
第３学年 理科学習指導案 
 

 

１ 単元名 風やゴムでものをうごかそう 

２ 授業づくりの視点 

○ 子どもの興味・関心の実態 

 本学級の子どもは，普段の生活の中で，窓から

入ってくる風で大きな掲示物が飛ばされて驚いた

り，輪ゴムの大きさを考えて画用紙を丸めてとめ

ようとしたりして，風やゴムは身近なものとなっ

ている。 

 また，物を動かして遊ぶことには大変興味が強

く，図画工作科における作品の中にも，可動性を

もたせた作品に仕上げる子どもが多い。夏休みの

作品にも，ゴムを使ってビー玉をはじくおもちゃ

を作っていた子どももいた。そのおもちゃを使っ

て遊んでいる子どもは，「強く引っ張りすぎたか

ら，入らなかった」「ちょっと引っ張ったら入った

よ」など，無意識のうちにゴムの力を動力に変換

し，ひき方を調整しながら遊んでいた。 

このように，ゴムや風のはたらきよっておこる

現象に関しての興味・関心は高まっている。 

 

○ 子どもの能力の実態 

 本学級の子どもは，２年生の生活科「うごく う

ごく わたしのおもちゃ」の学習において，ゴム

や風で動くおもちゃ作りを経験している。これは，

身近にある物を使っておもちゃを作ったり，遊び

を工夫したりして楽しむことをねらったものであ

る。どのようにすればよく動くか，遠くへ飛ぶか

といった思いを叶えようと，大変意欲的に取り組

んだ。この活動を通して，子どもはゴムや風のは

たらきをおおよそ理解している。しかし，ゴムや

風の力をおもちゃを動かす動力源としてとらえて

はいるものの，それがエネルギーを生み出すもの

であるととらえるまでには至っていない。 

 また，学び方については，前単元までの学習で

植物や昆虫の成長の様子や体のつくりを比べなが

ら調べることで，差異点や共通点を見いだせるよ

うになってきている。しかし，観察，実験で得ら

れた結果を図や表，グラフ等を使って比較しなが

ら表し，それらの事実をもとに自然の事物・現象

を比較し差異点や共通点に気づいたりするところ

までには，至っていない。 

○ 教材の分析 

 本単元は，「エネルギー」の内容のうちの「エ

ネルギーの見方」に関わるものであり，第５学

年「ふりこの動き」の学習につながるものであ

る。風やゴムのはたらきについて興味・関心を

もって追究する活動を通して，物が動くようす

をゴムや風の力の強さとの関係でとらえるこ

とができるようにし，ゴムや風は，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，エネルギーの見方や考え方ができるよう

にすることがねらいである。 

 地球温暖化や異常気象など，地球規模での環

境悪化が重大な問題となり，持続可能な開発の

ための教育（ESD）の推進が急務となった現在，

本単元において，環境に配慮したエネルギーを

生み出す学習は，クリーンエネルギーが求めら

れるこれからの社会において大変意義深いこ

とである。 

 

○ 本単元の系統 

 子どもは，生活科の学習の中で身近な自然を

利用したおもちゃ作りや遊びを通して，様々な

気づきをもち，遊びのおもしろさや自然の不思

議さを実感してきた。 

 本単元では，これらの学習を受け，風の強弱

やゴムの伸びる長さと物の動き方を比較しな

がら調べ，エネルギーとしての風やゴムのはた

らきについて学習する。 

 これらのことは，第５学年「ふりこの動き」，

第６学年「てこのはたらき」でエネルギーの見

方の基礎となり，さらに中学校では，「運動の

規則性」「力学的エネルギー」など，日常生活

や社会と関連づけながらエネルギーの見方の

基礎を養う学習へと発展する。 



３ 単元の目標 

自然事象への 

 関心・意欲・態度 

○ 風やゴムの力を働かせた時の現象に興味・関心をもち，進んで風や

ゴムの働きを調べようとする。 

○ 風やゴムの力の働きを活用してものづくりをしたり，その働きを利

用した物を見付けたりしようとする。 

科学的な思考・表現 

○  風を当てたときの物の動く様子や，ゴムを引っぱったり，ね

じったりしたときの物の動く様子を比較して，それらについて

予想をもったり，それらを考察したりして，自分の考えを表現

することができる。  

観察・実験の技能 

○ 送風機やゴムを適切に使って，安全に実験やものづくりをすること

ができる。 

○ 風を受けたときやゴムを働かせたときの現象の違いについて，手ご

たえなどの体感を基にしながら調べ，その過程や結果を記録すること

ができる。 

自然事象についての 

    知識・理解 

○ 風の力は，物を動かすことができることを理解する。 

○ ゴムの力は，物を動かすことができることを理解する。 

 

４ 展開計画と評価規準 （総時数 ７時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

１  風の働きを調べ

る。      (3) 

