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「力のはたらき」について図1～4をみて、次の各問いに答えなさい。

★ （1）

（2）

★ 　　　①　力Ｆのｘ方向の分力の大きさは何Ｎか。

★ 　　　②　力Ｆのｙ方向の分力の大きさは何Ｎか。

★★★ （3）

★★★ （4） 図4のような斜面上の台車にはたらく重力の、斜面方向の分力と斜面に垂直な分力を力の矢印で表せ。

図1の①、②のように、一つの物体を矢印で表される二つの力で引いたときの合力の大きさは何Ｎ
か。

図2のように、点Ｏにはたらく力Ｆをｘ方向とｙ方向の二つの力に分解する。方眼の1目盛りは1Ｎである。
次の①、②の問いに答えよ。

図3のようななめらかな斜面を下りる重さ200ｇの台車にはたらく重力を、矢印を使って表しなさい。た
だし、100ｇを1Nとし1Ｎの力を1ｃｍの矢印で表すものとする。

1.力のはたらき

単元1 運動とエネルギー
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

1

図1① 図1② 図2

図3 図4

① ② ① ②

　　　　　N 　　　　　N 　　　　　N 　　　　　N

（1） （2） （3） （4）

合計日付
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　おもりを用いて引っ張った台車の運動について調べるため、次の（実験）を行った。

（実験）

★★ （1） 記録テープの6打点間隔の時間は何秒か。

★★★ （2） 実験で、おもりが動き始めてから床につくまでの落下距離は約何ｃｍか。

ア　42.5ｃｍ　　　イ　52.5ｃｍ　　　ウ　62.5　ｃｍ　　　エ　72.5ｃｍ

★★★★ （3）

　　　ア　重力だけがはたらいている。

　　　イ　運動している方向への力だけがはたらいている。

　　　ウ　運動している方向への力と重力がはたらいてつりあっている。

　　　エ　重力と垂直抵抗がはたらいてつりあっている。

　　　オ　運動している方向への力と垂直抗力がはたらいてつりあっている。

★★★ （4） 実験で、台車が動きはじめて0.1秒後から0.4秒後までの平均の速さは何ｃｍ/秒か。

★★★ （5）

　　ア　おもりにはたらく力は、おもりにはたらく重力だけである。　　

　　イ　おもりにはたらく力は、糸がおもりを引く力だけである。

実験で、おもりが床について静止した後、台車はどのような運動をしたか。その名前を書け。また、この
運動をしているとき、台車にはたらく力を表しているものはどれか。最も適当なものを次のア～オから選
んで、その記号を書け。

　図1のように、水平な机の点Ｐに置いた台車に、軽くて伸び縮みしない糸をつけ、水平にして滑車にか
けて、糸のもう一方の端におもりをつるした。
　1秒間に60打点を打つ記録タイマーに通した紙テープを台車にはりつけたのち、記録タイマーのスイッ
チを入れて、台車を支えていた手を静かにはなすと、台車とおもりは同時に動き始めた。
　おもりは、台車を支えていた手をはなしてから0.6秒後に床につき、その後も台車は机の上を右向きに
同じ速さで動き続け、車止めに達した。図2は、このときの運動を記録した紙テープを6打点ごとに切り、
左から時間の経過順に並べて紙にはったものの一部（記録された打点は省略）である。ただし、（実験）
においては、台車や滑車にはたらく摩擦力や空気の抵抗は無視できるものとする。

図1のように、手で台車を支えて台車とおもりを静止させていたときの、おもりにはたらく力について説
明した文として最も適当なものを、次のアからオまでの中から選んで、その記号を書きなさい。

