
２０２０年度 第１学年 物理基礎 
 

休校中（４／７～）の課題 
 

下記の《教科書》と《問題集プロブレス》の内容を学習する。 

「《教科書》の〔指定問題〕」と「《問題集プロブレス》の〔指定問題〕」を課題用ノート（ルーズリ

ーフでも可）を用意し、そこに解き（答だけでなく、途中計算も残しておくこと）答え合わせをする。 

教科書の問い等の解答は教科書【Ｐ２６７】に記載してある。また、解説をこのファイルの最後に添付

してあります。 

 

 

 

☆〔第１弾〕（４／７～５／６）（指定問題数 ２８） 
《教科書》 

序章 物理量の測定と扱い方【P３～P６】 

第１章 力と運動 

 第１節 物体の運動 

（１）速度 

 １ 速さ（●平均の速さと瞬間の速さ を除く）【Ｐ８のみ】 

 ３ 速度【Ｐ１０ １８行目 ～ Ｐ１１ ７行目】 

６ 速度の合成（●直線上の速度の合成） 例題１ 問９ 【P１３～P１４ ２１行目（問９）】 

７ 相対速度（●直線上の相対速度）【P１６】 

節末問題 １合成速度 ２相対速度 【P３６】 

〔指定問題《教科書》〕 

【Ｐ４】問１ 【Ｐ６】問２  【Ｐ８】問１ 問２  【Ｐ１１】問６  【Ｐ１４】例題１ 問９ 

【Ｐ１６】問１２  【Ｐ３６】節末問題１ ２ 

 

《問題集プロブレス》 

序章 指数と有効数字【P２～P３】 

第Ⅰ章 力と運動 

１ 速度 

１ 速さ  ３ 速度（●平均の速さと瞬間の速さ を除く） ４ 速度の合成  ５相対速度 

〔指定問題《プロブレス》〕 
【P２～P３】 基本問題 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９  【P４】チェック ４ ５ 
【P５】例題 ２  【Ｐ６】基本問題 １０ １１  【P７】基本問題 １５ １６ １７ 
【P８】標準問題 １９ 
 

 

 



☆〔第２弾〕（５／７～５／３１）（指定問題数 ４１） 
いよいよ、ここからが高校における物理の本格的学習になってきます。少し難しくなってます。 

新型コロナ感染症対策のため、学校が休校となり、授業ができません。 

本来は、授業でお話をしながら、学習してもらうのですが、とても残念です。 

自学自習での学習になります。頑張ってください。 

前回の課題がまだ終わってない人は、早急に終わらせ、今回示した課題を早急に始めてください。 

 

《教科書》 

第１章 力と運動 

 第１節 物体の運動 

（１）速度 

 １ 速さ（●平均の速さと瞬間の速さ） 問３ 【Ｐ９ １行目～P９ １７行目】 

 ２ 等速直線運動（●等速直線運動のグラフ） 問４ 問５【Ｐ９ １８行目～Ｐ１０ １７行目】 

 ４ 位置と変位（●位置 ●変位） 問７ 問８【Ｐ１１ ８行目～Ｐ１２】 

（２）加速度 

１ 加速度（●平均の加速度と瞬間の加速度 ●加速度の向き） 問１４【Ｐ１８～P１９】 

 ２ 等加速度直線運動 

（●等加速度直線運動の式 ●負の加速度の運動 Plus 複雑な運動の v−t グラフ） 

 問１５ 例題２ 問１６ 問１７  【Ｐ２０～P２３】 

特講 等加速度直線運動の計算とグラフ【Ｐ２４～P２５】 

１ 等加速度直線運動の計算 例① 練習① 

２ 等加速度直線運動のグラフ 例② 練習② 

節末問題 ３記録タイマーの実験 ４等加速度直線運動 ５v−t グラフ 

【Ｐ３６ １７行目～P３７ １０行目】 

〔指定問題《教科書》〕 

【Ｐ９】問３ 問４ 【Ｐ１０】問５ 【Ｐ１１】問７ 【Ｐ１２】問８ 【Ｐ１９】問１４ 

【Ｐ２１】問１５ 【Ｐ２３】例題２ 問１６ 問１７ 【Ｐ２４】例① 練習① 

【Ｐ２５】例② 練習② 【Ｐ３６】３ ４ 【Ｐ３７】５ 

 

《問題集プロブレス》 

第Ⅰ章 力と運動 

１ 速度 （３速度（●平均の速さと瞬間の速さ）） 

２ 加速度 （１加速度  ２等加速度直線運動） 

〔指定問題《プロブレス》〕 

【Ｐ４】チェック １ ２ ３  【Ｐ５】例題 １  【Ｐ６】基本問題 １２ １３ １４ 
【Ｐ７】標準問題 １８ 
【Ｐ９】チェック １ ２ 例題３  【Ｐ１０】例題４ 基本問題２３ 

【Ｐ１１】基本問題２４ ２５ ２６ ２７ ２８  【Ｐ１２】基本問題２９ 標準問題３０ ３１  

【Ｐ１３】標準問題３２ ３３ ３４ 

 

 



※ 等加速度直線運動の公式をいろいろな運動に適用し、運動の解析をしていくことが高校物理での 

最初の関門です。公式をしっかり覚え、使えるようになってください。 

 

≪等加速度直線運動の公式≫ 
𝒗 = 𝒗𝟎 + 𝒂 𝒕 

𝒙 = 𝒗𝟎 𝒕 +
𝟏

𝟐
 𝒂 𝒕𝟐 

𝒗𝟐  −  𝒗𝟎
 𝟐  = 𝟐 𝒂 𝒙  

 

 

 

 

 

下記にサイトにアクセスすると学習内容に関連した動画を視聴できます。 

注意：サイトは無料ですが、通信料が必要になります。 

 

http://www.daiichi-g.co.jp/kyokasho/rika/42320rki 

 

第一学習社 生徒用学習支援サイト 改訂物理基礎 
「動画・アニメーション」を選択  （「解答・解説」を選択すると教科書の問等の解説が見れます。） 
「第Ⅰ章 力と運動」から「第１節 物体の運動」を選択 
「実写動画」のなかから   

タイトル    教科書関連ページ 
等速直線運動    9 
直線上の相対速度① 追い抜かれる場合 16 
直線上の相対速度② 追い抜く場合  16 
直線上の相対速度③ すれ違う場合  16 
平面上の相対速度   17 
等加速度直線運動① 加速する場合  20 
等加速度直線運動② 減速する場合  22 

「アニメーション」のなかから 
タイトル    教科書関連ページ 
平均の速度    12 
平均の加速度    18 

「NHK for School」のなかから 
タイトル    教科書関連ページ 
高速で止まるボール！？−ダイジェスト 13 
動く歩道で運動の観察   16 
車から見た別の車の動き   16 
電車から見た別の電車の動き  16 
高速で止まるボール！？−小実験  16 
走る車と加速度運動   18 

公式での直線座標の設定について 

１ 出発点を原点（x＝０）とする 

２ 初速度の向きを正（＋）とする 

３ 初速度が０の場合、加速度の向きを正（＋）とする 

 

以上 3点の設定のもと公式を利用・活用する。 








