
日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
１

回路

・電気が流れる道すじ。 

＋

・ 回路を流れる電気。 

（　　　　　　）回路

・ 電流の流れる道すじが一つの輪になるつなぎ方。 

（　　　　　　）

用語チェック

・電流を流すために使われる金属の線。 

直列回路と並列回路

・ 電流の流れる道すじが途中で分かれるつなぎ方。 

（　　　　　　）回路

回路を流れる電流の向き

（　　　　　　）

・電流の向きは, 電源の（　　　　）極から出 
て（　　　）極に入る向きと決められている。

・発光ダイオードは, 長いあしに乾電池の 
（　　　）極, 短いあしに（　　　）極を
つなぐと光る。

＋

-

-
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日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
２

回路図

・電源

・電球

① 直列回路の回路図

・抵抗

回路図　練習問題

② 並列回路の回路図

・スイッチ

・電流計

・電圧計

スイッチ
スイッチ
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・目盛りは最小目盛りの（　　　　）分の１まで読む。

・回路をつくり, 電流を計るところに電流計を（　　　　）につなぐ。

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
３

回路の電流

・電流の単位

○ 次の図のとき, -端子を①５A，②500mA，③50mAのそれぞれにつないだときの電流の
大きさを求めなさい。

用語チェック

電流計の使い方

・電流計には５A，500mA，50mAがある。

電流計の読み取り

①

②

③

・１A＝（　　　　　　　）mA

A

スイッチ
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・直列回路のとき, 電流の大きさはどこでも（　　　　　　　）。 
・並列回路のとき, 電流の分かれる道すじの前後で電流の大きさの（　　　　　）は等し
い。

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
４

直列回路と並列回路のときの電流の大きさ

① 直列回路

問題 上の図を見て次の問いに答えなさい。

② 並列回路

Ia

Ib

Ic

Ia（　　　）Ib（　　　　）Ic

Ia

Ib

Ic
Id

Ia＝Ib（　　　　）Ic＝Id

(1) 直列回路のとき, Iaの値が0.3Aのとき, Ib, Icの値を求めなさい。

Ib Ic

(2) 並列回路のとき, Iaの値が0.5Aで, Ibの値が0.2Aのとき, Ic, Idの値を求めなさい。

IdIc
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・目盛りは最小目盛りの（　　　　）分の１まで読む。

・回路をつくり, 電圧を計るところに電圧計を（　　　　）につなぐ。

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
５

回路の電圧

・電流を流すはたらきの大小を表す量。 

○ 次の図のとき, -端子を①300V，②15V，③ 3Vのそれぞれにつないだときの電圧の大き
さを求めなさい。

用語チェック

電圧計の使い方

・電流計には300V，15V，3Vがある。

電圧計の読み取り

・電圧の単位

V

①

②

③
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　Va（　　　）Vb（　　　）Vc　Va（　　　）Vb（　　　）Vc

・直列回路のとき, 豆電球に加わる電圧の大きさの和が, 電源または回路（　　　　） 
の電圧の大きさに等しい。 
・並列回路のとき, それぞれに加わる電圧の大きさは全て（　　　　　）。

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step 
６

直列回路と並列回路のときの電圧の大きさ

① 直列回路

問題 上の図を見て次の問いに答えなさい。

② 並列回路

Va

Vc

(1)直列回路のとき, Vaの値が5.0V, Vbが１.0Vのとき, Vcの値を求めなさい。

Vc

(2) 並列回路のとき, Vaの値3.0Vのとき, Vb, Vcの値を求めなさい。

Vb

VbVc

Va

Vb
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① Ω＝V÷A    ② A=V÷Ω      ③ V＝A×Ω

