
【FdData中間期末：中学理科2年】 
 [反射] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[反射の伝達経路] 
[問題](前期中間改) 
 
 
 
 
 
「熱いヤカンに手がふれ，おもわず手を

引いた」という場合，図のように，感覚

器官(皮膚)→感覚神経→せきずい→運動

神経→筋肉 の順で信号が伝わる。脳に

伝わる前にせきずいが「手を引っ込めろ」
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という命令を筋肉に出すので，熱いとい

う意識が生まれる前に手を引っ込めると

いう無意識の運動がおこる。このような

反応を何というか。 
 
[解答]反射 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
「手でさわるとやかんが冷たかったので，

コンロのスイッチを入れた」という通常



の反応は，感覚
かんかく

器官
き か ん

(皮膚
ひ ふ

)→感覚
かんかく

神経
しんけい

→
せきずい→脳→せきずい→運動

うんどう

神経
しんけい

→
筋肉
きんにく

という順で信号が伝わる。 
これに対し，「熱いヤカンに手がふれ，お

もわず手を引いた」という場合は，感覚

器官(皮膚)→感覚神経→せきずい→運動

神経→筋肉 の順で信号が伝わる。 
この場合，脳ではなく，せきずいが「手

を引っ込めろ」という命令を筋肉に出す。

せきずい→運動神経→筋肉と信号が伝わ

る時間は，せきずい→脳と信号が伝わる

時間より短いため，熱いという意識が生

まれる前に手を引っ込めるという無意識
む い し き

の運動がおこる。このような反応を反射
はんしゃ

という。通常の反応とくらべて，刺激→

反応の時間が非常に短いので，反射は危

険から身を守るのに役立っている。 



※この単元で特に出題頻度が高いのは

「反射」という語句を問う問題と，「反射

の伝達経路(「A→E→F」など)」を図か

ら選ばせる問題である。また，「通常の反

応の伝達経路」を図から選ばせる問題も

よく出題される。「せきずいが命令を出

す」「危険から身を守るのに役立ってい

る」もしばしば出題される。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 熱いものにさわり，思わず手を引っ

込めるなど，刺激に対して無意識に

起こる反応を何というか。 
(2) (1)の反応が起こるとき，反応の命令

を下しているところを次の[  ]か
ら1つ選べ。 

  [ 脳 せきずい 感覚神経 
 運動神経 ] 

 
[解答](1) 反射 (2) せきずい 
 
 



[問題](1学期中間) 
次の図は，ヒトの神経系を模式的に表

している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図中の B の(  )にあてはまる名称

をかけ。 
(2) b の神経は末しょう神経の 1 つであ

るが，反応を起こす筋肉に向かって

いるので何神経とよばれるか。 



(3) 熱いものにふれ，思わず手を引っ込

めた。このときの反応が起こる道筋

を次のア～ウより選べ。 
ア C→B→D 
イ D→B→C 
ウ C→B→A→B→D 

(4) (3)のような反応のしかたを何とい

うか。 
 
[解答](1) せきずい (2) 運動神経 
(3) ア (4) 反射 
 



[問題](2学期期末) 
熱いコンロに手がふれて，思わず手を

引っこめた。これについて次の各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 下線部のような反応を何というか。 
(2) (1)の反応について，刺激を受けてか

ら反応が起こるまでに，信号はどの

ような経路で伝わるか。次のア～カ

から選べ。 



ア 皮膚→A→B→脳→C→E→筋肉 
イ 皮膚→E→D→A→筋肉 
ウ 皮膚→E→C→脳→B→A→筋肉 
エ 皮膚→脳→C→E→筋肉 
オ 皮膚→A→B→脳→B→E→筋肉 
カ 皮膚→A→D→E→筋肉 

(3) 手でさわるとやかんが冷たかったの

で，コンロのスイッチを入れた。こ

のときの反応の経路を，(2)のア～カ

から選べ。 
 
[解答](1) 反射 (2) カ (3) ア 
 
 



