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第 ３ 学 年 理 科 学 習 指 導 記 録

藤本 丈将（多目的室）

１ 単元名 「ゴムや風でものをうごかそう」

２ 単元について

（１）単元の概要

学習指導要領では，次のような位置付けになっている。

【第３学年】Ａ（２）風やゴムの働き

風やゴムで物が動く様子を調べ，風やゴムの働きについての考えをもつことができるように

する。

ア 風の力は，物を動かすことができること。

イ ゴムの力は，物を動かすことができること。

本内容は，「エネルギー」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「エネルギーの

見方」にかかわるものであり，第５学年の「Ａ（２）振り子の運動」の学習につながるものである。

ここでは，風やゴムの働きについて興味・関心をもって追究する活動を通して，風やゴムの力を働

かせたときの現象の違いを比較する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，風やゴム

の働きについての見方や考え方をもつことができるようにすることがねらいである。

本単元では，物が動く様子を風やゴムの力の強さとの関係で捉えることができるようにし，風やゴ

ムは，その力を工夫して利用すれば物を動かすことができるという，エネルギーとしての見方や考え

方ができるようにしていく。風やゴムの働きにおいて，それぞれの導入では，身近にある風やゴムの

力で動くものを挙げて，興味・関心をもたせるようにする。そして，風やゴムの力で動く車を用いて

実験を行っていく。風では強さ，ゴムでは伸ばす長さや本数を比べながら実験結果をまとめていく。

また，実験結果を用いて，「ゴムを10㎝伸ばしたときは，だいたい５ｍ進み，15㎝伸ばしたときは，

だいたい６ｍ進んだから…」というように，理由を明確にしながら，予測する活用課題に取り組み，

エネルギーの見方を養う。

単元の終わりには，風やゴムの働きを生かしたおもちゃ作りを行い，学習内容の定着を図りたい。

（２）単元の観点別目標

自然事象への関心・意欲・態度：①ゴムの力が物を動かすことに興味・関心をもち，伸ばされたゴムの働きに

ついて進んで調べようとしている。

②風の力が物を動かすことに興味・関心をもち，風の働きについて進んで調

べようとしている。

③風やゴムの働きを活用して，おもちゃを作ろうとしている。

科学的な思考・表現：①ゴムの伸ばし方を変えて働かせたときの様子を比較してゴムの働きについ

て考え，自分の考えを表現している。

②輪ゴムの数や太さを変えて車を働かせたときの様子を比較して,それらを

考察し,自分の考えを表現している。

③強い風と弱い風で車を動かしたときの様子を比較して，風の働きについて

考え，自分の考えを表現している。

観 察 ・ 実 験 の 技 能：①ゴムの働きで動く車を作り，ゴムの伸ばし方と車の動きを調べ，その過程

や結果を記録している。

②風の働きで動く車を作り，風の強さと車の動き方を調べ，その過程や結果

を記録している。

③風やゴムの力の働きを活用し，工夫しておもちゃ作りをしている。

自然事象についての知識・理解：①伸ばされたゴムには物を動かす働きがあることを理解している。

②風には物を動かす働きがあることを理解している。

（３）児童の実態と指導上の留意点
【児童の実態】 在籍33名

・理科の学習について，ほとんどの児童がおもしろいと感じている。理由としては,植物や昆虫が好
きで,観察すると新たな発見がたくさんあるからと答えた児童が多かった。おもしろくないと答え
た児童もいたが，虫が苦手だったり,観察するときにうまく絵が描けなかったりなどの理由を挙げ
ていた。

・ゴムの特性について聞いたところ，ほとんどの児童がのびると答えた。その他にも引っ張ると戻る
やねじれる等の答えもあった。しかし,全く分からないと答えた児童も少数いた。また,何かをゆわ
く経験や,ゴムを使ったおもちゃを作った経験をした児童もいた。

・風の特性について聞いたところ,強い風や弱い風があると答えた児童が多かった。また，台風やつ
むじ風のイメージがある児童もいることが分かった。
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・風の働きについては，うちわや風車など自然の風を利用したものについての答えが多かった。
ゴムと比べて風を利用したおもちゃで遊んだ経験のある児童があまりいなかった。

【指導上の留意点】

・観察したことを絵や言葉で表現することも言語活動の一つである。どのような言葉を使って，どの

ように説明したらよいか分からない児童にとっては，言語活動の時間は苦しい時間となってしまう。

本時では，なぜそのような予想になったのか理由を考えることを大事にしたい。理由を考える際に

つまずいてしまう児童については，キーワードを掲示する等の支援をしていく。また，グループで

相談する場を設定し，友達の考えを参考にできるようにする。

・本時では，「伸ばされたゴムは，元にもどろうとする。」,「ゴムを伸ばす長さによって，車の走る

距離は違う」という点をしっかりと確認する。

３ 研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を

生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。

※「５ 本時の指導にて」

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで,21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考

えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

※「５ 本時の指導にて」

仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで,21世紀を生き抜く力を育てることがで

きる。

④ 単元の導入において，後に習得する知識・技能を活用する課題を示す。

導入の際に，ゴムや風の力を利用して動くおもちゃを児童に見せる。そこで,それぞれのおも

ちゃが,どんな力を使って動いているのかを考えさせるとともに,ゴムや風の働きに興味・関心を

もたせる。そして,ゴムや風の働きを使うと,ものの動き方はどのように変わるのか，学習してい

く中で発見へと導いていく。

４ 指導計画（全７時間扱い）

時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

１ ・ゴムや風の力を利用し ・ゴムや風の力を利用したおもちゃを見せる。

・ たおもちゃを見て，ど ・実際に,おもちゃを動かす体験をする。

２ んな力を使って動いて 評 ゴムや風の力が物を物を動かすことに興味・関心をもち,ゴムや

いるか考えることがで 風の働きについて進んで調べようとしている。 （関①）

きる。

・ゴムで動く車を作り， ・ゴムで動く車を作り，ゴムの伸ばし方を変えて，車を走らせ，結果

ゴムの伸ばし方で車の を記録する。

動き方が変わることを ・ゴムの伸ばし方を変えたときに，車はどう動くか調べ，様子を比較

調べることができる。 して考えをまとめる。

評 ゴムの働きで動く車を作り，ゴムの伸ばし方と車の動き方を調べ，

その過程や結果を記録している。 （技①）

評 ゴムの伸ばし方を変えて働かせたときの様子を比較して,ゴムの

働きについて考え，自分の考えを表現している。 （思・表①）

③ ・前時までの実験結果か ・前時までの結果をもとに，ゴムの伸ばし方を調節して，狙ったとこ

本 ら，車を狙った場所に ろに車を止めるゲームをする。 【活用課題】

時 止めるために,どのくら 評 伸ばされたゴムには物を動かすはたらきがあることを理解してい

いゴムを伸ばすとよい る。 （知①）

かを考えることができ

る。

４ ・もっと遠くまで車を進 ・輪ゴムの数や太さを変えて，車が進む距離がどのように変わるかを

めるためには,どのよう 比較して考えをまとめる。

な工夫をすればよいか 評 輪ゴムの数や太さを変えて車を働かせたときの様子を比較して,

考えることができる。 それらを考察し,自分の考えを表現している。 （思・表②）

５ ・風で動く物を探したり，・身の回りで風の力で動く物を探す。
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風で動く車を作ったり ・風で動く車を作り，走らせる。

して，風の力で物が動 評 風の力が物を動かすことに興味・関心をもち，風の働きについて

くことを知ることがで 進んで調べようとしている。 （関②）

きる。

６ ・風の強さによって車の ・強い風と弱い風では，車はどう動くか調べ，様子を比較して考えを

動き方が変わることを まとめる。

調べることができる。 評 風には物を動かす働きがあることを理解している。 （知②）

評 風の働きで動く車を作り，風の強さと車の動き方を調べ，そ の

過程や結果を記録している。 （技②）

評 強い風と弱い風で車を動かしたときの様子を比較して，風の働き

について考え，自分の考えを表現している。 （思・表③）

７ ・風やゴムの働きで動く ・風やゴムの働きで動く物を作って遊ぶ。

物を作ることができる。評 風やゴムの力の働きを活用して，おもちゃを作ろうとしている。

（関③）

評 風やゴムの力の働きを活用し，工夫しておもちゃ作りをしている。

（技③）

５ 本時の指導（３／７）

（１）目 標

前時までの実験結果から，車を狙った場所に止めるために,どのくらいゴムを伸ばすとよいかを

考えることができる。

（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を

生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。

児童は本時までに，ゴムを長く伸ばすほど車が遠くに進むことや，ゴムを２本重ねて伸ばすと，

より遠くに進むことを学習している。データを活用する活動として，前時までの実験結果から，ど

のくらいゴムを伸ばせば狙った場所に止められるのか考える活用課題を設定した。前時で，ゴムの

伸ばし方による車の動き方の違いを調べ，結果を図や表で記録することに取り組ませることで，本

時ではデータを用いて，新しい課題について予測する力を身に付けさせたい。

○活用課題に対する評価基準を明らかにする。

本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め

るための手立てをうつ。

Ａ評価：ゴムの特性を理解し，的確に実験を進め，結果からゴムののばし方と距離に着目して根拠の

ある考えを言葉で表現している。

Ｂ評価：ゴムの特性を意識して，データを用いて答えを予測することはできたが，根拠のある考えを

言葉で表現するのが不十分である。

Ｃ評価：ゴムの特性の理解が不十分で，答えを予測することができず，言葉で表現できない。

（ゴムの特性が分かっていない児童には，既習資料を振り返り，ゴムの性質やデータの見方を

助言する。また，記録から平均を考えられない場合は，図の見方を確認し，図で説明させた

後，教師が数値化していく。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで,21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え

