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月と太陽88

半月のよび名と特ちょう中学
　への
キャラバン

	1	 月の見え方
⑴　月の光　月はみずからかがやいているわけでな
く，太陽の光をはね返してかがやいている。した

がって，太陽の光が当たっている側が明るい。

⑵　月の見え方　月は地球のまわりを回っており，
日によって太陽，地球，月の位置関係が変わる。

そのため，月の見え方（形）や位置，見える時間は

日によって変わる。→❶

	2	 月の形と太陽・月の位置関係
⑴　月と太陽の位置の観察
　① 月と太陽の位置は，方位と高さで示す。月や太陽の位置が
わかりやすいように，目印となる建物なども記録する。

　② 太陽の位置を調べるときは，しゃ光板を通して観察する。
目をいためるので，太陽を直接見てはいけない。

⑵　月の形と太陽・月の位置関係→❷

　① 新月　太陽と同じ向きにあるため，見えない。
　② 三日月　太陽がすぐ右（西）側にあるので，月の右側が細く
光って見える。日の入りごろに西の空に見える。 

　③ 右半分の半月（上げんの月）　太陽が月の右（西）側にあるの
で，月の右半分が光って見える。日の入りごろに南の空に

見え，真夜中ごろ西にしずむ。

　④ 満月　太陽が反対側にあるので，月全体が光って見える。
日の入りごろに東からのぼり，真夜中ごろ南の空に見え，

翌
よく

日
じつ

の日の出ごろに西にしずむ。

　⑤ 左半分の半月（下げんの月）　太陽が月の左（東）側にあるの
で，月の左半分が光って見える。真夜中ごろに東からのぼ

り，日の出ごろに南の空に見える。

　「上げんの月」「下げんの月」

というよび名は，半月が弓の形

ににていることからつけられたものです。半月

が西にしずむとき，欠けぎわ（げん）が上向きの

ものを上げんの月，欠けぎわ（げん）が下向きの

ものを下げんの月とよんでいます。

中学３年

❶光を当てたボールの見え方

❷太陽・月の位置関係の変化

日の入りごろ
はっきり見える。
日の入りごろ
はっきり見える。

夕方

白っぽく見え
る月だよ。

▼
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2回目1回目

問／ 18問 問／ 18問

図表でチェックしよう

月の形が変わって見える理由を調べよう

まとめよう

次の にあてはまることばを書きましょう。

・月は �  の光をはね返して光っている。そのため，月の光っている側に�がある。

・月，�  ，太陽の位置関係が変わると，月の見え方（形）や位置，見える時間が変わる。

西 西

日の入り（夕方）ごろに西
の空の低い位置に見える。
右側が細く光って見える。

一晩中見ることができる
丸い形の月

月の観察

❶ ❸

このとき，太陽は東・西のうち，

　　　　　　　　にある。❷

このとき，太陽は東・西のうち，

　　　　　　　　にある。❹

ひとばん

ステップ1
実験の❺〜❼に
に「太陽」，「地球」，
「月」のいずれか
をうめましょう。

ステップ3
ステップ2の結
果からわかるこ
とについて�〜
�にあてはまる
ことばをうめま
しょう。

ステップ2
結果の❽・❾に
見えたボールの
明るい部分と暗
い部分をかきま
しょう。また，
�〜�にことば
をうめましょう。

・地球，月，太陽の　　　　　　　　が変わると，月の見え方も変わることがわかる。

・地球から観察できる月は，新月→　　　　　　　　　　��→　　��　　　　　　　　→

　→�新月の順に見え方が変わることがわかる。

観察者…　　　　　　　　�に

　　　　見立てたもの。

左回りに
回転する。

ボール…　　　　　　　　�に

　　　　�見立てたもの。

�

�

�� �

❻

❺

　　　　　　　�

　　　　　　　　�に

見立てたもの。

❼

㋐

㋑

㋒

㋓

❽ ❾

ボールの位置

ボールの
見え方

月の名前 右半分の半月
（上げんの月）

� �

電灯…

㋐ ㋓㋒㋑
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日食と月食中学
　への
キャラバン

	3	 月の形と見え方の変化→●❸
◇ 月の形の見え方の変化と周期　月の形の見え方の変化の順序は，
　新月（見えない）⇨三日月⇨右半分の半月（上げんの月）⇨満月⇨左半分の半月（下げんの月）⇨新月となり， 

