
【FdData中間期末：中学理科2年】 
 [感覚器官] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[問題](後期期末改) 
外界からの刺激を受け取って，その刺

激を，感覚神経を経て脳へ伝える器官を

( X )という。目は光，耳は音，鼻はに

おい，舌は味，皮膚は温度・圧力・痛み

などの刺激を受け取る(X)である。Xに当

てはまる語句を答えよ。 
 
[解答]感覚器官 
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[解説] 
 
 
 
 
外界の刺激

し げ き

を受け取って，その刺激を脳
のう

へ伝える目や耳などの器官を感覚
かんかく

器官
き か ん

と

いう。目は光の刺激を，耳は音の刺激を，

鼻
はな

はにおいの刺激を，舌
した

は味の刺激を受

け取る感覚器官である。また，皮膚
ひ ふ

は，

温度・圧力・痛
いた

み・物にふれた刺激など

の刺激を受け取る感覚器官である。感覚

器官には刺激を受けとる特定の細胞があ

る。この細胞は，刺激を受けとると電気

的な信号を，その細胞につながっている

感覚
かんかく

神経
しんけい

に伝える。感覚神経は脳やせき

ずいへ続いていて，信号が感覚神経から

脳などへ伝えられる。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「感覚器官」である。各感覚器官が受け

取る刺激もしばしば出題される。 
 
[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 目のように，外界の刺激を受け取る

器官を何というか。 
(2) (1)には，目のほかに耳，鼻，舌，皮

膚などがある。次の①～⑤の部分が

あるのは，目，耳，鼻，舌，皮膚の

うちのどれか。 
① 音の刺激を受け取る部分 
② 光の刺激を受け取る部分 
③ 味の物質を受け取る部分 
④ 温度，痛み，圧力，物にふれた

刺激などの刺激を受け取る部分 
⑤ においの物質を受け取る部分 



[解答](1) 感覚器官 (2)① 耳 ② 目 

③ 舌 ④ 皮膚 ⑤ 鼻 
 
 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 目や耳などのように，外界からの刺

激を受け取る器官を何というか。 
(2) ヒトの(1)には目や耳だけでなく，鼻，

舌，皮膚などがある。目，耳，鼻，

舌，皮膚は，それぞれどんな刺激を

受け取るか。1つずつ書け。 
 
[解答](1) 感覚器官 (2)目：光 耳：音 

鼻：におい 舌：味 皮膚：温度(圧力，

痛み，物にふれた刺激) 
 



[問題](2学期期末) 
次の表はヒトの感覚器官についてまと

めたものである。表の空欄①～⑤にあて

はまる語句を書け。 
 

感覚器官 刺激 
 目  ① 
 耳  ② 
 ③  におい 
 ④  味 
 ⑤  痛み・温度・圧力 

 
[解答]① 光 ② 音 ③ 鼻 ④ 舌 
⑤ 皮膚 
 
 



[問題](後期中間改) 
 次の文章中の①～③に適語を入れよ。 
ヒトの目のように，外界からの刺激を

受け取る器官を( ① )という。(①)には

刺激を受けとる特定の細胞がある。この

細胞は，刺激を受けとると電気的な信号

を，その細胞につながっている( ② )
神経に伝える。(②)神経は( ③ )やせき

ずいへ続いていて，信号が伝えられる。 
 
[解答]① 感覚器官 ② 感覚 ③ 脳 
 
 



[目：ピントのあった像を結ぶ] 
[問題](前期期末改) 
外から目に入っ

てきた光は，右図

の A で屈折する。

筋肉のはたらきで

A の厚さを変えて

焦点距離を変化させ，ちょうどB上に像

ができるように調節している。B には光

の刺激を受け取る細胞が並んでいる。A，
Bの名称を答えよ。 
 
[解答]A 水晶体(レンズ) B 網膜 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
水晶体
すいしょうたい

