
基本問題なので、これを頭に入れて

問題文をしっかり読めば、ある程度の問題は解ける！

ノートなどに解答を書くとより覚えられます！

3年生2学期期末テスト対策
（天体編）



天体 第１問

太陽のように，自ら光や熱をだし

て輝いている天体を何といいます

か？



天体 第１問 答え

恒 星

太陽のように，自ら光や熱をだし

て輝いている天体を何といいます

か？

※夜空に見える星座はすべて恒星です。
※恒星のまわりをまわる惑星（水星など）や、
惑星のまわりをまわる衛星（月など）は反射し
ているだけで、自分では光っていません。



天体 第２問

恒星が数億～数千億個集まってで

きた天体を何といいますか？



天体 第２問 答え

恒星が数億～数千億個集まってで

きた天体を何といいますか？

銀 河

※太陽系は銀河系と呼ばれる
銀河に属している。



天体 第３問

太陽系の惑星を太陽に近いものから

順に答えなさい。



天体 第３問 答え

太陽系の惑星を太陽に近いものから

順に答えなさい。

水星→金星→地球→火星→

木星→土星→天王星→海王星



天体 第４問

天体が他の天体のまわりをまわる

ことを何といいますか？



天体 第４問 答え

天体が他の天体のまわりをまわる

ことを何といいますか？

公 転
※北極側から見ると反時計回り地球は１年で１周。
※地球は地軸を中心に1日1回その場で回転している。
これを自転という。

※地球の自転は、北極側から見ると反時計回りに
回っている。



天体 第５問

水星や金星など，小型で密度が大き
い惑星を何といいますか？



天体 第５問 答え

水星や金星など，小型で密度が大き
い惑星を何といいますか？

地球型惑星
※大型で密度が小さい惑星は
木星型惑星という。



天体 第６問

次の文章はどの惑星を説明していまか？

①地球に似た大きさで二酸化炭素の厚い

大気におおわれている。

②大きな環をもち，ほとんど気体で

できており，密度が水よりも小さい。



天体 第６問 答え

次の文章はどの惑星を説明していまか？

①地球に似た大きさで二酸化炭素の厚い

大気におおわれている。

②大きな環をもち，ほとんど気体で

できており，密度が水よりも小さい。

金 星

土 星



天体 第７問

太陽の表面にみられる炎のようなガ
スの動きを何といいますか？



天体 第７問 答え

太陽の表面にみられる炎のようなガ
スの動きを何といいますか？

プロミネンス

※太陽で見られる爆発現象をフレア
※表面に見られる黒い部分を黒点
※高温のガスの層をコロナという。



天体 第８問

黒点が暗くみえる理由を簡潔に答え

なさい。



天体 第８問 答え

黒点が暗くみえる理由を簡潔に答え

なさい。

まわりより温度が低いから

※表面が６０００℃，黒点が４０００℃
黒点が多くなるとき，活動が盛んになる。



天体 第９問

冥王星のように，海王星よりも外側

を公転する小天体を何といいます
か？



天体 第９問 答え

冥王星のように，海王星よりも外側

を公転する小天体を何といいます
か？

太陽系外縁天体
※火星と木星の間に多く存在する直径数ｋｍ

～数十ｋｍの天体を小惑星という。

※だ円軌道で、太陽に近づくときに尾が見える

小天体を彗星（すいせい）という。



天体 第１０問

地球の地軸は公転面に対して垂直な

方向から約何度傾いていますか？



天体 第１０問 答え

約２３.４度

地球の地軸は公転面に対して垂直な

方向から約何度傾いていますか？

※この傾きが原因で季節による違いが
できる。



天体 第１１問

太陽が１日に東から西へ１まわりする

ように見える見かけの動きを何といい

ますか？



天体 第１１問 答え

太陽が１日に東から西へ１まわりする

ように見える見かけの動きを何といい

ますか？

太陽の日周運動
※太陽が子午線を通過するときを南中
という。

※冬は日の出の位置が南よりになり，