新月から次の新月までは約3０日かかる。この30日を1周期として，形の変化をくり返す。

	4	 月と太陽のようす
⑴　月のようす　球形で，表面はかたい岩石や

砂
すな

でおおわれている。また，実際の大きさは

地球よりも小さい→❹

　① 水や空気　地球と異
こと

なり，水も空気も存
そん

在
ざい

しない。

　② クレーター　月の表面にある円形のくぼみ。

石や岩が月の表面にぶつかってできたと考

えられている。→❺

　③ 海　月の表面にある広くて低い土地のこと。地球からだとやや暗く見え

る。海とよばれているが，水があるわけではない。

⑵　太陽のようす　球形で，表面からたえず強い光や熱を出してかがやいて

いる。また，実際の大きさは地球よりも大きい。目をいためるので，そう

眼鏡や望遠鏡では絶対に観察してはいけない。→❻

　月が通常とは異なるかけ方をするこ

とがあります。これは「月食」とよばれ

る現象で，月が地球のかげにかくれてしまうために起

こります。月が地球のかげにかくれるということは，

太陽・地球・月の順に並
なら

んでいるということなので，

月食は満月のときにしか見ることができません。また，

太陽が月によってかくされる現象を「日食」といいます。

太陽が月にかくされるということは，太陽・月・地球

の順に並んでいるということなので，日食は新月のと

きにしか見ることができません。

　ただし，月の動きは太陽と地球がある面と少しずれ

ているので，満月や新月のときに，いつも月食や日食

が見えるわけではありません。

中学３年

（上げんの月） （下げんの月）
右半分の半月 左半分の半月

❸月の形の変化と周期

地球
月

太陽
新月にかくされる（日食）。

地球のかげに
かくれる（月食）。

❺クレーター

クレーター

❻太陽の表面

▼月食 ▼日食

❹月の表面
黒っぽい部分が海
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2回目1回目

問／ 15問 問／ 15問

図表でチェックしよう

月の表面を観察しよう

まとめよう

次の にあてはまることばや数を書きましょう。

・月は，新月→三日月→ �  →満月→左半分の半月（下げんの月）→ �  

　の順に形を変えていく。

・新月から次の新月までは約 �  日かかる。

・月は球形で，表面はかたい岩石や �  でおおわれている。

・太陽は球形で，表面からたえず強い �  や熱を出している。

約　　　　　　　　� 日かかる

●月の形の変化と周期

❹ 約　　　　　　　　� 日かかる❺

❶

❶の月

❷ ❸

太陽と同じ向きに
あって見えない月 右半分の半月

（上げんの月）
左半分の半月
（下げんの月）

日の入り（夕方）ごろの西の空
の低い位置に見える月

一晩中見ることが
できる月

ひとばん

月のようす

形

表面

光り方

ステップ２
ステップ１の結果に
ついて❽〜�にあて
はまることばをうめ
ましょう。

ステップ１
図の❻・❼にあて
はまることばをう
めましょう。

・　　　　　　　　形をしていた。❽

や砂でおおわれている。・かたい

・円形のくぼみが見られる。

❾

���の光をはね返してかがや　・みずから光を出さず，

　いている。

�

広くて低い土地…広くて低い土地…
❻

円形のくぼみ…円形のくぼみ…
❼

そう眼鏡で
月の表面を
観察する。

そう眼鏡で
月の表面を
観察する。
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／ 1００点

1 月の形と月の見える時
じ

刻
こく

　図1～4は，ある年の9月2日，9日，17日，28日に，同じ場所でそれぞ

れちがった時刻に月を観察し，スケッチしたものです。あとの問いに答えなさい。 （ 4点× 8）

　⑴　図1に見られる月のかたむきから，㋐の方位は東・西・南・北のどれと考えられますか。 〔　　　　　〕
　⑵ 　図2の月が東の空から出るとき