 (1) 風の力で動く

車を作って走ら

せ，問題をもつ。 

         ② 

 

 

 

 

 

 

 (2) 風の強さを変

えて，車の動く

様子を調べる。 

         ① 

 

 

 

 

○ 生活科での体験を想起させ，風

の力で車を動かすことへの興味

・関心を高める。 

○ うちわ等であおいで車を動か

し風の強さによって動く距離が

違うのではないかという問題を

もつことができるようにする。 

 

 

 

○ 床に一定間隔の線を引いた場

を準備し，車が進んだ距離を定

量的に測定できるようにする。 

○ 実験の結果を一覧表示し，風の

強さと物を動かす力の大きさの

関係について話し合う活動を取

り入れ，わかったことをまとめ

られるようにする。 

 

 

【関】風で動く車に興味・関心

をもち，進んで風のはたらき

を調べようとしている。 

   （行動観察，発言分析） 

【思】風の力で動く車を使って，

様々な道具を使って車を動か

そうとし，風の強さと進む距

離を関係付けて考えようとし

ている。 

（発言分析，記述分析） 

【思】車が進む距離がちがうわ

けを風の物を動かす力の大き

さと関係づけて考え表現して

いる。（発言分析，記述分析） 

 

２ ゴムの働きを調べ

る。      （２） 

 (1) ゴムの力で動

く車を距離の違

う的に向かって

走らせ，問題を

もつ。   ① 

    【本時】 

 

 

○ ゴムを使って距離の違う的の

中に車を止めることを体験させ

，その車の進む距離がゴムの引

き方に関係するのではないかと

いう考えをもつことができるよ

うにする。 

 

 

 

【関】ゴムの力で動く車を使っ

て，ゴムの引き方を変えて車

を的に止めようとし，ゴムの

引き方と進む距離を関係付け

て調べようとしている。 

（行動観察，発言分析） 

【思】ゴムを長く引いた時と短

く引いた時の車の進む距離を



比べ予想している。 

    （発言分析，記述分析） 

 (2) ゴムの伸ばし

方を変えて，車

の動く様子を調

べる。   ① 

 

 

 

 

 

○ ３cmと10cmにゴムを引いた時

の車の進んだ距離を一覧表示し

，ゴムの伸びの長さと物を動か

す力の大きさの関係について話

し合い，ゴムのはたらきについ

ての考えをもつことができるよ

うにする。 

 

【思】ゴムの伸びた長さによる

はたらきの違いを関係づけて

考え表現している。 

   （発言分析，記述分析） 

【知】風を強くした時やゴムを

長く伸ばした時の方が，物を

動かす力は大きいことを理解

している。 

    （発言分析，記述分析） 

３ 風やゴムのはたら

きを利用した車をよ

く走るように工夫し

たり，的の近くまで

走らせて遊んだりし

て本単元をまとめ

る。     （２） 

○ ゴムや風のはたらきをどのよ

うに利用しながら動くおもちゃ

を作るのかを明確にして取り組

ませる。 

○ ゴムを利用する場合には，ゴム

の本数や太さにも目を向けさせ

る。 

【関】風やゴムの力のはたらき

を活用してものづくりをしよ

うとしている。 （行動観察） 

 

５ 本単元における具体的手立て 

 本単元においては，車を動かす活動を通して，風の力や引っ張ると戻ろうとするゴムの力を

「 物を動かすエネルギー(力)」としてとらえ，風やゴムのはたらきについての見方や考え方を

広げることができるように，車が進む距離の変化を手がかりに定性的なものの見方から定量的

なものの見方へと追究が深まるように単元を展開していく。 

指導に当たっては，子どもの実感を伴った理解を図り，風やゴムのはたらきについての見方や考

え方を深めることができるように学習を展開する。教科書では，ゴムを取り扱った後に風を学習す

るようになっている。しかし，学び順を入れ替え，生活に身近なエネルギーとして風を取り上げ，

次に人工的に作られるエネルギーとしてゴムを学習する方が，子どもの実態に即し，思考の流れが

スムーズであると考えられる。これにより，風力発電など自然から生み出されるエネルギーの大き

さにふれた後，細かな自在化が図れるゴム動力について学ぶことになる。子どもはそれぞれのエネ

ルギーの良さを体感するとともに，ゴムが意図的に活用しやすいことを実感し，より身近なエネル

ギーとしての意識をもつことができると考える。 

 具体的には，「風の力で車を動かすことができる（定性）」「風の力と車の進む距離との関

係づけ（定量）」「ゴムの力で車を動かすことができる（定性）」「ゴムを引く長さと車の進

む距離との関係づけ(定量)」「おもちゃ作り（一般化）」の順に単元を展開していく。 

 