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

Step
７

オームの法則

問題

・電熱線を流れる電流は電圧に比例する。この法則。 

(1)  電圧V＝6.0Vのとき, 流れる電流は, A＝0.2Aだった。このとき, 抵抗の大きさΩを
求めなさい。

(2) 抵抗の大きさが２０Ω, 流れる電流の大きさがA＝３００mAだった。このとき, 電
源の電圧Vを求めなさい。

V

・電流の流れにくさ。 用語チェック

・抵抗の単位。

『オームの法則』
V

A Ω

A

電熱線aは電熱線bよリも電流が（　　　　　　）い。抵抗の値が（　　　　）ほど電流は流れにくい。

(1) 抵抗aの値を求めなさい。 (2) 抵抗bの値を求めなさい。

次の問いに答えなさい。

　　　　　　

抵抗a

抵抗b
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R＝Ra（　　　）Rb

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路
Step 
８ 直列回路や並列回路の全体の抵抗の大きさ

問題

・金属などの電流が流れる物質。 

・プラスチックなどの電流が流れない物質。 

Ra

・ケイ素やゲルマニウムなどのように, 導体と絶縁体の
中間の性質を持つ物質。

① 直列回路

Rb

R

② 並列回路
Ra

Rb

R

  
1
R

=
1

Ra
+

1
Rb

(1)  大きさが２０Ωと３０Ωの抵抗を直列につないだとき, 回路全体の大きさは何Ωに
なるか。

(2) 大きさが２０Ωと３０Ωの抵抗を並列につないだとき, 回路全体の大きさは何Ωに
なるか。

次の問いに答えなさい。

                                                                  　　　　　

用語チェック
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電力（W）＝電圧（V）（　　）電流（A）

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路
Step
９ 電気エネルギーと電力

・電気がもつエネルギー。

・いろいろなはたらきをする能力。

・1秒あたりに使う電気エネルギーの量。

『電力の公式』

電気エネルギー

電力

１Vの電圧で１Aの電流が流れるときに１秒あたりに消費する電力が（　　　）Wである。

問題

(1) 100Vの電源につなぐと７Aの電流が流れるテレビが消費する電力は何Wか。

(2) 200Vで1000Wのエアコンを使うとき, 何Aの電流が流れるか。

           

　　　　　

W

V A
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熱量（J）＝電力（W)×時間（s）

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路
Step
１０ 電流による発熱

・1Wの電力で, 電流を1秒間流したとき, 電熱線の発熱量の単位。 

用語チェック

・物質の出入りする熱の量。

『熱量の公式』 J

W S

１Wの電力で電流を１秒間流すと（　　　　）Jの熱が発生する。

問題

(1)　電力３Wで, ５分間電流を流したとき, 電熱線に発生する熱量は何Jか。

           

(2) 電源の電圧が３Vで電流の大きさが0.5A
だった。３分間電流を流したとき, 電熱線に
発生する熱量は何Jか。

          

電力（W）＝電圧（V）× 電流（A）
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電力が一定の場合, 電熱線から発生する熱量 
は, 電流を流した時間に（　　　　）する。

① 電流を流す時間と熱量の関係

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

電流による発熱（実験）

① 最初の水の温度をはかる。

電力の大きさと水の温度変化の関係を調べる

② 電圧を３V～６Vの間で加
えて, 電流を流す。

③ １分ごとに水の温度をはかる。

時間(分) 0 1 2 3 4 5

水の温度（℃） 13.8 14.0 14.3 14.7 15.0 15.3

水の上昇温度（℃） 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5

電圧（V） 3.0 4.0 5.0 6.0
電流（A） 0.72 1.00 1.23 1.49

電力（W) 2.2 4.0 6.2 8.9

５分後の 
水の上昇温度（℃）

1.5 2.4 3.6 5,6

考察

② 電力の大きさと熱量の関係

電流を流す時間が一定の場合, 電熱線から発生 
する熱量は, 電力の大きさに（　　　　）する。

Step
１１

○ 電圧３V 電流０.72のとき

○ 電力と５分後の水の上昇温度
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電力量（J）＝ 電力（W) × 時間（s）

日付　　　月　　　日電流とその利用

１電流と回路

電力量

・電力と時間の積。 

『電力量の公式』
J

W S

電力量は, 消費した電気エネルギーの総量で, 単位は（　　　　　　）記号（　　）である。１W 
の電力で電気を１秒間流使ったときの電力量が（　　　　）Jである。

問題

(1)  消費電力30Wのノートパソコンで, ２時間電流を流したとき, 電力量は何Whか。

           