のかたむきを，正しくスケッチし

ているのはどれですか。右のア～

エから選び，記号で答えなさい。

 〔　　　　　〕
　⑶　図2の月を観察したとき，太陽は東・西・南・北のどの方位にありますか。 〔　　　　　〕
　⑷　太陽の位置を観察するときは，目をいためないように何という道具を使って観察しますか。
 〔　　　　　　　　　　〕
　⑸ 　図3・4の月が真南にくるのは，いつごろですか。次のア～エからそれぞれ選び，記号で答えなさ

い。 図3〔　　　　　〕　図4〔　　　　　〕
　　ア　夕方ごろ　　　イ　真夜中ごろ　　　ウ　明け方ごろ　　　エ　昼すぎごろ

　⑹ 　9月2日に観察した月が図1とすると，9日に観察した月は，図2～4のどれですか。図の番号で

答えなさい。 〔　　　　　〕
　⑺ 　図1～4のように，月の形の見え方が日によって変化するのはなぜですか。月，太陽，地球のこと

ばをすべて使って簡
かん

単
たん

に答えなさい。

　　〔 〕

2 月の形の変化　いろいろな月の形を表した㋐～㋔について，あとの問いに答えなさい。 （ 3点× 4）

　⑴ 　新月のあと，月の形はどのように変わって見えますか。㋐～㋔を正しい順に並
なら

べ，記号で答えなさ

い。 〔　新月　→　　　　→　　　　→　　　　→　　　　→　　　　〕
　⑵　㋐，㋓の形の月を，それぞれ何といいますか。 ㋐〔　　　　　　　　〕　㋓〔　　　　　　　　〕
　⑶　㋑の形の月が，次に㋑と同じ形に見えるまでに約何日かかりますか。 〔　　　　　　〕

南南 東東
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3 月のようす　写真は，月の表面のようすを表しています。

次の問いに答えなさい。 （ 4点× 6）

　⑴　Ａのような，円形のくぼみを何といいますか。
 〔　　　　　　　　　　〕
　⑵ 　Ｂのような，まわりよりも暗く見える，広くて低い土地
のことを何といいますか。 〔　　　　　　〕

　⑶ 　月について説明した次の文の，（　①　）～（　③　）にあ
てはまることばを答えなさい。

　　 　月は，（　①　）形をした天体であり，大きさは地球と比べて（　②　）。地球に存
そん

在
ざい

している水も

（　③　）もなく，かたい岩石や砂
すな

におおわれている。

 ①〔　　　　　　　　〕　②〔　　　　　　　　〕　③〔　　　　　　　　〕
　⑷　月はみずから光を出していないにもかかわらず，光って見えます。この理由を簡単に答えなさい。
　　〔 〕

4 この問題はちょっとむずかしいよ 　

 月の見え方　暗くした部屋で，図1

の㋐の位置にボールを置いて電灯の

光を当て，ボールの見え方を調べま

した。また，ボールを図1の㋑～㋗

の位置に移動させて電灯の光を当て，

ボールの見え方を調べました。次の

問いに答えなさい。 （ 4点× 8）

　⑴ 　この実験で，ボールは月のモデルとなっています。太陽，地球のモデルとなっているものはどれで
すか。次のア～ウからそれぞれ選び，記号で答えなさい。 太陽〔　　　　　〕　地球〔　　　　　〕

　　ア　観察する人　　　イ　暗くした部屋　　　ウ　電灯

　⑵ 　図2のＡ・Ｂは，ボールをある場所に置いたときの，ボ
ールの見え方を表したものです。

　　① 　図2のＡ・Ｂは，それぞれボールをどの位置に置いた
ときの見え方ですか。図1の㋐～㋗からそれぞれ選び，

記号で答えなさい。 Ａ〔　　　　　〕　Ｂ〔　　　　　〕
　　② 　図2のＡと同じ形の月が真南に見えたとき，太陽はおよそどの方位の空にあると考えられますか。

次のア～カから選び，記号で答えなさい。 〔　　　　　〕
　　　ア　真東　　　イ　南東　　　ウ　真南　　　エ　南西　　　オ　真西　　　カ　見えない。

　⑶　ある日の夜空を観察したとき，月食が見られました。
　　①　月食とはどのような現象ですか。月，地球のことばを使って簡単に答えなさい。
　　　〔 〕
　　② 　このときの太陽，月，地球の位置関係は，ボールが図1の㋐～㋗のどの位置にあるときと同じで