を理解し，よりよい解決方法を導き出す場面を設定する。

本時では，予想の段階で，「ゴムを10㎝伸ばしたときは，だいたい５ｍ進み，15㎝伸ばしたとき

は，だいたい６ｍ60㎝進んだから･･･。」というように，自分の今までの実験結果から，どのくら

ゴムを伸ばしたらよいか予想できるようにしていく。しかし，まだ「平均」の学習はしていないた

め，ここでは３回の記録から「だいたい」という言葉を使って平均を考えさせる。できれば数値を

使って言語活動ができるようにしたい。結果のどの部分から考えればよいか分からない児童もいる

と思うので，一人一人の予想の後，グループで話し合う時間を設け，一緒に解決するようにしてい

く。その際，なぜそうしたのかの理由をしっかりと聞き，意見をまとめられるようにしていきたい。

また，グループで一人一回挑戦でき,合計200点を目指すという条件をつけることで，一人一人がど

この点数を狙い，その点数を狙うためにはどのくらいゴムを伸ばせばよいかをグループ全体で相談

し，話し合いを活発にしていきたい。二度目の実験時には,一度目の実験結果を考えて，グループ

で話し合う時間をとり，より200点に近づけるようにしていく。
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（３）展 開 ◎印は，研究仮説とのかかわり 手（手立て）評（評価）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時 配
実際の児童の様子 実際の実験結果 ()は実際にかかっ

た時間

１ 前時までの学習を振り返り,ゴムの働き ・これまでの学習を振り返ることができるよ ５

について分かったことを確認する。 うに,前時までの学習資料を掲示した。 (３)

・伸ばされたゴムは，元にもどろうとす ・ゴムののばし方を変えると,車の進むきょ

る。 りが変わる。長くのばすと車は遠くに進

・ゴムをのばす長さによって，車の走る んだ。短くのばすと車はあまり進まない。

距離は違う。 ・車はゴムが元にもどろうとする力で進む。

２ 本時の学習内容を確認し,予想をする。 ・予想をする際には,グループの中でどこの点 ７

ねらった場所に車をとめるには,どう 数を狙うか役割を決め,決まった点数に車を (12)

したらよいだろうか。 止めるために,どのくらいゴムを伸ばせばよ

いかをワークシートに書かせた。その後グ

〈予想される児童の考え〉 ループで話し合う場を設定し，なぜそのよ

・ゴムを５㎝，10㎝，15㎝のばして車を走 うに考えたを伝え合い，意見をまとめた。

らせた前回の結果から,だいたいの長さを

考えればいいと思う。 ・予想する時には，前回の記録（表と図）を

参考にするよう助言した。

・３人グループとし,一人一回しか挑戦できな

いことを伝え,課題と真剣に向き合えるよう

にした。

◎一人ずつ予想させた後，グループで相談す

る時間をとり，自力では予想を立てるのが

困難な場合は,友達のアドバイスをもらい,

考えさせるようにした。

・30点は３ cm のばします。理由は,４ cm
のばすと１ m90cm だったので,１ cm 縮

めるとちょうどいいと思う。

３ ルールを確認し,グループごとに実験を ・ルールは掲示しておき，ゲーム中も確認で 10

行い,結果を確認する。 きるようにした。 (13)

・合計200点を取るためにはそれぞれの点数を

・点数は30点,70点,100点として,合計200 一回ずつ取らないといけないことを確認し

点を目指す。 た。

・グループで一人一回挑戦する。 ・実験がスムーズに行えるように，車を操作

・車を操作する人以外は,スタート位置を する人,スタートの位置を確認する人,記録

確認したり,点数の記録をしたりと役割 をする人という役割を前もって分担した。

を決め,グループで協力する。

４ うまくいかなかったグループを全体で ・狙った場所に車を止めることができた人 ５

取り上げ,どうすれば合計200点に近づ は18人,止められなかった人は15人いた。 (5)

くかを話し合う。 ３人グループで全員が止めることができ

たグループは1グループあった。
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・ゴムをのばす長さが長いほど，車は遠 評 伸ばされたゴムには物を動かす働きがあ

