
【FdData中間期末：中学理科2年電気】 
 [静電気の実験] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[ティッシュとストローを使った実験] 
[問題](1学期中間) 
図のように，2 本のストローA，B と

ティッシュペーパーを強くこすりあわせ

た。こすりあわせた後，次の①，②のよ

うに2つの物体を近づけると，反発し合

うか，引き合うか。 
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① ストローA とストローB を近づける。 
② ストローA とティッシュペーパーを

近づける。 
 
[解答]① 反発し合う。 ② 引き合う。  
[解説] 
 
 
 
電気を通さない 2 種類の物体(ストロー

とティッシュペーパー)をこすりあわせ

ると，電子の移動によって，一方が＋，

他方が－の電気を帯びる。これを静電気

という。異なる種類の電気(＋と－)は引

きあい，同じ種類の電気(＋と＋，－と－)
は反発する。2 本のストローA，B は同

じ種類の電気を帯びているので，おたが



いに反発する力が働く。ストローとティ

ッシュペーパーは異なる電気を帯びてい

るので引きあう。 
 
※この単元で出題頻度が高いのは「スト

ローとストロ－は同じ種類の電気を帯び

るので反発する」「ストローとティッシュ

ペーパーは異なる電気を帯びるので引き

あう」である。 
 



[問題](1学期期末) 
ストローAをティッシュペーパーでよ

くこすって，消しゴムにさしたクリップ

にかぶせて，自由に動かせるようにした。

次に，同じ材質のストローB をティッシ

ュペーパーでこすった。次の各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ちがう種類の物質を摩擦したときに

発生して物体にたまる電気を何とい

うか。 



(2) ストローA に，①ストローB を近づ

けたとき，②ティッシュペーパーを

近づけたとき，それぞれ引き合うか，

それとも反発し合うか。 
(3) ストローA が－の電気を帯びている

とき，①ストローB，②ティッシュ

ペーパーは，それぞれ＋の電気，－

の電気のどちらを帯びているか。 
 
[解答](1) 静電気 (2)① 反発し合う。 
② 引き合う。 (3)① －の電気 
② ＋の電気 
[解説] 
(3) ストローをティッシュペーパーでこ

すると，電子の移動により，片方が＋，

他方が－の電気を帯びる。「ストローAが

－の電気を帯びているとき」とあるので，



ティッシュペーパーは＋の電気を帯びる。

ストローBはストローAと同じ種類の－

の電気を帯びる。 
 
 
[問題](1学期期末) 
図 1 のように，2 本のプラスチックの

棒を布で十分にこすった。次の各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) こすった後，図 2 のように 2 本の棒

を近づけてひもでつり下げると，棒

と棒の間にはどのような力がはたら

くか。 
(2) こすった後，図 3 のように棒の1 本

をひもでつり下げ，こすった布を近

づけると，棒と布の間にはどのよう

な力がはたらくか。 
(3) (1)や(2)の力がはたらいたのは，2つ

の物体に何という電気が生じたから

か。 
(4) (3)の電気は，こすり合わせた物質間

を，＋の電気，－の電気のどちらの

電気を帯びた粒子が移動して生じる

か。「＋」「－」のいずれかで答えよ。 
(5) 同じプラスチックどうしをこすりあ

わせると，(3)のような電気は生じる

か。 



[解答](1) 反発し合う力 
(2) 引き合う力 (3) 静電気 (4) － 
(5) 生じない 
[解説] 
(1)(3) 電気を通さない 2 種類の物体(プ
ラスチックと布)をこすりあわせると，一

方が＋，他方が－の電気を帯びる。これ

を静電気という。2 本の棒は同じ電気を

帯びるので反発する力が働く。 
(2) 棒と布は違う種類の電気(＋と－)を
帯びるので，引きあう力が働く。 
(3)～(5) 静電気は，－の電気を帯びた粒

子(電子)が移動することによって生じる。

ただし，同じ種類の物体をこすっても静

電気は生じない。 
 
 



[問題](3学期改) 
1 本のストローを紙ぶくろとストロー

がこすれ合うように勢いよくとり出した。

次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 次の文の①～③に，＋，－のいずれ

かを入れよ。 
紙ぶくろからストローに( ① )