[問題](後期中間) 
 次の図はヒトの刺激に対する反応のし

くみを表したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のBにあてはまる語を入れよ。 
(2) 脳や B をふくむ神経系を何というか。 
(3) 図でB からC へ信号を伝える神経b

の名前を答えよ。 
(4) 「暑いので，窓を開けた」という反

応の場合の信号が伝わる経路を図の

A～D，a～bの記号と矢印で表せ。 



(5) 「熱いアイロンに手がふれて，思わ

ず手を引っ込めた」という反応を何

というか。 
(6) (5)の反応がおこる経路を図のA～D，

a～bの記号と矢印で表せ。 
(7) (5)の反応で「熱い」と感じるのはい

つか。最も適するものを次のア～ウ

から lつ選べ。 
ア 手が熱いものにふれた瞬間 
イ 手を引っこめる前 
ウ 手を引っこめた後 

(8) (5)のような反応は，ヒトが生きてい

くうえでどのようなことに役立って

いるか。「危険」という語句を使って

簡単に説明せよ。 
 
 



[解答](1) せきずい (2) 中枢神経 
(3) 運動神経 
(4) A→a→B→D→B→b→C (5) 反射 

(6) A→a→B→b→C (7) ウ (8) 危険

から身を守ること。 
[解説] 
(7) せきずい→運動神経→筋肉と信号が

伝わる時間は，せきずい→脳と信号が伝

わる時間より短いため，熱いという意識

が生まれる前に手を引っ込める反射が起

こる。すなわち，手を引っ込める反射が

起こった後に，「熱い」と感じる。 
 
 



[問題](後期中間) 
図1は落ちてくる定規をつかむようす

を，図2は，熱いヤカンにふれて思わず

手を引っ込めたようすを表している。次

の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図 1 と図2 は，何という器官からの

刺激に対する反応を表しているか。

器官の名前をそれぞれ答えよ。 
(2) (1)のように，まわりのさまざまな状

態を刺激として受けとる器官を何と

いうか。 



(3) 図1と図2での刺激に対する反応は，

それぞれどこで決められて信号が出

されるか。 
(4) 意識と関係なく起こる反応は，図 1

と図2のどちらか。 
(5) (4)のように，刺激に対して意識とは

関係なく起こる反応を何というか。 
(6) (5)の反応は，図1のような反応に比

べて刺激を受けてから反応するまで

の時間が短い。その理由を「脳」「せ

きずい」という語句を使って簡潔に

説明せよ。 
 
[解答](1)図1：目 図2：皮膚 (2) 感覚

器官 (3)図1：脳 図2：せきずい 
(4) 図 2 (5) 反射 (6) 脳を通さずにせ

きずいで命令を下すから。 



[反射の例] 
[問題](後期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 熱いヤカンにふれて思わず手を引っ