　　ウ　おもりにはたらく力は、おもりにはたらく重力と糸がおもりを引く力であり、この二つの力の大き
　　　　さは等しい。

　　エ　おもりにはたらく力は、おもりにはたらく重力と糸がおもりを引く力であり、おもりにはたらく重力
　　　　は糸がおもりを引く力より大きい。

　　オ　おもりにはたらく力は、おもりにはたらく重力と糸がおもりを引く力であり、おもりにはたらく重力
　　　　は糸がおもりを引く力より小さい。

2.物体の運動

単元1 運動とエネルギー 目標時間

40分

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

1

合計日付

図2
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★★ （6）

★★★ （7）

★★★★ （8）

★★★ （9）

★★ （10）

　　ア　バスが急ブレーキをかけたとき、乗客が進行方向によろけた。

　　イ　ローラースケートに乗った人が壁を押すと、人が後ろに動いた。

　　ウ　水を勢いよくふき出しながら、水ロケットが発射台から飛び出した。

　　エ　ウォータースライダーのボートが、速度を上げながら斜面をすべり下りた。

この台車が動き始めてからの、時間と速さの関係を表すグラフの形はア～エのどれか、記号で選び1
つ答えよ。

図2の紙テープＡの長さは7.5ｃｍである。紙テープＡによって記録された区間での台車の平均の速さは
何ｃｍ/秒か、求めなさい。

　実験で台車にはたらいている力のうち、運動の向きにはたらいている力の大きさは、台車が動き出し
てから、どのように変化するか。横軸に台車が動き出してから車止めに達するまでの時間（秒）を、縦軸
に運動の向きにはたらいている力の大きさをとり、その関係を表すグラフとして最も適当なものを、次の
アからカまでの中から選んで、その記号を書きなさい。

糸につるすおもりの質量を2倍にして、（実験）と同じことを行ったところ、おもりが床につくまでの時間が
0.6秒より短くなった。このときの運動を記録した紙テープを6打点ごとに切り、左から時間の経過順に並
べて紙にはったものの一部として最も適当なものを、次のアからカまでの中から選んで、その記号を書
きなさい。

次のア～エのうち、慣性の法則と最も関係の深い現象はどれですか、一つ選び、その記号を書きなさ
い。

記号

（5） （7） （8） （9） （10）

（4）

　　　　　　　　ｃｍ/秒

（6）

　　　　　　　　ｃｍ/秒

（1）

　　　　　　　　秒

（2）

　　　　　　　　ｃｍ

名前
（3）

小計
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（方法）

（実験Ⅰ）

　台を水平にして、ドライアイスを上記の方法で滑らせたところ、図のような結果が得られた。

（実験Ⅱ）

　実験Ⅰについて、次の各問いに答えなさい。

★★ （1）

★ （2） このような運動を何というか、書きなさい。

★★★ （3） 手が離れたときから3秒間でドライアイスが進む距離を求めなさい。

実験Ⅱについて、次の各問いに答えなさい。

★★★ （4）

★★★★ （5）

　　　　ア　運動の向きと同じ

　　　　イ　運動の向きと逆。　　

　　　　ウ　小さくなっていった。

　　　　エ　一定の大きさのままであった。

　　　　オ　大きくなっていった。

手が離れたときからのコマ数とドライアイスの移動距離との関
係を、右のグラフで表しなさい。

9コマ目から12コマ目までの間におけるドライアイスの平均の速さ
を求めなさい。

手が離れたときから15コマ目までの間で、ドライアイスにはらたく斜
面にそった力について、その向きと大きさはどのようであったか、次
のア～オからそれぞれ1つ選び、その記号を書きなさい。また、そう
判断した理由を書きなさい。

　台を一定の傾斜の斜面にして、ドライアイスを上記の方法で滑らせ、手が離れたときから
の移動距離をはかったところ、表のような結果が得られた。

　物体の運動のようすを調べるために、次の方法で実験を行った。これらをもとに、以下の各問いに答
えさい。ただし、空気の抵抗や摩擦（まさつ）は考えないものとする。

　目盛りのついた台の上で、ドライアイスを手でぽんと押して滑らせ、1秒間に30コマ撮影できるビデオ
カメラを用いて撮影する。次に、その録画映像をホワイトボードに移して、ドライアイスから手が離れたと
きから、3コマごとの位置をコマ送りしてかき写す。

コマ数（コマ） 3 6 9 12 15

移動距離（ｃｍ） 4.4 8.0 10.8 12.8 14.0

2

向き 大きさ

（3）

　　　　　　　　ｃｍ

（4）

　　　　　　　　ｃｍ/秒

（5）

（1） （2）

理由

小計
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★★★ （1） 物体にはたらく重力の大きさは何Ｎか。

★★★ （2） 物体が持ち上げられたとき、この物体がされた仕事の大きさは何Ｊか。

★★★ （3） このとき、点Ｐを何ｍ押し下げたか。

★★★ （4） （2）の仕事を5秒間行った。このときの仕事率を単位を含めて答えよ。

★★★ （5）

　　　ア　仕事の大きさはAよりもBの方が大きい。

　　　イ　仕事の大きさはAよりもBの方が小さい。

　　　ウ　仕事の大きさはAもBも同じである。

同じ物体を直接手に持ち、Ａ0.6ｍ持ち上げたときの仕事の大きさとＢ図のようにてこを使った仕事の大
きさはどのような関係か。次のア～ウから正しいものを1つ選び、記号を答えよ。