(レンズ)は光を屈折
くっせつ

させ，網膜
もうまく

の

上にピントのあった像を結ばせるはたら

きをする。筋肉のはたらきで水晶体の厚
あつ

さを変えて焦点
しょうてん

距離
き ょ り

を変え，ちょうど網

膜上に像ができるように調節している

(遠くの物体を見るときは水晶体をうす

くする)。 
 



外から入った光が像を結ぶのは網膜であ

る。網膜の上にできる像は実像であるの

で，上下左右が逆になる。 
網膜に光の刺激を受け取る細胞が並んで

いる。網膜上の細胞が受けた光の刺激は

信号に変えられて感覚
かんかく

神経
しんけい

を通して脳へ

送られる。脳はこの信号を受け取り，も

のが見えたと感じる。目が刺激を受け取

って生じる感覚を視覚
し か く

という。 
 
※この単元で特に出題頻度が高いのは

「水晶体(レンズ)(図)」「網膜(図)」である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) ①図のAの部分の名称を答えよ。 

②また，A の部分のはたらきを，下

のア～ウから選べ。 
(2) ①図のBの部分の名称を答えよ。 

②また，B の部分のはたらきを，下

のア～ウから選べ。 
ア ひとみの大きさを変えて，入ってく

る光の量を調節する。 
 



イ この部分の厚みを変えることによっ

て，焦点距離を変える。 
ウ この部分には光の刺激を受け取る細

胞があり，像を結ぶ。 
 
[解答](1)① 水晶体(レンズ) ② イ 
(2)① 網膜 ② ウ 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図を見て，各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図で，光の刺激を受けとる細胞があ

るのはどこか。①記号と②名称を書

け。 
(2) 図で，(1)の上に見るものの像を結ば

せるように光を屈折させるのはどこ

か。①記号と②名称を書け。 



(3) (2)のつくりをどのように調節するこ

とでピントのあった像を結ばせるか。

次から選べ。 
[ 向きを変える 厚さを変える 
 位置を変える ] 

 
[解答](1)① D ② 網膜 (2)① B 
② 水晶体(レンズ) (3) 厚さを変える。 
 
 



[問題](後期中間) 
ヒトの目はカメラとよく似たつくりを

しているが，ヒトの目のレンズはカメラ

のレンズと違い，やわらかいつくりにな

っている。これにはどのような利点があ

るか。次のア～エから1つ選び，記号で

答えよ。 
ア レンズの位置を変えて，焦点を合わ

せることができる。 
イ レンズの厚さを変えて，焦点距離を

変えることができる。 
ウ レンズの表面積を変えて，視野を広

くすることができる。 
エ レンズの大きさを変えて，明るさを

変えることができる。 
 
[解答]イ 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 目の水晶体は，遠くを見るとき，う

すくなるか厚くなるか。 
(2) 次のアを見ているとき，網膜上に映

った像を表しているのは，ア～エの

どれか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答](1) うすくなる (2) ウ 
 



[解説] 
(1) カメラの場合には，レンズの位置を

変えてピントを合わせるが，水晶体
すいしょうたい

の場

合は，筋肉のはたらきによって水晶体の

厚さをかえることでピントのあった像を

つくる。遠くを見るときは，水晶体の厚

みはうすくなる。 
(2) 1年で学習したレンズと同じように，

水晶体(レンズ)のはたらきによって網膜

上にできる像は，次の図のように左右上

下が逆になる。 
 
 
 
 
 
 



[目：光の量の調節] 
[問題](後期中間改) 
 
 
 
 
 
目に入る光の量を調節するのは図の

( X )の虹彩である。暗いところから明

るいところに出ると，(X)はのびて，ひと

みを小さくして目に入る光の量を少なく

する。逆に明るいところから暗いところ

に移動すると，(X)は縮んでひとみを大き

くして目に入る光の量を多くする。この

反応は，意識とは無関係に(X)が反応して

おこる瞳孔反射である。X にあてはまる

部分を図のA～Eから選べ。 



[解答]B 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
虹彩
こうさい

は目のかっ色に見える部分で，明る

いときはのびてひとみを小さくし，暗く

なると縮
ちぢ

んでひとみを大きくし，目に入

る光の量をもっとも見やすい状態に調節

する。 
この反応は，意識とは無関係に虹彩が反

応しておこる瞳孔
どうこう

反射
はんしゃ

である。 
 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「虹彩(図)」である。「暗く(明るく)なる

→虹彩が縮む(のびる)→ひとみが大きく

(小さく)なる」の出題頻度も高い。 
※「虹彩」の語句を削除した教科書もあ

るが，光の量を調節する大切な部分なの

で，解説や問題でも取り上げておく。 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 明るいところからうす暗いところへ