込めたという無意識に起こる反応を

何というか。 
(2) (1)の反応を，次の a～e からすべて

選び，その記号を書け。 
a 部屋の温度が上がったので上着

を脱いだ。 
b ひざ頭の下を軽くたたくと，足が

上がった。 
c 顔に向かってボールが飛んでき

たので，思わず目を閉じた。 
d 動物のおもしろいしぐさに，思わ

ず笑った。 
e 暗いところから明るいところに

出たらひとみが小さくなった。 



[解答](1) 反射 (2) b，c，e 
[解説] 
反射の例としては， 
・熱いものに手をふれて思わず手を引っ

込めた。 
・目の前にボールが飛んできたので，思

わず目を閉じた。 
・食べ物を口に入れると，無意識

む い し き

にだ液

が出た。 
・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が小さくな

った。 
・ひざがしらの下を軽くたたくと，足が

上がった。 
などがある。 
※この単元で出題頻度が高いのは「次か

ら反射の例を選べ」である。 



[問題](後期中間) 
無意識に起こる反応として当てはまる

ものを，次のア～ケからすべて選び，そ

の記号を書け。 
ア おいしそうなお菓子を見つけたので，

ついつまみ食いをした。 
イ 名前を呼ばれたので，手をあげて大

きな声で返事をした。 
ウ 蚊に刺されたところがかゆくなった

ので，手でかいた。 
エ 光の強さによって，ひとみの大きさ

が変化した。 
オ 映画の感動的なラストシーンで，思

わず涙が出た。 
カ 食物を口の中に入れると，だ液が出

た。 
 



キ サッカーボールが目の前に急に飛ん

できたので，思わず目を閉じた。 
ク 暑かったので，エアコンをつけた。 
ケ 野球ボールが飛んできたので，キャ

ッチして投げかえした。 
 
[解答]エ，カ，キ 
 
 



[反射全般] 
[問題](2学期中間) 
次の図はヒトの神経系のつくりを示し

たものである。これについて，各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の感覚器官からの信号を伝える A

と，筋肉への信号を伝えるEをそれ

ぞれ何というか。 
(2) 背骨の中にあるFを何というか。 



(3) 熱いものにふれると，思わず手を引

っ込めることがある。刺激を感覚器

官で受け取ってから，行動するまで

の信号の伝わり方を A～E の記号で

表せ。 
(4) (3)のような行動を何というか。 
(5) 次のア～エの中で，(4)にあてはまる

行動をすべて選べ。 
ア 食べ物を口に入れるとだ液が出

た。 
イ 汗をかいたので，タオルで汗を

ふいた。 
ウ のどがかわいたので，水を飲ん

だ。 
エ 急にボールが飛んできたので，

目をつぶった。 
 



[解答](1)A 感覚神経 E 運動神経 
(2) せきずい (3) A→F→E (4) 反射 

(5) ア，エ 
 



[問題](1学期中間) 
 次の図は，ヒトの神経系を模式的に示

したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図で，①感覚神経，②運動神経はど

れか。A～Eからそれぞれ選べ。 
(2) 熱いものにうっかりさわったとき，

熱いと感じる前に手を引っこめる。

このように，無意識に起こる反応を

何というか。 



(3) (2)の反応はどのようにして起こるか。

図中の記号を使って，「A→B→C･･･」
のように書け。 

(4) (2)の反応を，次のア～エから 2 つ選

べ。 
ア 信号が青に変わったのを見て歩

き始めた。 
イ 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

さが小さくなった。 
ウ 目の前にボールが飛んできたの

で，思わず目を閉じた。 
エ 投げられたボールの方向を見て

走り出した。 
(5) (2)の反応が起こることは，生物にと

ってどのようなことに役立っている

か。 
 



[解答](1)① D ② E (2) 反射 
(3) D→C→E (4) イ，ウ (5) 危険から

身を守ること。 
 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，ヒトが刺激に対して反応す

るしくみを表している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のa，eの神経をそれぞれ何という

か。 
(2) a，eの神経は，全身にいきわたって

いる。このような神経(a と e をまと

めて)を何というか。 



(3) 刺激に対する反応の経路は 2 つある。

「熱いものに手をふれると，思わず

手を引っこめる」という無意識にお

こる反応は，ア，イのどちらか。 
ア a→b→d→e  イ a→c→e 

(4) 「熱いものに手をふれると，思わず

手を引っ込める」という反応を何と

いうか。 
(5) (4)と同じ種類の反応を次のア～エか

らすべて選べ。 
ア 赤信号になったので，急いで自

転車のブレーキをかけた。 
イ 食べ物を口に入れると，だ液が

出てきた。 
ウ ひざがしらの下を軽くたたくと，

足が上がった。 
 



エ 横に立てかけてあった太い竹の

棒が突然倒れてきたので，サッ

ととびのいた。 
(6) (4)の反応で，筋肉に命令を出すのは

どこか。名称を答えよ。 
(7) (4)は，体のはたらきを調節すること

のほかに，どのようなことに役立っ

ているか。 
 
[解答](1)a 感覚神経 e 運動神経 
(2) 末しょう神経 (3) イ (4) 反射 

(5) イ，ウ (6) せきずい (7) 危険から

身を守ること。 
 
 



【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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