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★★ （1） 電流計の＋端子はa、ｂのどちらですか。記号で答えなさい。

★★ （2） 電圧計の＋端子はｃ、ｄのどちらですか。記号で答えなさい。

★★★ （3） 抵抗Ｂは、何Ωになりますか。数値を答えなさい。

★★★ （4） 抵抗Ａの両端の電圧は何Ｖになりますか。数値を答えなさい。

★★★ （5） 抵抗Ａで消費する電力は何Ｗになりますか。数値を答えなさい。

★★★ （6） 抵抗Ａと抵抗Ｂで消費する電力の比はどうなりますか。数値を答えなさい。

★★★★ （7）

図1のような回路があります。スイッチを入れると、電源の電圧は12Ｖ、電流計は800ｍＡ、電圧計は4
Ｖを示しました。下の各問いに答えなさい。

電源の電圧が24Ｖになったとすると、抵抗Ｂで消費する電力は、12Ｖのときの何倍になりますか。数
値を答えなさい。

目標時間

50分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1.電流と回路

単元3 電流とその利用
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★★★★ （1） スイッチＳ1だけ閉じたとき、電流計は何Ａを示すか。

★★★ （2） スイッチＳ1、Ｓ2の両方を閉じたとき、電流計は何Ａを示すか。

★★★ （3） スイッチＳ1、Ｓ2の両方を閉じたとき、Ｒ3を流れる電流は何Ａになるか。

★★★ （4） Ｒ3の抵抗の大きさは何Ωか。

★★★ （5） スイッチＳ1、Ｓ2の両方を閉じたとき、図1の回路全体の抵抗の大きさは何Ωか。

★★★ （6） スイッチＳ1、Ｓ2の両方を閉じたとき、Ｒ1での消費電力は何Ｗになるか。

★★★★ （7）

　図2の回路で、抵抗Ｒ1は30Ω、Ｒ2は30Ω、Ｒ3は抵抗の大きさが未知の抵抗である。電源の電圧は
24Ｖで、スイッチＳ1とＳ2の両方を閉じたとき、電圧計は15Ｖを示した。次の各問いに答えよ。

スイッチＳ1、Ｓ2の両方を閉じて、40秒間電流を流したときのＲ2とＲ3のあわせた消費電力量は何Ｊか。
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★★★ （1） 電気ポットの電熱線の抵抗の大きさは何Ωか。

★★★ （2） 2分後に水が得た熱量は何calか。

★★★ （3） 2分間に電気ポットの電熱線は、何Ｊ発熱したか。

★★★★ （4）

★★★ （5） この電気ポットに入れた水を沸騰させるには、何分かかるか。

★★★★★（6）

★★★ （1）

★★★★ （2）

　電気とそのエネルギーに関する（1）～（2）の問いに答えなさい。図
1は、Ｓさんの家庭に届いた電気料金明細書の一部である。

一般の家庭で使う電流は、電流の流れる向きや強さが周期的に変
化する。この電流は何とよばれるか。その名称を書きなさい。

図1のあから、Ｓさんの家庭で使用することができる電流の最大の
値は30Ａであることが分かる。いくつかの電気器具を同時に用いた
とき、流れる電流の合計がこの値をこえると、ブレーカーのはたらき
によって、電流が遮断される。

Ｓさんの家庭で、下表の①～⑧の電気器具を、①から番号順に電源
を入れ、同時に使用していくとき、流れる電流の合計が30Ａをこえ
て、電源が遮断されるのは、どの電気器具に電源を入れたときか。
表の①～⑧の中から1つ選んで、番号で答えなさい。ただし、電気器
具にはすべて100Ｖの電圧が加わり、表示された電力で使用された
ものとする。

この電気ポットを80Ｖの電源に接続したとき、中の水を沸騰させるためには、何分かかるか。ただし、熱
効率は同じものとする。

　「100Ｖ、500Ｗ」と表示のある電気ポットに20℃の水を2000ｇ入れ、家庭用の100Ｖのコンセントにつ
ないで、水の上昇を調べた。下の表は、コンセントにつないでからの時間と表示された水温を表したも
のである。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、水1ｇの温度を1℃上昇させるのに必要な熱
量を1calとし、1cal＝4.2Ｊとする。