すか。記号で答えなさい。 〔　　　　　〕
　　③　日食が起こる可能性のある位置に月がくるのは，この日から約何週間後ですか。
 〔　　　　　　　　〕

観察する人

A図 2 B

Ａ

Ｂ
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　月の豆知識

1  図は，地球のまわりを回る月のようすを示したものです。

⑴　月は，地球や太陽との位置関係により，光が当たっていてもかげになって
見えない部分があります。図の半月の形を参考にして，ほかの月も見えない

部分にえんぴつでかげをつけ， の中に地球から見える月の形をそれぞれ示

してみよう。

⑵　図の形のような月を，それぞれ何といいますか。 に名前を書いてみ

よう。

　地球から見た月のもようはいつも同じですね。月の

もようは変わらないから，昔からさまざまなものに例

えられてきました。日本では，月のもようはウサギがもちつきをする

ようすに例えられていますが，国によっては，はさみをあげたカニ，

本を読む少女，ライオンなどにも例えられているんですよ。

　月は東からのぼり，南の空を通り，西にしずみますが，これは月が

地球のまわりを回っているために起こります。でも，月が地球のまわ

りを回っているのに，月のもようがいつも同じなのはどうしてでしょ

うか？

　実は，月はいつも同じ面を地球に向けながら回っているのです。だ

から，月の表面に見られるクレーターや海は，地球から見るといつも

同じ位置にあります。

　クレーターを望遠鏡で観察するときは，満月のときよりも半月のと

きのほうが，かげが見やすいので観察しやすくなります。

▼

▼

月の形は変わらない
けど，太陽の光の当
たらない部分が見え
ないから，形が変わ
って見えるんだね。

理科
の

オアシス
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　みんなは，宇
う

宙
ちゅう

から見た地球の写真などで地球が丸

いことを知っていると思うけど，宇宙に行けなかった

昔の人は，地球は平らだと考えていたんだ。けれども，地球が丸いの

ではないかと考えていた人もいたよ。

　例えば，海へ出ていく船が陸から遠ざかっていくと，船の下のほう

から見えなくなり，最後に船の上の部分が見えなくなるんだ。もしも

地球が平らだったら，全体的に小さくなってやがて見えなくなるはず

だね。

　また，アリストテレスというギリシャの科学者は，今から2000年以

上も前に，月食は月が地球のかげに入って起こると考え，月食のとき

に月にうつる地球のかげの形から，地球は丸いと考えたと言われてい

るよ。

理科
の

オアシス

　
　地球が丸いことはなぜわかる？

2  ある日の午後6時に月の形と位置を観察

したところ，右の図のように右半分が光っ

た半月が見えました。

　⑴ 　このとき，太陽はどの位置にあります
か。図の をえんぴつでなぞりましょう。

　⑵ 　もう一度同じ場所に右半分が光った半
月が見られるのは，図の半月を観察した

ときからおよそ何日後ですか。

　　 〔　　　　　　　〕

3  月のようすを図かんで調べて，その特ち
ょうを表のようにまとめました。

　⑴ 　右の表の〔　　　〕にあてはまることば
を書き入れて，表を完成させましょう。

　⑵ 　写真で，月の表面のまわりよりも暗く
なっている部分は海とよばれるところで

す。月の海がまわりよりも暗く見えるの

はなぜですか。

　　 �

月に水はなかったよね？

東 南 西

形

写真

大きさ

光り方

地球と比べて〔　　　　　　　〕。

〔　　　　　　〕形をしている。

・〔　　　　　　〕という円形のくぼみがある。

〔　　　　　　〕の光をはね返して光ってい
る。

表面
・かたい〔　　　　　　〕や砂でおおわれてい