(2) 消費電力50Wのテレビを, 30分間見たときの, 電力量は何Jか。

           

Step
１２

※日常生活では, 電力量の単位に（　　　　　　）を使うことが多い。

単位 記号

ジュール J J＝W×S

ワット秒

ワット時

キロワット時

【電力量の単位】【電力量の例】

(1)消費電力1000Wの電気
ケトルで, ３分間電流を
流したとき, 電力量は何
Jか。
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日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

磁石の磁界のようす

・磁石や電磁石の力。 

Step
１

Check！

・磁力のはたらいている空間。 

・方位磁針のN極が指す向き。 ・磁石や電磁石のN極とS極を結ぶ曲線。 

・磁力線は磁力が強い両極付近では間隔が(                ), 両極から離れて磁力が弱くな 
ると(              )なる。 

実験

・台の上に鉄粉を均一に広げ, その上に棒磁石を置く。台を軽くたたき, 鉄粉の模様を調べる。
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日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

コイルのまわりの磁界（右ねじの法則）

電流の向き

実験装置を組み立て, 鉄粉をまき, 磁界のようすを調べる。

Step
２

実験

電流の向き

・エナメル線のような導線を何回も巻いたもの

電流の向きと磁界の向きは
ねじの進む向きとねじの回
る向きの関係と同じ！
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日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

コイルのまわりの磁界（細長いコイル）Step
２

・磁界の向きは, 電流の（　　　　　　）で決まる。 
・磁界の強さは 電流が（　　　　）ほど, コイルの巻き数が（　　　　）ほど, 強くなる。 
・コイルに（　　　　　）を入れると, 磁界は強くなる。

知っておくこと！

細長いコイルの磁界のようす

磁界の向き

電流の向き

電流の向き
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・力の向きは, 電流の向きと磁界の向きに（　　　　）である。 
・電流の向きを逆にしたり, 磁界の向きを逆にしたりすると, 力の向きは（　　　）になる。 
・電流を（　　　　）したり, 磁界を（　　　　）したりすると, 力は大きくなる。

日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

電流が磁界から受ける力

『フレミング左手の法則』 

① 装置を組み立てる。

Step
３

実験

② ア～エのように装置を変えて, 電流を流し,  
銅線がどのように動くのか調べる。

結果

ア イ ウ エ 
＋＋ ＋＋- - - -

『右手の法則』 電流の向き

磁界の向き

力の向き
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日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

モーターが回るしくみStep
４

ブラシ
整流子

＋

ー

① ②

③ ④

電流の向き 磁界の向き 力の向き

＋

ー

＋

ー

＋

ー

整流子のはたらき 
半回転ごとに電流の向きを逆転させ, つねに同じ方向に回転させるはたらきがある。
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・磁石の出し入れを（　　　　）くする。 
・磁石の磁力を（　　　　）する。 
・コイルの巻き数を（　　　　）する。

日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

電磁誘導

① 棒磁石を出し入れしたり, 静止したりして, 
発生する電流の向きや大きさを調べる。

Q 誘導電流の大きさ
を大きくするには？

Step
５

実験

② 磁石の向きを変えて①と同様の実験を行う。

Check！

・磁石またはコイルを動かして, コイルの中の磁界を変化させること
で, コイルに電流を流そうとする電圧が生じる現象。 

・電磁誘導によって生じる電流。 

・磁界の向きを逆にすると逆になる。 
・磁石の動かす向きを逆にすると, 逆になる。

結果

近づける 遠ざける

N極 右にふれた。 （　　　）にふれた。

S極 （　　　）にふれた。 （　　　）にふれた。
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日本では, 静岡県の藤川と新潟県の糸魚川辺りを境にして, 西日本は（　　　）Hz,  
東日本は（　　　　）Hzの周波数の交流を使っている。