この電気ポットの熱効率（実際の発熱量に対して、水温上昇に使われた熱量の割合）は、何％か。

3

時間　（分） 0 2 4 6 8 10
水温　（℃） 20 25 30 35 40 45

4

電気器具 表示された電力

① 冷蔵庫 100Ｖ－200Ｗ

② テレビ 100Ｖ－150Ｗ

③ 扇風機 100Ｖ－60Ｗ

④ エアコン 100Ｖ－1000Ｗ

⑤ 洗濯機 100Ｖ－500Ｗ

⑥ 電気ポット 100Ｖ－900Ｗ

⑦ トースター 100Ｖ－1000Ｗ

⑧ ドライヤー 100Ｖ－1200Ｗ

（1）
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（実験）

　②　図2のように、別のストローの先をティッシュペーパーでこすった。

　③　ＢをＡに近づけた。

　④　②で使ったティッシュペーパーのこすった部分をＡに近づけた。

（結果）

　・実験の③では、ＡはＢから離れていった。

　・実験の④では、Ａはティッシュペーパーに近づいた。

（まとめ）

★★★ （1） まとめの（　ア　）～（　ウ　）に、＋、－のいずれかを入れなさい。

★★★★ （2）

★★ （3）

　　ア　電熱線に電流を流すと、電熱線が赤くなり発熱した。

　　イ　電磁石に電流を流すと、電磁石にクリップがくっついた。

　　ウ　プラスチック板を化学繊維の布で磨いてネオン管に近づけると、ネオン管は点灯した。

　　エ　発行ダイオードにつないだ太陽電池に光を当てると、発行ダイオードは点灯した。

★★ （4）

　このような結果になったのは、こすることによって、ティッシュペー
パーの中にある（　ア　）の電気がストローに移動し、ストローが（　イ
）の電気を、ティッシュペーパーが（　ウ　）の電気を帯びたからであ
る。

ボールペンの軸をポリエチレンの袋でこすり、図1のＡに近づけると、Ａはボールペンの軸に近づけた。
次に、図2のストローを、軽く回転できるように組み立て、再びＢをティッシュペーパーでこすり、図3のよ
うに、ポリエチレンの袋でこすったボールペンの軸をＢに近づけた。このとき、Ｂはどうなるか。簡潔に
書きなさい。

この実験で、ストローとティッシュペーパーに生じる電気は静電気である。静電気のはたらきによる現象
として正しいものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

私たちの身のまわりには、静電気によって起こる放電という現象がある。その放電の例を1つ答えなさ
い。

　静電気の性質について、麻衣さんたちは次のような実験を行い、結果のようになった理由を下のよう
にまとめた。あとの問いに答えなさい。

　①　図1のように、ストローが軽く回転できるように組み立て、スト
　　ローの先Ａをティッシュペーパーでこすった。

目標時間

15分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

2.静電気と電子

単元3 電流とその利用
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次の問題の（1）～（6）の各問いに答えなさい。

★★★ （1）

★★★ （2）

★★ （3）

★★★ （4）

★★★★ （5） 　導線を磁針の上に置くと、磁針のＮ極は、ア、イどちらに動くか。

　まっすぐな導線に電流を流したところ、方位磁石が右の図のように
示した。電流は、どちらの向きに流れていますか。

　右の図のように、コイルを厚紙に垂直に取りつけ、コイルの中に磁
針を置いて電流を流しました。このとき磁針が指す向きを、次のア～
エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、磁針は赤色
の方がＮ極を指すものとします。

　地球の磁界について述べた次の文の（　①　）、（　②　）に入る語の組み合わせとして適切なものはど
れか、次のア～エから一つ選び、その番号を書きなさい。

　現在地球上では、地球の北極付近が（　①　）になっているため、方位磁針の（　②　）が北を指す。

Ｎ極付近での磁界のようすを、磁力線で正しく表したものは次のうち
どれか。次のア～エから選び、記号で答えよ。

　　　　　　　　　ア　①Ｎ極　　②Ｎ極　　　イ　①Ｎ極　　②Ｓ極
　　　　　　　　　ウ　①Ｓ極　　②Ｎ極　　　エ　①Ｓ極　　②Ｓ極

目標時間

30分

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

3.電流と磁界

単元3 電流とその利用

1
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【実験1】

【実験2】

★★ （1）

★★★ （2）

★★★ （3）

★★ （4）

★ （5）

★★★★ （6）

★★★★ （7）

★★★ （8）
コイルを流れる電流が磁界から受ける力を利用して、コイルが連続的に回転するように工夫された装置
を何というか、その名称を書きなさい。

図2と同じ実験装置を用いて、コイルが動く向きを逆にするにはどのようにすればよいか、「コイル」とい
う言葉を使って簡単に書きなさい。ただし、スタンドとＵ字形磁石は動かさないものとする。

この装置を用いた実験で、コイルに流れる電流を強くすると、コイルに流れる電流が磁界から受ける力
の大きさはどうなりますか。簡潔に書きなさい。

次のア～エの中に、コイルに働く力の向きが、この装置を用いた実験とは逆になる実験の装置を示した
ものがあります。それはどれですか。その記号をすべて書きなさい

　図1のように手でコイルを固定して、棒磁石を矢印の方向に動かす
実験を行ったところ、検流計の針が左側にふれた。

　図2は、電流が磁界から受ける力を調べる装置を示したものです。

実験1のように、コイルの中の磁界が変化すると、コイルに電流が流
れる。この現象を何というか。漢字で答えよ。

実験1で、検流計の針を大きく振らせるためにはどのようにすれば
よいか。その方法を簡単に説明せよ。ただし、実験装置は変えない
ものとする。

実験1の検流計の場合と、同じ向きに針はふれるものを、次のア～
オからすべて選んで記号を答えなさい。

実験2で用いた抵抗器と同じ抵抗器を用いて、ＰＱ間が
次のア～ウのつなぎ方になる回路をつくった。それぞれ
の回路に電流を流すと、コイルの動き方の大きさに違い
が見られた。コイルの動き方が大きい順に並べるとどう
なるか。ア～ウの記号を左から並べて書きなさい。ただ
し、ＰＱ間の電圧は、すべて等しいものとする。
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