　る。

すな

びっくり‼　船がちんぼつ
したのかと思ったよ。
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3

1 植物がでんぷんをつくるはたらきについ
て調べるために，次のような実験をしまし

た。あとの問いに答えなさい。

〔実験〕　①　夕方，ある植物の葉Ａ・Ｂを
アルミニウムはくでおおう。

　　② 　次の日の朝，図のように，葉Ｂのア
ルミニウムはくだけをはずし，葉Ａ・
Ｂに数時間日光を当てる。

　　③　それぞれの葉をつみとって，すぐに次のようにする。
　　　1 　葉を湯につけたあと，あたためたエタノールにしばらくつける。

　　　2　葉を水で洗
あら

い，ヨウ素液にひたす。

⑴　実験③の1で，葉をあたためたエタノールにつけると，葉の色はど

うなりましたか。

⑵　実験③の2で，葉をヨウ素液にひたしたとき，葉ＡとＢの色はそれ
ぞれどうなりましたか。

⑶　植物がでんぷんをつくるはたらきをしているとき，植物が空気中か
らとり入れる気体と，植物が空気中へ出す気体はそれぞれ何ですか。

2 花だんに生えている2本のホウセンカを選び，図1のＡ・Ｂのように
一方は葉を全部とり去り，もう一方は葉をつけたままポリエチレンのふ

くろをかぶせました。図2は，ホウセンカの葉の表面をけんび鏡で観察

したときのようすで，あのような小さな穴
あな

が見られました。あとの問い

に答えなさい。

⑴　図1のまま置いておくと，一方のふくろの内側が白くくもりました。

　① 　ふくろの内側が白くくもったのは，Ａ・Ｂのどちらですか。記号
で答えなさい。

　② 　ふくろの内側が白くくもったのは，ホウセンカが何というはたら
きを行ったためですか。

⑵　図2のあの穴を何といいますか。

1 （ 6点× 5）

2 （ 6点× 3）

⑴

⑵
Ａ

Ｂ

⑶

とり入れ
る気体

出す
気体

⑴
①

②

⑵

A B
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3 図1・2は，ちがう日に見られた月のスケッチです。あとの問いに答

えなさい。

⑴　図1のような形の月を何といいますか。

⑵　図1の月はどのように動きますか。次のア～ウから選び，記号で答

えなさい。

ア　明け方に南の高い空を通り，その後，東へしずむ。

イ　真夜中に南の高い空を通り，その後，西へしずむ。

ウ　夕方に南の高い空を通り，その後，西へしずむ。

⑶　図2の位置に月があるとき，太陽はどの方向にありますか。図2の

㋐～㋓から選び，記号で答えなさい。

⑷　図2のあと，毎日，月を観察しました。月の見え方はどのように変

化しますか。次のア～エから選び，記号で答えなさい。

ア　太陽に近づいていき，しだいに満ちていく。

イ　太陽に近づいていき，しだいに欠けていく。

ウ　太陽から遠ざかっていき，しだいに満ちていく。

エ　太陽から遠ざかっていき，しだいに欠けていく。

4 月と太陽について，次の問いに
答えなさい。

⑴　図は，月の表面に見られる円
形のくぼみを示したものです。

このくぼみを何といいますか。

⑵　地球よりも小さいのは，月・
太陽のどちらですか。

⑶　太陽を観察するときに用いる器具とその使い方として正しいものは
どれですか。次のア～ウから選び，記号で答えなさい。

　ア　望遠鏡を直接のぞく。

　イ　そう眼鏡を直接のぞく。

　ウ　しゃ光板を通してのぞく。

⑷　月と太陽のどちらにもあてはまる特ちょうはどれですか。次のア～

エから選び，記号で答えなさい。

　ア　水と空気がある。　　　　　　イ　みずから光っている。

　ウ　海とよばれる部分がある。　　エ　球形をしている。

⑴

⑵

⑶

⑷

⑴

⑵

⑶

⑷

3 （ 7点× 4）

4 （ 6点× 4）