夏は日の出の位置が北よりになる。



天体 第１２問

太陽の１日の動きを透明半球を用いて

観測したところ，１時間で天球上を

４ｃｍ移動した。日の出の位置から

９時に観測した太陽の位置までの天

球上での軌道の長さ13.6ｃｍであった。

日の出の時刻は何時ですか？



天体 第１２問 答え

太陽の１日の動きを透明半球を用いて

観測したところ，１時間で天球上を

４ｃｍ移動した。日の出の位置から

９時に観測した太陽の位置までの天

球上での軌道の長さ13.6ｃｍであった。

日の出の時刻は何時ですか？

13.6÷4＝3.4 3時間24分さかのぼる

（0.1時間→6分）答え 5時36分



天体 第１３問

１月２１日の午前３時には，オリオン

座はどこにありますか？



天体 第１３問 答え

１月２１日の午前３時には，オリオン

座はどこにありますか？

オ
星は東→南→西
１時間に１５度
１５×６＝９０
西へ９０度動く。



天体 第１４問

２月１日の午前０時に、北斗七星をA

の位置に観測できた。６月１日の午前

０時には、どこに観

測されるはずですか。

記号を答えなさい。



天体 第１４問 答え

２月１日の午前０時に、北斗七星をA

の位置に観測できた。６月１日の午前

０時には、どこに観

測されるはずですか。

記号を答えなさい。

C
年周運動は１年で
360°なので、
１ケ月に30°
北の空は反時計回り



天体 第１５問

地球が公転面に対して、地軸を傾けたま

ま公転していることが原因で起きている

現象を２つ選びなさい。

ア 太陽の南中高度が変わる。

イ 日照時間が変わる。

ウ 北極・南極の位置が変わる。

エ ４年に１度うるう年がある。



天体 第１５問 答え

地球が公転面に対して、地軸を傾けたま

ま公転していることが原因で起きている

現象を２つ選びなさい。

ア 太陽の南中高度が変わる。

イ 日照時間が変わる。

ウ 北極・南極の位置が変わる。

エ ４年に１度うるう年がある。

ア・イ



天体 第１６問

北半球が夏の地球を選んで答えなさい。

ア

イ

ウ

エ



天体 第１６問 答え

北半球が夏の地球を選んで答えなさい。

ア

イ

ウ

エ イ

太陽に向けて傾いてい
るのが北半球が夏



天体 第１７問 答え

天球上の太陽の見かけ上の通り道を何と

いいますか。

黄 道

星占いに出てくる星座は、黄道上の星座です。



天体 第１８問

地球の北側から見た月の公転を表して

いる。上弦の月はどれで、夕方にはど

の方角に見えますか。

太

陽

１

２
３

４

５

６
７

８



天体 第１８問 答え

地球の北側から見た月の公転を表して

いる。上弦の月はどれで、夕方にはど

の方角に見えますか。

太

陽

３

右側が明るい半月が
上弦の月

左側が明るい半月が
下弦の月

１

２
３

４

５

６
７

８

北



天体 第１９問

月食が起きるとき、地球と太陽と月は、

どのような順番で並んでいますか。



天体 第１９問 答え

月食が起きるとき、地球と太陽と月は、

どのような順番で並んでいますか。

太陽，地球，月

日食は、太陽，月，地球の順に
１直線に並んだときに起きる。

太陽

地球
月



天体 第２０問

下の図は、金星の公転と満ち欠けを表
している。明けの明星のうち、一番小
さく見える金星の位置はどれですか。

また、それはどの方

角の空に見えますか。

地球

１

２
３

４

５

６
７８９

10



天体 第２０問 答え

下の図は、金星の公転と満ち欠けを表
している。明けの明星のうち、一番小
さく見える金星の位置はどれですか。

また、それはどの方

角の空に見えますか。

地球

１

２
３

４

５

６
７８９

10 ４，東
金星は太陽と同じ方角にある。
明け方は太陽は東

明けの明星

宵の明星



２０問中何問正解できたかな？
１問５点で１００点満点！