移動すると，ひとみの大きさが変わ

った。ひとみの大きさは図1のa，b
のどちらの変化をするか，記号で書

け。 
(2) (1)のようにひとみの大きさが変化す

ることで，目に入る光の量はどうな

るか。 



(3) ひとみの大きさを変化させるのは図

2のア～エのどこか。 
 
[解答](1) b (2) 多くなる (3) ア 
 
 
[問題](後期中間) 
次の文は，暗い室内から明るい屋外へ

移動したときのひとみの変化について述

べたものである。①～③に当てはまる語

句を，下の[  ]から1つずつ選べ。 
暗い室内から明るい屋外へ移動すると，

ひとみの大きさは( ① )なる。これは，

( ② )がのびて，目に入る光の量を

( ③ )するためである。 
[ 大きく 小さく 多く 少なく 
 まつ毛 虹彩 レンズ ] 



[解答]① 小さく ② 虹彩 ③ 少なく 
 
 
[問題](3学期) 
目に強い光が入ると意識とは無関係に

虹彩が反応し，ひとみの大きさが変化す

る。この反応を何というか。 
 
[解答]瞳孔反射 
 
 



[問題](2学期中間改) 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。③には適語を入れよ。 
暗いところから明るいところに出てく

ると，目のひとみの大きさは①(小さく／

大きく)なる。この反応は②(意識して／

無意識に)起こっている。これは反射の一

種で，特に( ③ )という。瞬時に光の

量を調節することで目の細胞が危険な状

態になることを防いでいる。 
 
[解答]① 小さく ② 無意識に 
③ 瞳孔反射 
 



[目：全般] 
[問題](1学期期末) 
 次の図はヒトの目を表している。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 目，耳，鼻のように，まわりのさま

ざまな刺激を受け取る器官を何とい

うか。 
(2) 光の刺激を受け取るところはどこか。

A～Fの記号から選び，名前も答えよ。 



(3) 次の①，②のはたらきをするところ

をA～Fから選べ。 
  ① 光を屈折させて(2)にピントの 

あった像を結ばせる。 
  ② 光の量を調節する。 
 
[解答](1) 感覚器官 (2) E，網膜 
(3)① A ② C 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図は，目の断面を模式的に表した

ものである。これについて，各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 光を屈折させ，ピントを合わせるは

たらきをするのは，図の A～D のど

の部分か。①記号と②名称を答えよ。 
(2) 外界からの光の量を調整するのは，

図の A～D のどの部分か。記号を答

えよ。 



(3) 外から入った光が像を結ぶのは，図

のA～Dのどの部分か。 ①記号と②

名称を答えよ。 
(4) 目が受け取った光の刺激は，どこへ

伝えられて「見えた」と感じるのか。

その感覚の生じる場所を答えよ。 
 
[解答](1)① B ② 水晶体(レンズ) 
(2) A (3)① D ② 網膜 (4) 脳 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の図は，ヒトの目のつくりを模式的

に示したものである。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図で，ア～オの部分の名称をそれぞ

れ書け。 
(2) エで受け取った刺激は，オを通り，

どこへ伝えられるか. 
(3) 目が刺激を受け取って生じる感覚を

何覚というか。 
 
 



[解答](1)ア 虹彩 イ ひとみ ウ 水晶

体(レンズ) エ 網膜 オ 感覚神経(視神

経) (2) 脳 (3) 視覚 
 
 
[草食動物と肉食動物の目のつきかたの

違い] 
[問題](1学期期末) 
①草食動物，②肉食動物の目のつき方

についてあてはまるものを，次のア～エ

から2つずつ選び，記号で答えよ。 
ア 前向きについている。 
イ 横向きについている。 
ウ 広い範囲を見わたせる。 
エ 距離をつかみやすい。 
 
[解答]① イ，ウ ② ア，エ 



[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
どんな動物でも，片方の目だけでは平面

的にしかものを見ることができない。両

方の目の視野
し や

が重なった範囲が立体的に

見え，遠近感
えんきんかん

をつかむことができる。 
チーターなどの肉食

にくしょく

動物の目は前向き

についているため，前方の範囲が立体的

に見え，遠近感をつかむことができる。 
 



えものを見ながら追いかけるのにつごう

がよい。 
これに対し，シマウマなどの草食

そうしょく

動物の

目は横についており，両目で見える範囲

はせまいが，前方から後方まで広い範囲

が視野にはいるため，敵を早く発見し，

自分の身を守るのに適している。 
 
※この単元はときどき出題される。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，チーターとシマウマの目の