日付　　　月　　　日電流とその利用

２電流と磁界

直流と交流

・電流の向きの変化が1秒間に繰り返す回数。 

・電池など, 電流の流れる向きが一定(＋極
→-極)で変わらない電流。

Step
６

・コンセントにつないだ回路など, 電流の向き
が周期的に入れかわっている電流のこと。 

・直流はDC（Direct Current) 
・交流はAC（Alternating Current)

単位

・発光ダイオードは, 長いあしに電源の 
＋極, 短いあしに-極をつなぐと光る。

実験 結果

① 直流を流したとき

② 交流を流したとき

② ①と逆向きに電
流を流したとき

（　　　　）に光る

光る発行ダイオードが
（　　　　　　）。
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・電気には（　　　）と（　　　）の２つの種類がある。 
・（　　　）種類の電気どうしは退け合う力がはたらき, （　　　　）種類の電気ど
うしは引き合う力がはたらく。

日付　　　月　　　日電流とその利用

３電流の正体

静電気

・摩擦によって生じる電気。 

① ティッシュペーパーで２
本のストローを摩擦して, 静
電気をためる。

Step
１

実験

② 摩擦したストローどうし
の間にはたらく力を調べ
る。

③ ストローとティッシュペー
パーの間にはたらく力を調べ
る。

Check！

静電気が生じる理由

・ーの電気をもつ小さな粒。

・物質の中にあるーの電気をもつ小さな粒 
が, 一方から一方の物体へ移動するために生 
じる。 電子を受け取った物体は（　　　）の 
電気を帯び, 電子を失った物体は（　　　） 
の電気を帯びる。

（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

ー
＋
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・電子が発見される前に, 電流は電源の（　　　　）極から出て, （　　　）極に入ると決められた。 
・電子の流れる向きは（　　　）極から（　　　）極である。

日付　　　月　　　日電流とその利用

３電流の正体

静電気と電流

・たまっていた電気が流れ出たり, 空気などの電流
を流しにくい気体中を電流が流れたりする現象。

① かわいたセーターなどでこすったプラスチック
の下じきに, 図のようにネオン管を近づける。

Step
２

電流と電子Step
３

実験

一瞬（　　　　）。

大きな音と光をともなった現象を特に

・ガラス管の内部の空気を真空ポンプでぬいて管内の圧力を小さくし
て, 大きな電圧をかけると, 電流が流れる現象。 

Check！

＋極

-極
＋極

-極

実験

変化なし ＋字型の影ができた。

＋極

＋極

-極

-極

上下方向に電圧を加えると, 電子線は 
電極板の（　　　）の方に曲がる。

まとめ 陰極から出る粒が（　　　）の電気を
持っていることがわかる。
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・α線, β線は高速の（　　　　）の流れである。 
・X線, γ線は, （　　　　　）の一種。

日付　　　月　　　日電流とその利用

放射線

・α線, β線, X線, γ線などの総称

Step 
4

Check！

放射線の性質

・放射線を出す物質（ウラン等）

３電流の正体

・物質が放射線を出す能力

放射線には, 次の3つの性質がある。

① 目に見えない。 

② 物質を（　　　　　　　）能力（透過力）がある。 

③ 物質の（　　　　　）を変える。

α線

β線

X線, γ線

紙 アルミニウムなどの
うすい金属板

鉛などの厚い板

放射線の単位

・放射線の単位にはシーベルト（　　　）を用いる。 
・シーベルトとは, 放射線が人体に与える影響を表す単
位である。
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日付　　　月　　　日電流とその利用

放射線Step 
4

自然放射線と人工放射線

３電流の正体

放射線の利用

・放射線の単位にはシーベルト（　　　）を用いる。 
・シーベルトとは, 放射線が人体に与える影響を表す単
位である。

・人工的に作られる放射線

・自然界に存在する放射線

自然放射線による年間線量 
2.1ミリシーベルト

呼吸から 
0.48ミリ 
シーベルト

体内に取り入れた 
放射性物質から 
受ける放射線の量食物などから 

0.99ミリ 
シーベルト

大地から 
0.33ミリ 
シーベルト

宇宙から 
0.3ミリ 
シーベルト

体外から受ける 
放射線の量
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