
① 光源から出た光はまわりに広がり, その一部がわたしたちの目に
（　　　　）入って, 光源が見える。 
② 消しゴムや鉛筆など自ら光を出さないので, 光源ではない。それでも
目に見えるのは, 光源から出た光が物体の表面で（　　　　）し, その光
が目に入るからである。

日付　　　月　　　日

１光の性質

Step 
１

光の進み方

・太陽や電灯のようにみずから光を出すもの。 

光は, 入射角と反射角は（　　　　）大き
さになるように反射する。

・ 光がまっすぐ進むこと。

Step 
２

光の反射

・光が物体にあたり, 跳ね返ること。 

・ 光がまっすぐ進むこと。

(           ) (           ) 鏡で反射した光の進み方

入射角 反射角(          )
・でこぼこした面では, 光はい
ろいろな方向に反射すること。

・鏡にうつっている物体。 

『ものが見える仕組み』
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(             ) 

① 光が空気からガラスに進むとき 
入射角(           )屈折角 

② 光がガラスから空気に進むとき 
　入射角(           )屈折角 

日付　　　月　　　日

１光の性質

Step 
３

光の屈折

・空気とガラスなど, 異なる物体の境界面で光が折れ曲がって進む現象。

(             ) 

(             ) 

(             ) 

・光が屈折せずに水面全部反射して空気中には出てこない現象。 

水面

空気

『光がガラスや水などの境界面で屈折する場合』

まとめ

全反射

水から空気中に出る光の入射角を（　　　）くすると, 屈折角も大きくなって屈折光は水面
に近づき, やがて光は空気中に出て行かなくなり, 水面で全て（　　　）してしまう。

入射光
入射角

屈折角
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日付　　　月　　　日

１光の性質

Step 
４

凸レンズのはたらき

・凸レンズの軸に平行な光が凸レンズを通ると, 屈折して一つの点
に集まる。この点のこと。

・凸レンズから焦点までの距離。

光軸に平行に入った光は、レ
ンズを通った後, (           )を
通る。 

レンズの中心を通る光は、
向きを変えずに(            )
する。 

焦点を通ってレンズに入っ
た光は, レンズを通った後, 
光軸に(           )に進む。

凸レンズを通る光

光軸
焦点 焦点

F1 F２ 

光軸
焦点 焦点

F1 F２ 

光軸
焦点 焦点

F1 F２ 

光軸
焦点

F２ 
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日付　　　月　　　日

１光の性質

Step 
5

凸レンズによる像のでき方

① 光源装置がレンズの焦点距離の2倍以上離れているとき

② 光源装置がレンズの焦点距離の2倍の位置のとき

③ 光源装置がレンズの焦点距離と2倍の距離の間にあるとき

④ 光源装置がレンズの焦点の位置にあるとき

⑤ 光源装置がレンズの焦点距離よりも近くにあるとき

光軸
焦点 焦点
F1 F２ 

光軸
焦点 焦点
F1 F２ 

光軸
焦点 焦点
F1 F２ 

光軸
焦点 焦点
F1 F２ 

光軸
焦点 焦点
F1 F２ 

光源よりも（　　　　）い。 

上下・左右ともに逆向きの

光源と同じ大きさ

上下・左右ともに逆向きの

上下・左右ともに逆向きの

光源よりも（　　　　）い。 

像はできない

同じ向きの

光源よりも（　　　　）い。 
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・（　　　　　）が音（振動）を伝えている。 
・音源の振動が（　　　　）として空気中を伝わっていく。 

日付　　　月　　　日

２音の性質

Step 
１

音の伝わり方

・振動して音を発しているもの。

・音が空気中を伝わる速さは何m/sか。 

例）

Step 
２

音の伝わる速さ

打ち上げ花火が見えたので, 花火までの距離を調べてみることにし
た。花火が見えてから音が聞こえるまでの時間をストップウォッチで
計ったら７.0秒であった。音の伝わる速さを340m/sとしたとき, 花
火までの距離は何mか。

Q &A

雷や花火では, 音と光が同時に発生しているが, 離れたところにい
ると, 音は光よりも少し遅れて聞こえてくるのはなぜ？

音が空気中を伝わる速さは, 光と比べると非常に（　　　　）ため, 雷や花火の音は遅れて
聞こえてくる。

実験

① 音さAをたたいて, 音を鳴らした後, 手
で止め, 音さBに耳を近づける。

音さA 音さB 音さA 音さB

同じ高さの音を出す音さAと音さBがある。

② しきり板を立て, ①と同じ
実験を行なった。

③ 容器内にブザーをつり下げ、ブ
ザーを鳴らす。簡易真空ポンプで
徐々に空気を抜いて音をきく。

まとめ
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・弦をはじく強さが強いほど(         )い音が出る。  