つき方と見える範囲を表したものである。

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) シマウマとチーターでは，どちらが

より広い範囲を見わたすことができ

るか。 
(2) (1)のことは，その動物にとってどん

な点で役に立っているか。 



(3) A の部分は，B の部分と比べると，

見え方でどんなちがいがあるか。「遠

近感」という語句を使って説明せよ。 
 
[解答](1) シマウマ (2) 広い範囲の敵

を発見することができ，自分の身を守る

のに役立っている。 (3) Bの部分とちが

って，A の部分は両目で見えるので，遠

近感をつかむことができる。 
 
 
[問題](2学期中間) 
ヒトの目は草食動物とは異なり，正面

に2つついている。これは，見え方にど

のような利点があるか。簡単に説明せよ。 
 
[解答]遠近感をつかむことができる。 



[耳] 
[問題](1学期中間) 
次の図はヒトの耳のつくりを模式的に

示したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の耳のつくりで，音によって振動

するAのうすい膜を何というか。 
(2) (1)の振動は，耳小骨で増幅されて B

に伝わり，B で音の刺激を信号に変

えて感覚神経を通して脳へ伝える。B
を何というか。 



[解答](1) 鼓膜 (2) うずまき管 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
音が耳に届くと，鼓膜

こ ま く

が振動
しんどう

する。この

振動は耳小骨
じしょうこつ

で増幅
ぞうふく

されて，うずまき管
かん

に伝えられる。うずまき管の中にはリン

パとよばれる液体が入っていて，うずま

き管の中にある音の刺激を受けとる細胞

が，この液体のゆれを音の刺激として受

けとり，そこから，感覚
かんかく

神経
しんけい

を通して信

号を脳へ伝える。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「鼓膜」「うずまき管」である。「耳小骨」

もよく出題される。 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，ヒトの耳のつくりを示して

いる。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のAは，耳が受け入れる刺激をは

じめにとらえる部分である。耳が受

け入れる刺激とは何か。 
(2) 図のAの名称を答えよ。 
(3) Bの部分の名称を答えよ。 
(4) 中が液体で満たされており，受け入

れた刺激を受けとるCの部分の名称

は何か。 



(5) 耳で受けとった刺激を脳に伝える D
の名称を答えよ。 

 
[解答](1) 音 (2) 鼓膜 (3) 耳小骨 
(4) うずまき管 (5) 感覚神経 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の文章中の①～③については図の記

号とその名称を，④についてはあてはま

る語句を答えよ。 
 
 
 
 
 
 
音は空気の振動が伝わってきたもので

ある。空気のふるえが耳の中の( ① )
を振動させ，その振動が( ② )を伝わ

るときに増幅されて( ③ )に伝わる。

(③)で受け取った音の刺激は感覚神経を

経て( ④ )に伝えられて処理され，｢音

が聞こえた｣として知覚される。 



[解答]① a，鼓膜 ② f，耳小骨 
③ b，うずまき管 ④ 脳 
 
 



[問題](2学期中間) 
 次の図は，ヒトの耳のつくりを模式的

に示したものである。 
 
 
 
 
 
 
(1) 耳で演奏を聞いて，音が聞こえると

認識するのはどこか。 
(2) 次のはたらきをする部分は図のどれ

か。記号と名称を答えよ。 
① 音の振動をとらえて振動する。 
② ①から伝わってきた振動を大き 

くして伝える。 
③ 受け取った音の刺激を信号に 

変える。 



[解答](1) 脳 (2)① ア，鼓膜 
② ウ，耳小骨 ③ イ，うずまき管 
 
 
[問題](前期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の A～D を，音の刺激が伝わる順

に並べよ。 
(2) 耳は，顔の左右に 1 つずつあるが，

これはどのようなことに役立ってい

るか。 



(3) ウサギの耳は，危険を察知するとピ

ンと立つが，これはどんなことに役

立つか。 
 
[解答](1) D→A→C→B (2) 音の来る方

向を知ることができること。 (3) 小さ

な音も聞き分けることができること。 
 
 



[その他] 
[問題](2学期期末) 
 次の図は，ヒトの鼻のつくりを示した

ものである。においを感じる部分は，A
～Cのどこか。1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]A 
 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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