　図のように、点Ｐに40Ｎの力を加え、10ｋｇの物体を0.6ｍ持ち上げた。100ｇに物体にはたらく重力の
大きさを1Ｎとして、次の各問いに答えよ。ただし、てこの重さは考えない。

3.仕事とエネルギー

単元1 運動とエネルギー 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

（5）（4）

　　　　　　　　W

（1） （2）

　　　　　　　　N 　　　　　　　　J

（3）

　　　　　　　　ｍ

合計日付

小計
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(実験1)

(実験2)

★★★★ （1）

　　　ア　大きくなる　　　　　　イ　小さくなる　　　　　　　ウ　変わらない

★★★ （2）

　　　ア　大きくなる　　　　　　イ　小さくなる　　　　　　　ウ　変わらない

★★★★ （3） Ｃ地点での運動エネルギーはいくらか。単位をふくめて答えよ。

★★★★ （4）

　　　ア　大きくなる　　　　　　イ　小さくなる　　　　　　　ウ　変わらない

★★★★ （5）

★★★ （6）

　　ア　5ｃｍ　　　　イ　10ｃｍ　　　　ウ　15ｃｍ　　　　エ　20ｃｍ

糸Ａがくぎにぶつかった後、鉄球は、どの高さまで振れたか、最高点の高さをア～エから選びなさい。
ただし、おもりや糸にはたらくまさつ力や空気の抵抗はないものとする。

振り子について次の実験1と実験2を行った。

質量が200ｇの物体を天井から糸でつるし、Ａ地点から静かに手をはなしたところ図のようにＢ地点を
通過した後、Ｃ地点で折り返し、往復運動をした。実験1のようすは図1に示した。

 図2のように、点Ｏの真下で、基準面より15ｃｍ高い位置にくぎを固定し、点Ｏに固定した糸Ａに300ｇの
鉄球をとりつけた。さらに、糸Ａがたるまないように糸Ｂを引き、基準面より10ｃｍ高い位置で鉄球を静
止させた後、静かに糸Ｂをはなした。

物体を質量が400ｇのものに変えて、同じ運動をさせると、①Ｂ地点での物体の速さは、200ｇのときと
比べてどうなるか。また、②Ｃ地点での高さはＡ地点と比べてどうなるか。最も適当なものを下のア～
ウからそれぞれ1つずつ選び、記号で答えよ。

物体をＡ地点から糸がたるまないようにさらに持ち上げて静かに手をはなすと、①Ｂ地点での物体の速
さはどうなるか。また、②Ｃ地点での高さはＡ地点と比べてどうなるか。最も適当なものを下のア～ウか
らそれぞれ1つずつ選び、記号で答えよ。

Ａ地点での力学的エネルギーと比べて、Ｂ地点での運動エネルギーはどうなるか。最も適当なものを
下のア～ウから1つ選び、記号で答えよ。

実際には空気の抵抗により、力学的エネルギーは保存されない。この場合、力学的エネルギーは何に
変わるか。

2

図1 図2

小計

（4）

① ② ① ②

（6）

（1） （2） （3）

（5）

　　　　　　　　J
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(実験1)

(実験2)

（1） 実験1について、次の①、②の問いに答えなさい。

★★★★★ 　①　動滑車の質量は何ｇか、求めなさい。

★★★

（2） 実験2について、次の①、②の問いに答えなさい。

★★

★★★★ 　②　物体をゆっくりと引き上げているとき、ばねばかりが示す値は何Ｎか、求めなさい。

★★ （3）

　　　定滑車を用いると、物体を持ち上げる力の（　①　）を変えることができる。

　　　動滑車を用いると、物体を持ち上げる力の（　②　）を変えることができる。

　斜面や滑車などの道具を使ったときの仕事について調べるために、水平な床の上に置いた装置を用
いて、次の実験1、2を行った。この実験に関して、あとの問いに答えなさい。ただし、質量100ｇの物体
にはたらく重力を1Ｎとし、ひもと動滑車の間および斜面と物体の間には、摩擦力ははたらないものとす
る。また、ひもの質量は無視できるものとする。