 （１）「出会う」段階での事象提示の工夫 

本単元の「出会う」段階においてはまず，８月に見舞われた台風により校庭の大木が倒れた

り，倉庫が動かされたりした写真を提示する。それにより，風のもつ大きなエネルギーにふれ

る。次に風車やヨットの写真を提示したり，生活科の学習を想起したりすることで，風の利用

について意識させる。そして無風状態では動かない車を動かす事象提示から，動力としての風

に着目できるようにし，自分たちで動かしてみたいという気持ちをもつことができるようにす

る。 

 



 （２）「かかわる」段階での工夫 

 子どもが事象に主体的にかかわり，根拠をもった予想を立てることができるように位置づけ

た段階である。事象提示で「もっと見たい」「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもっ

た子どもが実際に事象と自らかかわり，要因の抽出やその要因と現象との関係付けを行いなが

ら，問題意識を高めていく段階である。 

風で車を動かす場面での「かかわる」段階では，道具について自由に話し合わせ，下敷きや

大きさの異なるうちわ，吹く等子どもがさまざまな方法で取り組むことができるようにする。

そして車の走る様子と風の送り方を話し合わせ，風の力と車の進む距離との関係付け(定量)へ

とつなげていく。 

「風以外に車を動かせる動力」としてゴムを取り上げる場面での「かかわる」段階では，「距

離の違う二つのゾーンに車を止めることができるだろうか」というゲーム性を取り入れた方法

で行う。近いところと遠いところに設定された長方形のゾーンに向かって車を走らせる。子ど

もは車をゾーンに入れようとすることで主体的にかかわり，ゴムの伸ばし方の違いを実感する

ことができる。活動後，「車がゾーンに入った・入らない」という事実から，ゴムの伸ばし方に

よってそのときの車の動く距離が違うことへ言語活動プランを通して導いていく。そして，「ゴ

ムを引く長さと車の進む距離との関係付け（定量）」へとつなげていく。最後に，３cm と１０

cm ゴムを引いた時の車の進み方を話し合うことで，次時への予想が立てられるようにする。 

 （３）言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 まず，事実確認の段階では，「かかわる」活動で明らかになった「ゾーンに車を止めることが

できた」時のゴムの引き方を確認する。赤ゾーンを「近いゾーン」として取り組んだ子どもと

「遠いゾーン」として取り組んだ子どもの結果の違いを，「距離」という見方に変容させ考え方

の視点をはっきりさせる。そして，距離とゴムの引き方（伸ばし方）の関係に着目させ，科学

的な見方へと変容させていく。（対話①）その考え方を基に，対話②で次時の実験の予想を考え

させる。 

＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

 
思考の 
ステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見 

通 

す 
事実確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係づけ 

対話① 

 

 

 

・「かかわる」段階

で明らかになっ

た事実の確認を

する。 

 

 

・事実の中から，距

離・ゴムの引き方

というキーワー

ドの抽出を行う。 

 

 

 

 

 

Ｔ：赤いゾーンにはどうやったら入れることがで

きたのですか？ 

Ｃ：赤のゾーンにはちょっと引っ張ったら入った

よ。 

Ｃ：赤のゾーンにはいっぱい引っ張ったら入った

よ。 

Ｔ：あれ？反対の意見が出ましたね。ということ

はゾーンの色ではなく何が違うのかな？ 

Ｃ：赤と青は発射台からの距離が違います。  

Ｔ：遠くのゾーンと近くのゾーンに入れた時で

は，何が違ったのですか？ 

Ｃ：ゴムの引き方です。 

Ｔ：遠いところのゾーンに入れる時と近くのゾー

ンに入れる時では，ゴムの引き方がどのよう

に違うのですか？ 



 

 

 

 

・得られた事実を 

基に，距離とゴム

の引き方につい

ての関係付けを

行う。 

Ｃ：遠いゾーンの時にはいっぱい引っ張って，近

いときには少し引っ張ったよ。 

Ｃ：遠くのゾーンの時には強く引っ張ったよ。近

い時には弱く引っ張ったよ。 

Ｔ：つまりゴムの伸ばし方が変わると車の何が変

わるのですか？ 

Ｃ：ゴムの伸ばし方で車の進む距離が変わると思

います。 

 
予想(個) 

  
 
 
 
 

予想(全) 

書く・

描く① 

 

 

 

 

対話② 

・３cm と 10cm にゴ

ムを引くとどう

なるのか，事実を

根拠に予想する。 

 