くにいくことが分かります｡なぜなら， ることを理解している。

ゴムをのばす長さによって物を動かす （発表・ワークシート）（知①）

はたらきの大きさがちがうからです。 手 ゴムの特性を理解していない児童につい

ては,掲示物を振り返らせ，どのような働き

があったか確認した。

５ 話し合ったことを生かして，もう一度 ・実験結果からグループで話し合い，合計200 ７

挑戦する。 点に近付けさせるようにした。初めの実験 (5)

で合計200点を取ることができたグループ

は，もう一度，合計200点を目指すように伝

えた。

・狙った場所に車を止めることができた人

は28人,止められなかった人は５人いた。

3人グループで全員が止めることができ

たグループは６グループあった。

６ 結果を記録し，結果から分かることを 5

全体で話し合い,全体でまとめをする。 (7)

ねらった場所にとめるためには，今 〈実際のまとめ〉

までの実験結果のデータから，ゴム 車をねらった場所に止めるには,前のデ

をのばす長さを考えるとよい。 ータを見て,ゴムののばす長さをかえる

とよい。

７ 自己評価をし,学習の感想を書く。 3

(0)

８ 後片付けをする。 3

(0)

６ 本時の成果（○）と課題（●）

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を

生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。

児童は本時までに，ゴムを長くのばすほど車が遠くに進むことを学習している。データを活用す

る活動として，前時までの実験結果から，どのくらいゴムをのばせば狙った場所に止められるのか

考える。

○児童が予想する際に，今まで測ってない場所に対して「前の実験で,○○だったから今回は○○

くらい」という発言があった。そのため，前のデータと比較して，車をねらった場所に止めよう

と考えられていた。

●前時までの結果から予想を立てることはできていたが，全体で予想を話し合う時間があまり取れ

なかった。実験の仕方やルールについて教師が話しすぎたこともあったので，簡単に流れを確認

するなど,話し合いや実験の時間を確保していきたいと思う。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで,21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え

を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

○「3人グループで一人一回しか挑戦できない」という条件をつけたことによって，グループで話

し合わなければいけないという必要感をもつことで，話し合い活動がより活発になった。また，

予想が立てられなかった児童も，話し合いをすることで一人一人が予想を立てることができた。

○実験を2回行ったことで，１回目の実験の結果を活かそうとする意識がグループの中で高まり，

話し合いが活発になった。

●話し合い活動の時間が少なく，活発に行っているグループもあったが,まとまらずに実験を行っ
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たグループもあったので，もう少し,導入の時間を削り,話し合いの時間を確保すべきだと感じた。

●ねらった場所に入らなかったグループを全体で取り上げて,話し合う活動が必要だったと感じた。

しかし時間が無く,グループの話し合いで終わってしまった。全体で話し合うことで，より前時

までの実験結果を使うこともできたり,児童同士でアドバイスし合ったりと工夫すべきだった。

７ 評価について

（１）本時の評価規準（自然事象についての知識・理解）

のばされたゴムには物を動かすはたらきがあることを理解している。

（２）評価技法と評価基準

〈評価技法〉

本時で提示された活用課題について，既習事項や実験結果を根拠として分かりやすく論理的に

説明できているかを，児童が書いた学習プリントの記述から分析した。

〈評価基準〉

ゴムの特性を理解し，的確に実験を進め，結果からゴムののばし方と距離に着目して根拠のあ

る考えを言葉で表現している。【Ａ評価】

ゴムの特性を意識して，データを用いて答えを予測することはできたが，根拠のある考えを言

葉で表現するのが不十分である。【Ｂ評価】

ゴムの特性の理解が不十分で，答えを予測することができず，言葉で表現できない。【Ｃ評価】

（３）評価の実際

【Ａと評価するポイント】

・前回の結果と今回の結果を比較しながら,ゴム

をのばす長さを分析している。｢10ｃｍでだい

たい５ｍ30ｃｍだから,100点（６～７ｍ）は

あと１ｃｍぐらい長くする｣というように具体

的な数値を用いて書くことができている。

【Ｂと評価するポイント】

・どのくらいゴムをのばせばねらった場所に止

められるか前回の結果を使って予想できたが,

具体的な根拠が書かれていない。
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【Ｃ評価になってしまう児童への手立て】

・ねらった場所に止めることがねらいであるの

に対して,とてもよく進んだことに満足してい

る。

【手立て】

・ゴムの特性の理解が不十分な場合には,もう一

度課題を振り返らせるとともに,ゴムにはどの

ようなはたらきがあったかを確認させた。


