
 

 

平成 28 年度 理数物理（理数科３年） シラバス 

 

対 象  理数科 第３学年 （物理選択者） 

単位数  ４単位 

  

物理基礎の学習内容をより発展的に物理の内容を履修する。 

  問題演習を基本に置き、大学受験に対応出来る実力の養成を目指す。 

 

１ 学習の到達目標等 

学習の到達目標 1.曲線を描く運動など平面内での物体の運動について学習する。また、天体の運動に関する法則性及び

万有引力について学習する。 

2.電気力など新しい遠隔力について学習し、電界や磁界の及ぼす作用についてその法則を理解する。電

気回路や電磁波など現代社会のさまざまな分野で利用されている物理現象について学習する。 

3.分子の運動エネルギーと熱エネルギーの関係について理解することによって、熱力学の理論について

学習する。また、原子を構成する物質について体系的に学習する。 

使用教科書・副教材等 東京書籍 高等学校 物理（物３０１），ニューグローバル物理基礎＋物理 

 

２．学習計画 

 

月 学習項目 学習の具体的内容 備   考 関 思 技 知 

4 

物理 I の補足と復習             

第１部 力と運動 

第１章 物体の運動 

第１節 平面内の運動 

 

・直線的な運動から平面内の運

動について理解する。 

○実験１ 

２物体の空中衝突 

 

平面内での物体の運動

について，また大きさ

のある剛体の重心やつ

り合いの関係について

調べようとする。 

 

物体の平面内の運動を表

す変位，速度および加速

度はベクトルで表される

ことについて考えること

ができる。 

２物体を空中衝突させ

て，どのように運動する

かを予測し確かめること

ができる。【実験１】 

平面内の運動について

わかる。 

校長 教頭 担当 

   



 

 

４ 

 

 

 

５ 

 第２節 放物運動 

 

 

 

 

  

 

 

 

○実験２ 直線上

の台車の衝突 

  物体の水平投射や斜方投

射における速度，加速度，

重力のはたらき，また，

空気の抵抗がある場合の

落下運動なども考えるこ

とができる。 

 物体を水平投射や斜方

投射した場合の放物運

動についてわかる。 

 第３節 運動量の保

存 

・２物体の衝突から保存量につ

いて理解する。 

 

 

・衝突と跳ね返りについて理解

する  

  

  

 

運動の法則をもとに，2

つの物体が衝突した

り，1 つの物体が分裂し

たりする際に成り立つ

法則について調べよう

とする。 

運動量と力積がベクトル

で表されること，運動量

の変化が力積に等しいこ

とについて考えることが

できる。 

2 つの物体が一直線上で

衝突して合体する場合，

衝突の前後で運動量の総

和がどうなるかを調べる

ことができる。【実験 2】 

運動量の変化と力積の

関係や，運動量の保存

についてわかる。物体

が様々な物体に衝突し

た場合の運動がわか

る。 

６ 

 第４節 反発係数       物体の衝突の際の力学的

エネルギーの減少につい

て考えることができる。 

  反発係数についてわか

る。 

第２章 円運動と単振

動 

 第１節 円運動 

・周期的な運動の法則性を理解

する 

  周期的な運動のもとと

なる力の性質や，運動

の様子について調べよ

うとする。 

等速円運動の速度，周期，

角速度，向心加速度およ

び向心力を考えることが

できる。 

  速円運動とその性質に

ついてわかる。 

 第２節 慣性力と遠

心力 

・作用力と運動による見かけの

力を判断しその法則性を理解

する。 

    慣性力と遠心力について

考えることができる。 

慣性力と遠心力の性質が

わかる。 

  

 第３節 単振動 ・振り子やバネの運動からその

周期性を理解する。 

・惑星の運動や万有引力につい

て理解する。 

    慣性力と遠心力の性質が

わかる。 

  単振動の法則と振り子

の運動についてわか

る。 



 

 

  第４節 万有引力     万有引力の法則を学

び，天体などの運動に

ついて調べようとす

る。 

ケプラーの法則，万有引

力の位置エネルギーにつ

いて考えることができ

る。 

  万有引力の法則と天体

の運動との関係がわか

る。 

７ 

第２部 電気と磁気 

第１章 電界と電位 

 第１節 電界 

・電荷に働く遠隔力から電界の

存在を理解する。 

  静電気の種類と性質に

ついて調べようとす

る。 

静電気の性質と種類つい

て考えることができる。 

  静電気の種類と性質に

ついてわかる。 

 第２節 電位 ・電界のする仕事と位置エネル

ギーの関係から電位および電

位差を理解する。 

    電界の性質と電気力線つ

いて考えることができ

る。 

  電界とクーロンの法則

についてわかる。 

 第３節 コンデンサ

ー 

・コンデンサーの原理と働きを

理解する。 

○実験４ 

 平行板コンデン

サーの電気容量 

  コンデンサーの性質と接

続について考えることが

できる。 

コンデンサーに充電され

る電気量と電気容量，電

圧の関係を調べ記録する

ことができる。【実験３】 

コンデンサーの性質が

わかる。 

第２章 電流 

 第１節 電流 

・導体を移動する自由電子から

電流について理解する。 

  電流のはたらきにつ

いて調べようとす

る。 

電流の性質を理解し，

電力と熱の関係につい

て考えることができ

る。 

  オームの法則とジュ

ール熱についてわか

る。 

８ 

第２節   直流回路 ・電気抵抗と回路を流れる電流

の関係を理解する。 

  直流回路と抵抗率の温度

変化，電池の内部抵抗に

ついて考えることができ

る。 

 直流回路の性質につい

てわかる。 

第３章 電流と磁界 

 第１節 磁気力と磁

界 

・磁気力から磁界について理解

する。 

 電流がつくる磁界，電

流が磁界から受ける力

について調べようとす

る。 

磁気力と磁界の関係と，

磁力線とは何かについて

考えることができる。 

 磁気力と磁界の関係

と，磁力線とは何かに

ついて考えることがで

きる。 

第３章 電流と磁界 

 第１節 磁気力と磁

界 

・磁気力から磁界について理解

する。 

  