・自分の予想を出 

し合う。 

Ｔ：では，ここからゴムを３㎝引いた時と 10 ㎝

引いた時では，車の止まる場所はどのように

違うと思いますか？ 

Ｃ：３㎝の時は近くて 10 ㎝の時の方が遠くに止

まると思います。 

Ｔ：どうしてそう思ったのですか？ 

Ｃ：さっき車を発車させた時，遠くのゾーンに入

れた時はいっぱい引っ張って，近くのゾーンに

入れた時は少し引っ張ったからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 本時の学習 

 （１）日時・場所  平成２７年 １１月 １２日（木）    於 体育館 

 （２）主眼 

     ゴムで車を動かし，距離の違うゾーンに止める活動を通して，ゴムの引き方によっ

て車の進み方に違いがあることに気づき，ゴムの伸ばし方と車の動く距離との関係を

予想することができるようにする。 

 （３）準備  自分で作った車，輪ゴム，発射台（カッター板），ゾーン（赤・青），掲示物 

 （４）展開 

 学習活動と子どもの意識 指導・支援上の留意点（○）と【観点】評価規準（方法） 

 

想  

 

起  

１  前時学習を想起し，本時

のめあてを確かめる。  

 

 

 

 

○  前時の終わりにゴムで車が動くことを確認して

おき，本時は距離の違う二つのゾーンを設定し両

方のゾーンに車を止めることができるだろうかと

投げかけ，本時のめあてへと導く。  

 

 

 

 

か  

 

か  

 

わ  

 

る  

２  ゴムを使ってねらった

場所に車を動かすことが

できるのかやってみる。  

（１）  場とルールの説明を

聞く。  

（２）  各班ともに近い的と

遠い的に向けて車を

動かしてみる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ６班を３グループに分け，向かい合わせで行い，

同じ色のゾーンでも，班によって距離が違うとい

う場を設定することで，両班とも近い的と遠い的

に向かって車を止める活動ができるようにする。  

○  活動に際しては，ゴムを引きすぎたり，人に向

けて引いたりすると危険であることなど，安全に

実験するよう事前の指導を徹底する。  

【関】  ゴムの力で動く車を使って，ゴムの引き方

を変えて車を的に止めようとし，ゴムの伸ば

し方と進む距離を関係付けて調べようとして

いる。  

            （行動観察，発言分析）  

   ○例  ゴムの引き方を変え，引きすぎた (引き足

りない )から今度はあまり引かない（もっと

引く）ようにしようとしている。  

   ○例  「車が行き過ぎたから今度はもう少し弱

く引くと入ると思うな。」  

◆  めあてに到達しない子どもへは，「どっちのゾ

ーンをねらっているの？」「どうやったら赤 (青 )

のゾーンに入った (入らなかった )の？」「いつで

も何回でも入れられるようにするにはどうすれ

ばいいかな？」と問いかけるようにする。  

○  十分な活動時間を確保するために，ゾーンの中

への止め方等気づいたことがあれば記録するよう

に指示しておく。  

めあて  ゴムを使って，ゾーンの中に車を止めよう。 



 

 

見  

 

通  

 

す  

３  車を動かして気づいた

ことをまとめる。  

(1) 「かかわる」段階の事

実を確認する。  

【対話①事実確認・関係づけ】 

 

 

 

 

(2)  「かかわる」段階の事

事実を整理する。  

【対話①  関係づけ】  

 

 

 

 

 

 

 

(3) 提示された図を見て，

予想を立てて話し合う。 

【書く・描く活動①】  

 

 

 

 

 

 

【対話②】  

○  どのようにすると，二つのゾーンの中に車を止

めることができたのか，言語活動モデルに基づき

話し合いを進める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  本時の活動をもとに，３ cm と 10cm の時の車の進

む距離を比較して自分なりに考えるようにする。  

 

【思】 ゴムを長く引いた時と短く引いた時の車の進む距

離を比べ予想している。  （発言分析，記述分析） 

 

 

 

 

 

 ４  本 時 の 学 習 を 振 り 返

り，次時の学習について

確認する。  

○  本時学習において，遠くのゾーンと近くのゾー

ンを比べながら，うまく車を止める方法を見いだ

せたことをしっかりと賞賛し，活動の価値付けを

行う。  

○  次時では，本時の学習で出された予想を確かめ

ることを確認しておく。  

 

気づいたこと  近くのゾーンにはゴムを少し引っ張り，遠くのゾーンにはゴムを

いっぱい引っ張ると止めることができる。 

        だからゴムの伸ばし方が変わると，進む距離が変わるだろう。 

赤のゾーンにはちょっと引っ張ったら

入りました。青のゾーンにはいっぱい引

っ張ったら入りました。 

３㎝と 10㎝だったら 10

㎝の方が遠くまで行く

と思うな。 

遠いゾーンの時にはいっぱい引っ

張ったよ。近いゾーンの時には少

し引っ張ったよ。 

10㎝だったらこの辺

りで，３㎝の時より遠

くまで進むと思う。 

ぼくは違うよ。赤のゾーンには

いっぱい引っ張ったら入った

よ。 

ゴムの伸ばし方で車の進む距

離が変わると思います。 