・弦が短いほど(          )い音が出る。  

・弦を強く張ったときほど(         )い音が出る。            

・弦の太さが太いほど(         )い音が出る。  

日付　　　月　　　日

２音の性質

Step 
３

音の大きさや高さ

(1)弦をはじく強さを変えて調べる。

弦をはじいたときの音の大きさや高さを調べる。

(2) 弦の長さを変えて調べる。

(3) 弦をはる強さを変えて調べる。

結果

まとめ

弦をはじく強さ 弦の長さ 弦をはる強さ 弦の太さ

強い 弱い 長い 短い 強い 弱い 太い 細い

音の大きさ ー ー ー ー ー ー

音の高さ ー ー

(4) 弦の太さを変えて調べる。

(             ) 

・1秒間に振動する回数

単位
・振幅が大きいほど, 音が（　　　　）い。 

・振動数が大きいほど, 音が（　　　　）い。

ー：変化なし　大きい音：大　小さい音：小　高い音：高　小さい音：小
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日付　　　月　　　日

２音の性質

Step 
４

オシロスコープ

音叉Aから出るマイクロホンで集めて, 
オシロスコープに表示した。 

① 音の大きさが同じものは①～④のうちどれか。

Q &A

② 音の高さが同じものはア～エのうちどれか。

③ 音の大きさが最も大きく高さが最も高いのア～エのどれか。

音の（　　　　）を観察できる

オシロスコープで調べた音の波形を調べる。

結果
大きい音

小さい音

高い音 低い音

上の図を見て答えよう！

① ②

③ ④
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日付　　　月　　　日

３力のはたらき

Step 
１

力のはたらき

・変形した物体がもとに戻ろうとする性質。

① 物体の（　　　　）を変える。 

② 物体の（　　　　）を変える。 

③ 物体を持ち上げたり、支えたりする。

Step 
２

いろいろな力

・弾性によって生じた力。 

・ふれ合っている物体の間で, 物体の動きを
さまたげようとする力のこと。 

・方位磁針の北をほうが磁石のN極, 南を向く
ほうがS極である。では, 地球を大きな磁石だと
考えると, 地球の北はN極になるか, S極になる
か。 

・磁石の同じどうしは反発し, 異なる極は引き
合う。このような力のこと。 

・地球上にあるすべての物体には, つねに
地球の中心に向かう力がはたらいている。
この力のこと。 

Q &A 空を飛んでいる鳥や飛行機には重力がはた
らいているか, はたらいていないか。

　https://tentol.jp

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日

３力のはたらき

Step 
３

力の大きさとばねののび

・力の大きさの単位。 

(1)つるばきばねにクリップを取り付け, ものさしをスタ
ンドに固定する。

(2) ばねにおもりを１個つり下げて, ばねののびを読み取る。

ばねののびを調べる

(3)おもりを１個ずつ増やし, そのたびにばねののびを読み取る。

おもりの数
（個）

0 1 2 3 4 5

おもりの質
量（g）

0 50 100 150 200 250

力の大きさ
（N）

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

ばねののび
（cm）

0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5

結果

Q &A

② この実験で用いたばねに, 400g
のおもりをつるした。このときばね
にはたらく重力の大きさは何Nか。

① このばねは100gで何cmのびるか。

③ ②のときばねは何cmのびるか。

１N＝（　　　　　　）g
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表の結果をグラフに表そう！

・ばねののびは、ばねにはたら
く力の大きさに（　　　）す
る。 

まとめ

この関係
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日付　　　月　　　日

３力のはたらき

Step 
4

力の表し方

・物体に力がはたらく点。 

１Nの力の大きさを１cmの長さとして, 図のそれぞれにはたらく力を矢印
で表しなさい。

Q &A

① 100gのりんごにはたらく重力 ② 250gの荷物を上むきに持ち上げるときの力

③ ２Nの力で壁を押す力 ④  150gのおもりを糸で天井につるしたと
き, 糸が天井をひく力

⑤  机が300gの本を支えている力
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① ２つの力の大きさは, （　　　　　　）。 
② ２つの力は, （　　　　　　）上にある。 
③ ２つの力の向きは, （　　　　　）である。

日付　　　月　　　日

Step 
5

力のつり合い

②①

いろいろな力のつり合い 

問題　①・②につり合う力を作図しなさい。

２N
３N

重力

垂直抗力

重力

糸がおもりうぃ引く力
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日付　　　月　　　日

３力のはたらき

Step 
6

重さと質量

・地球上でも, 宇宙ステーションの中でも, 同じ物体なら, その分量
は変わらない。このことを何というか。 

・月面上の重力は地球上の約何分の1か。 

Q &A ① 地球上で質量600gの物体の重さは何Nか。

② 月面上で質量600gの物体の重さは何Nか。
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