母親の遺伝子を右の図のように表したとき，次の①～③

　　の遺伝子はどのように表せるか。下の図のア～オからそれぞれ１つずつ選　

　　び，記号で答えよ。

　　①　精細胞の遺伝子　（　　　）

　　②　卵細胞の遺伝子　（　　　）

　　③　子の遺伝子　　　（　　　）

　(6)　エンドウやカエルのように，雄と雌とがかかわって子ができる有性生殖に対し，親のからだが分

　　裂したり，からだの一部が分かれて新しいからだができるようなふえ方を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

丸い種子のできるエンドウとしわのある種子のできるエンドウをかけあわせると，できた種子

　　　は全部丸かった。次の問いに答えなさい。

　(1)　丸い種子のできるエンドウの遺伝子をＡＡ，しわのある種子のできるエンドウの遺伝子をａａと

　　すると，子の遺伝子はどう表せるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(2)　子どもどうしをかけあわせると，ＡＡ・Ａａ・ａａの３種類の遺伝子の組み合わせができた。

　　ＡＡ・Ａａ・ａａの数の比は何：何：何か。　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　(3)　(2)でＡａという遺伝子の組み合わせでできるのはどんな種子か。　（　　　　　　　　　　）

　(4)　(2)のときの，丸い種子としわのある種子の数の比は何：何か。　　　　　（　　　　　　　）

　(5)　(1)でできた子どもと，しわのある種子をもつエンドウをかけあわせた。このときはどんな組み

　　合わせの遺伝子ができるか。すべて書け。　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

　(6)　(5)のときの，丸い種子としわのある種子の数の比は何：何か。　　　　　（　　　　　　　）

No.5
６

７