 電流がつくる磁界，電

流が磁界から受ける力

について調べようとす

る。 

磁気力と磁界の関係と，

磁力線とは何かについて

考えることができる。 

 磁気力と磁界の関係

と，磁力線とは何かに

ついて考えることがで

きる。 

第２節    電流がつくる

磁界 

・さまざまな電流のつくる磁界

について理解する。 

  直線電流と円電流がつく

る磁界を中心に考えるこ

とができる。 

 

 電流が作る磁界につい

てわかる 

 

 

 



 

 

第３節    電流が磁界か

ら受ける力   

・さまざまな電流が磁界から受

ける力の大きさを理解する。 

  フレミング左手の法則と

平行電流間にはたらく

力，磁化について考える

ことができる。 

 

 電流が磁界から受ける

力についてわかる。 

 

 

 

 

第４節  ローレンツ力 

 

・荷電粒子が磁界から受ける力

を理解する。 

  ローレンツ力と磁界中の

荷電粒子の運動について

考えることができる。 

 ローレンツ力と磁界中

の荷電粒子の運動につ

いて考えることができ

る。 

９ 

第４章 電磁誘導と電

磁波 

 第１節 電磁誘導の

法則 

・電流のつくる磁界、磁界のつ

くる電流から電磁誘導の法則

を理解する。 

 電磁誘導や交流，電磁

波などについて調べよ

うとする。 

電磁誘導の法則と誘導起

電力の性質について考え

ることができる。 

 電磁誘導の法則がわか

る。 

 第２節  磁界中を運

動する導体の棒 

・磁界中を運動する導体が受け

る力を理解する。 

 

  

  

  

  

導体の棒と電磁誘導の関

係について考えることが

できる。 

  

  

磁界中を運動する導体

の棒についてわかる。 

 

 第３節  自己誘導と

相互誘導 

・コイルに流れる電流と発生す

る磁界から自己誘導及び相互 

 

  自己誘導，相互誘導の法

則とコイルの性質を考え

ることができる。 

 自己誘導と相互誘導に

ついてわかる。 

 第４節 交流 ・コイルに流れる電流と発生す

る磁界から自己誘導及び相互

誘導について理解する。 

 

 

 

 

交流の発生と交流回路の

基本的な性質について考

えることができる。 

 交流の性質や法則がわ

かる。 

 

 第５節 電気振動と

電磁波 

 

・電気振動と電磁波の発生につ

いて理解する。 

 

  電気振動について基本的

な性質について考えるこ

とができる。 

 電気振動と電磁波につ

いてわかる。 

 

１０ 

第３部 物質と原子 

第１章 原子・分子の

運動 

 第１節 物質の三態 

 

・分子の熱運動と物質の三態変

化の関係を理解する。 

  

  

・気体の法則について理解す

る。 

 気体の温度･圧力･体積

のようなマクロ(巨視

的)な量と，気体分子の

速さのようなミクロ

(微視的)な量との関係

をや熱機関の原理など

を調べようとする。 

物質の三態について基本

的なことを考えることが

できる。 

 

 物質の三態についてわ

かる。 

 



 

 

 第４節 熱力学第１

法則 

 

・内部エネルギーの変化より、

熱力学第一法則を理解する。 

 

 

 

 熱力学の第一法則につい

て考えることができる。 

 熱力学の第 1 法則につ

いてわかる。 

 第５節 状態変化と

熱・仕事 

 

・熱と仕事の関係より熱効率に

ついて理解する。 

 

 

 

 気体の状態変化における

エネルギーの移動を考え

ることができる。 

 気体の状態変化と熱・

仕事についてわかる。 

 

第２章 原子と電子 

 第１節 電子の電荷

と質量 

 

・真空放電から電子の存在が発

見される過程を理解する。 

 

 

 

 

 

電子の電荷と質量，電

子や光が粒子性と波動

性のについて調べよう

とする。 

陰極線と電子に関する歴

史的な実験について考え

ることができる。 

 電子の電荷と質量につ

いてわかる。 

 第２節 原子中の電

子 

 

 

 

  原子核の構成について考

えることができる。 

 原子核についてわか

る。 

第３節 物質中の電

子のエネル

ギー 

 

・原子核の予言や原子モデルの

成立について理解する。 

 

  物質中の電子エネルギー

についてかんがえること

ができる。 

 電子エネルギーについ

てわかる。 

第４節 固体中での

電子のふる

まい 

 

・物質中の電子の動きから半導

体やトランジスタの原理を理

解する。 

  半導体の構成について考

えることができる。 

 半導体についてわか

る。 

第４部 原子と原子核 

第１章 原子の構造 

 

第２章 原子核と素

粒子 

 

 

・原子の構成粒子が陽子と中性

子である。 

・原子核の崩壊と半減期 

・質量とエネルギーの等価則 

・臨界質量 

 原子の構造について調

べようとする。 

原子の構造について考え

ることが出来る。 

 原子についてわかる。 

１１ 

１２ 

１ 

２ 

問題演習（物理基礎と

物理の内容） 

      

 

到達目標を達成できたか。 

 

Ａ（80％以上）、Ｂ（65％以上） 

Ｃ（40％以上）、Ｄ（40％以下） 

次学期（次年度）に向けての課題 

 自己評価  

1 学期  

2 学期  

3 学期  

 