　図2のように、斜面の上で質量200ｇの物体にばねばかりをつなぎ、斜面に沿ってゆっくりと80ｃｍ引き
上げた。このとき、物体はもとの位置より32ｃｍ高い位置にあった。

　②　物体を20ｃｍ引き上げるとき、物体と動滑車を引き上げる力がする仕事は何Ｊか、求めなさい。

物体を持ち上げるときに、定滑車や動滑車を用いて持ち上げることの利点について述べた文の
（　①　）、（　②　）に当てはまる言葉を答えよ。

　①　物体をゆっくりと引き上げているとき、物体にはたらく重力の向きを表した矢印として、最も適当な
　　　ものを、次のア～エから一つ選び、その記号を書きなさい。

　図1のように、動滑車を使い、質量200ｇの物体を床面から真上に、ゆっくりと20ｃｍ引き上
げた。このとき、ばねばかりが示した値は1.2Ｎであった。

3

　　　　　　　　　

①

　　　　　　　　　ｇ

②

　　　　　　　　　J

（1） （2）
① ②

　　　　　　　　　N

（3）
① ②

小計
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　木片と小球を用いて、次の実験1、2を行った。各問いに答えよ。

(実験1)　

(実験2)

★★★ （1）

★★ （2）

　　　ア　小球を置く高さが低いほど大きくなる。

　　　イ　小球を置く高さが高いほど大きくなる。

　　　ウ　小球を置く高さに関係なく一定である。

★★★ （3）

　　　ア　木片の質量　　　　　　イ　木片にはたらく重力　　　　　　ウ　木片にはたらくまさつ力

★★★ （4）

★★★★ （5）
下の図は火力発電のしくみを表したものである。火力発電においてエネルギーはどのように移り変わ
るか。次の①、②にあてはまる語をそれぞれ書きなさい。

実験1で、レールＡの上に置かれた木片に衝突する直前の、小球がもつ運動エネルギーの大きさにつ
いて述べた次のア～ウのうち正しいと考えられるものを1つ選び、その記号を書け。

実験2で、ばねはかりの値は何を測定したものか。次のア～ウのうち、適切なものを1つ選び、その記号
を書け。

実験2で、木片の先端が線ｍを通過してから線ｎに達するまで木片を30ｃｍ移動させたとき、手が木片
にした仕事の量はいくらか。その値を書け。また、仕事率はいくらか。その値を書け。

実験1で、小球を置いた高さと木片の移動距離との関係を、解答欄
のグラフで表せ。また、そのグラフから、小球を置いた高さが50ｃｍ
のときの木片の移動距離は何ｃｍになると考えられるか。その値を
書け。

　水平な台の上に置いたレールＡにレールＢをなめらかにつない
で、図1のような装置をつくった。質量200ｇの小球をレールＢ上の、
レールＡからの高さが10ｃｍになる位置に置き、静かに手を離して、
レールＡの上に図2のように置かれた木片に小球を衝突させたとこ
ろ、木片は、レールの下にしかれた紙に接した状態で移動し、やがて
静止した。この実験を、小球を置く高さを20ｃｍ、30ｃｍ、40ｃｍに変
えて行い、木片の移動距離を測定した。表1はその結果をまとめたも
のである。

　図3のように、実験1で用いた木片をばねばかりにつなぎ、レールＡ
の上に置き、レールの下にしかれた紙に30ｃｍの間隔で2本の平行
な線ｍ、ｎを書き入れた。手でばねばかりを引くと木片はレールの下
にしかれた紙に接した状態でゆっくりと動き出した。木片はレールの
下にしかれた紙に接した状態でゆっくりと動き出した。木片が動き出
した後、指針が一定になるようにばねばかりを引きながら、木片の先
端が線ｍを通過してから線ｎに達するまでの時間を測定し、この間
のばねばかりの示す値を読み取った。

表1

小球を置いた高さ（ｃｍ） 10 20 30 40

木片の移動距離（ｃｍ） 7.5 15 22.5 30

表2

時間（秒） 8

ばねばかりの値（Ｎ） 0.8

4

化学エネルギー → （ ① ）エネルギー → （ ② ）エネルギー → 電気エネルギー

（2） （3）

②

（1） （4）
グラフ 移動距離 仕事の量 仕事率

　　　　　　　　ｃｍ 　　　　　　　　　　J　　　　　　　　　　　　　　　　W　　　　　　　　

（5）
①

小計

図2

図1
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