の電気を帯びた電子が移動するため，

紙ぶくろは( ② )の，ストローは

( ③ )の電気を帯びることになる。 
(2) (1)のように，ちがう種類の物質がこ

すれ合うときに発生する電気を何と

いうか。 
(3) 図 1 のように，洗たくばさみにつる

したストローに紙ぶくろを近づけた。

ストローはア，イのどちらの方向に

動くか。 



(4) 2本のストローA，Bを紙ぶくろとス

トローがこすれ合うように勢いよく

とり出した。図 2 のようにストロー

A にストローB を近づけた。ストロ

ーA はウ，エのどちらの方向に動く

か。 
(5) 図のような実験をするとき反応が起

きやすいのは乾燥した日か，湿度が

高い日か。 
 
[解答](1)① － ② ＋ ③ － 
(2) 静電気 (3) イ (4) ウ 
(5) 乾燥した日 
[解説] 
(1)「紙ぶくろからストローに( ① )の
電気が移動する」とあるが，移動するの

は－の電気を帯びた電子である。その結



果，電子の一部を失った紙ぶくろは＋に

帯電し，電子が入り込んだストローは－

に帯電する。 
(3) ストローは－に，紙ぶくろは＋に帯

電している。異なる電気(＋と－)は引き

合う。 
(4) ストローA，Bは同じ電気(－)に帯電

している。同じ種類の電気は反発し合う。 
(5) 乾燥しているほど静電気は起きやす

い。 
 
 



[その他の実験] 
[問題](2学期期末) 
プラスチックの下

じきで髪の毛をこす

って，下じきを持ち

上げると，右図のよ

うに髪の毛が下じき

に引きつけられてさか立った。この理由

を説明した次の文の①，②の(  )内か

らそれぞれ適語を選べ。 
下じきで髪の毛をこすったとき， 

①(＋／－)の電気が②(髪の毛から下じき

に／下じきから髪の毛に)に移動して，下

じきは－の電気を，髪の毛は＋の電気を

帯びたためである。 
 
[解答]① － ② 髪の毛から下じきに 



[解説] 
異なる種類の物質をこすり合わせたとき，

移動するのは－の電気を帯びた電子であ

る。したがって，①には「－」があては

まる。 
「下じきは－の電気を，髪の毛は＋の電

気を帯びた」とあるので，－の電気を帯

びた電子は髪の毛から下じきに移動した

ことがわかる。 
 
 



[問題](1学期期末) 
ティッシュペーパー，ポリエチレンの

ひも，塩化ビニルの管を用意し，図のよ

うな実験を行なった。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 摩擦によって生じる電気を何という

か。 
(2) この実験のようになるのは，こする

ことによって物体の中にある－の電

気をもった小さい粒が移動するから

である。この粒を何というか。 
(3) (2)の粒が移動して出ていった後，そ

の物体は＋，－どちらの電気をもつ

か。 
(4) ポリエチレンのひもと塩化ビニルの

管に生じた電気は同じか，ちがうか。 
(5) ポリエチレンのひもをこすったティ

ッシュペーパーを塩化ビニルの管に

近づけると，引きあう力がはたらく

か，反発する力がはたらくか。 
(6) 上のような電気を利用した製品や器

具を1つ書け。 



[解答](1) 静電気 (2) 電子 (3) ＋ 
(4) 同じ (5) 引きあう力 
(6) コピー機 
[解説] 
ポリエチレンのひもとティッシュをこす

ると，ティッシュの中の電子(－の電気を

帯びている)の一部がポリエチレンのひ

もに移動し，ティッシュが＋の電気，ポ

リエチレンのひもが－の電気を帯びるこ

とがわかっている。 
実験④のように，ポリエチレンのひもと

塩化
え ん か

ビニルの管の間には反発しあう力が

働くので，ポリエチレンのひもと塩化ビ

ニルの管は同じ種類の電気(－)を帯びて

いることがわかる。ポリエチレンのひも

をこすったティッシュ(＋の電気)を，塩

化ビニルの管(－の電気)に近づけると，

互いに引きあう力がはたらく。 



[問題](2学期中間) 
図のように 2 種類のシート A，B で，

発泡スチロールでできた球C，Dをそれ

ぞれ摩擦した。その後，球 C と D を天

井からつるすと，図 3 のようになった。

球Cが持つ電気を＋とすると，シートA，
およびDがもつ電気は，＋，－のどちら

か。それぞれ答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[解答]A：－ D：－ 
[解説] 
電気を通さない異なる2種類の物体をこ

すりあわせると，一方が＋，他方が－の

電気(静電
せいでん

気
き

)を帯びる。球Cが＋なので，

Aは－になる。次に，図 3 より，球Cと
球Dの間には引きつけあう力が働いてい

ることがわかる。同じ種類の電気(＋と＋，

－と－)は反発しあい，異なる種類の電気

(＋と－)は引きつけあうので，球Dと球C
は異なる電気を帯びていると考えられる。

したがって球Dは－である。 
 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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