
「物理基礎」シラバス 

対象教科・科目 単位数 学年・学級 

物理基礎 ３ ２－７ 

使用教科書 使用副教材 

第一学習社「物理基礎」 

第一学習社「物理」 

第一学習社「物理基礎ネオパルノート」 

第一学習社「セミナー物理基礎＋物理」 

１ 学習の目標等 

学習の目標 日常生活や社会との関連を図りながら物体の運動と様々なエネルギ

ーへの関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，物理学

的に探究する能力と態度を身につけるとともに，物理学の基本的な

概念や原理・法則を理解し，科学的な見方や考え方を養う。 

学習のねらい 

序章 身近な物理現象について，物理量の測定と表し方，分析の手法を

理解する。 

第１部 物体の運動とエネルギー 日常に起こる物体の運動を観察，実験などを通して探究し，それ

らの基本的な概念や法則を理解し，運動とエネルギーについての

基礎的な見方や考え方を身につける。 

第２部 物理現象とエネルギー 様々な物理現象を観察，実験などを通して探究し，それらの基本

的な概念や法則を理解し，物理現象とエネルギーについての基礎

的な見方や考え方を身につける。 

終章 物理学が拓く世界 「物理基礎」で学んだ事柄が，日常生活やそれを支えている科学

技術と結びついていることを理解する。 

２ 学習計画 

学期 学習項目(配当時数) 学習内容 活動・備考等 
考査
範囲 

 Ⅰ 物理オリエンテーショ
ン 

物理量の測定と表し方，分析の手
法を学ぶ。 

実習 1. 月で遭難した
ら・・・ 

第 
一 
学 
期 
中 
間 
考 
査 

 Ⅱ 単位と記号を使う理由 実験１.一分間に BB 弾
を何個移動できるか
な 

１ 

第１章 物体の運動 
第１節 速度 

第２節 加速度 

第３節 落体の運動 

章末問題 

主に直線上を動く物体の運動を
正確に表す方法について学ぶ。 

実習１.指で答える相
対速度 

観察１. 100km/h から
の世界 

実験２.重力加速度の
測定 

第２章 力と運動 
第１節 力 

第２節 運動の法則 

第３節 様々な力と運動 

章末問題 

いろいろな力の性質を学ぶとと
もに，力がはたらいた場合の物体
の運動の変化の様子を調べる。 

観察２. ドリフト走行
と摩擦の関係 
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第３章 仕事とエネルギー 
第１節 仕事 

第２節 運動エネルギー 

第３節 位置エネルギー 

第４節 力学的エネルギーの

保存 

章末問題 

仕事，力学的エネルギーについて
学び，力学的エネルギーが一定に
保たれることについて学習する。 

実験３.力学的エネル
ギーの保存 

第 
一 
学 
期 
期 
末 
考 
査 

２ 第２部 物理現象とエネルギー    

第 
二 
学 
期 
中 
間 
考 
査 

第１章 熱とエネルギー 
第１節 熱と温度 

第２節 熱量 

第３節 熱の利用 

章末問題 

熱の本質を知り，エネルギーとの
関係を学ぶ。 

観察 1.ブラウン運動の
観察 
実験２.断熱圧縮 

第２章 波とエネルギー 
第１節 波の伝わり方 

第２節 波の性質 

第３節 音波 

第４節 音源の振動 

章末問題 

波とは何か，波はどのように伝わ
るかなどを調べ，波の性質を学
ぶ。 

観察２.波に揺られる
人の様子 

観察３.ぶつかる波 
観察４.反射する波 
実習１.耳年齢テスト 
実験３.気柱内の定常
波の様子とは 

実験４.パイプオルガ
ンの原理を用いた気
柱の共鳴 

第３章 電気とエネルギー 
第１節 静電気 

第２節 電流 

第３節 交流と電磁波 

章末問題 

静電気や電流など，電気に関わる
法則を学習し，さらに発電機や電
磁波について学ぶ。 

実験５.静電気あれこ
れ 

 
実験６.変圧器をもち
いた電波の送信 

第 
二 
学 
期 
期 
末 
考 
査 

第４章 エネルギーとその利用 
第１節 いろいろなエネルギ

ーとその利用 

章末問題 

人類が利用することができる各
種エネルギーの特性や利用方法
について学ぶ。 

実習２.エネルギーに
関する調査 

終章 物理学が拓く世界 (3)  観察「ビルの固有振動」 

３ 

第１部 様々な運動    

学 

年 

末 

考 

査 

第１章 物体の運動とつり合い 

第１節 平面内の運動 

第２節 放物運動 

第３節 剛体のつり合い 

章末問題 

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学習す

る。 

実験１｢物体の重心｣ 

観察 1｢動く台車からの物

体の投射｣ 

実験２｢2 物体の空中衝

突｣ 

第２章 運動量と力積 

第１節 運動量の保存 

第２節 反発係数 

章末問題 

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

ついて学習する。 

観察２｢一直線上の台車の

衝突｣ 

実験３｢反発係数｣ 

第３章 円運動と単振動 

第１節 円運動 

第２節 慣性力と遠心力 

第３節 単振動 

章末問題 

 

 

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学習

する。 

観察３ 

｢円運動から単振動へ｣ 
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３ 評価方法とその観点 

評 価 方 法 

●下記の(1)～(5)の項目を，評価の観点別(関心・意欲・態度，思考・判断，観察・実験の技能・表現， 
知識・理解)に評価します。各学期の成績はそれらの評価から総合的に判断します。 

(1)授業への取り組み 
授業に対する姿勢，学習態度，物理への関心等で判断する。評価の観点のうち，特に関心・意欲・態度の
項目を評価する。 

(2)ノートの記載内容 
授業内容を適切にまとめているか，科学的な思考ができているかなどを評価する。 

(3)観察・実験等 
観察・実験等を行い，レポートを書く。観察・実験に対する姿勢，予想や考察，器具の操作，報告書など
から評価する。評価の観点のうち，思考・判断，観察・実験の技能・表現に関する配分が大きい。 

(4)教科書・問題集の問題 
各問題への取り組み，取り組んだ内容から評価する。 

(5)中間・定期考査 
学習内容に合わせて問題を出題する。評価の観点のうち，思考・判断，知識・理解に関する配分がもっと
も大きい。 

４ 学習のアドバイス等 
１ 日常生活の中で起こる様々な自然現象に興味をもち，その法則性について考える態度をもつこと。 
２ 疑問に思ったことを確かめてみようという態度をもつこと。 
３ 学んだことを正確に記録する方法と態度を身につけること。 

 


