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第３学年 理科学習指導案 

日 時 令和２年７月１０日（金） 

学年組 第３学年２組 ３５名   

指導者 舛谷 綾乃        

 

１ 単元名   風やゴムの力 （教育出版） 

 

２ 単元の目標 

   風とゴムの力と物の動く様子に着目して、それらを比較しながら、風とゴムの力の働きを調べる

活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、

主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題解決をしようとする態度を育成する。 

 

３ 単元の評価規準 

  観点 

評価 
知識・技能 思考・判断・表現 

主体的に学習に取り組む

態度 

単元の 

評価規準 

①風の力は、物を動かすことがで

きることや、風の力の大きさを

変えると、物が動く様子も変わ

ることを理解している。 

②ゴムの力は、物を動かすことが

できることや、ゴムの力の大き

さを変えると、物が動く様子も

変わることを理解している。 

③風とゴムの力の働きについて、

器具や機器などを正しく扱いな

がら調べ、それらの過程や得ら

れた結果を分かりやすく記録し

ている。 

①風とゴムの力の働きに

ついて、差異点や共通

点を基に、問題を見い

だし、表現するなどし

て問題解決している。 

②風とゴムの力の働きに

ついて、観察、実験など

を行い、得られた結果

を基に考察し、表現す

るなどして問題解決し

ている。 

①風とゴムの働きについ

ての事物・現象に進ん

で関わり、他者と関わ

りながら問題解決しよ

うとしている。 

②風とゴムの力の働きに

ついて学んだことを学習

や生活に生かそうとして

いる。 

 

４ 指導観 

（１）教材観 

本単元は、新小学校指導要領解説理科編第３学年「Ａ物質・エネルギー」の次の内容を受けて設定した。 

 

 

 

 

 

  風とゴムの働きについて、力と物の動く様子に着目して、それらを比較しながら調べる活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。 

 （ア）風の力は、物を動かすことができること。また、風の力の大きさを変えると、物が動く様子

も変わること。 

 （イ）ゴムの力は、物を動かすことができること。また、ゴムの力の大きさを変えると、物が動く

様子も変わること。 
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  本単元は、学習指導要領の第３学年「エネルギー」についての基本的な見方や科学的な概念を柱とし

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「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。 

また、本単元では、風を受けたときの動きやゴムを働かせたときの手ごたえなどの体感を基にした活

動を重視する。そして、得られた結果を比較したり表に整理したりすることを通して、風やゴムの動き

について捉えるようにする。言葉でうまく表現できなくても、疑問や仮説をもって能動的に追求する楽

しさを味わう経験を積むことのできる単元であり、今後の理科の学習を進めていくうえで、児童が意欲

的に理科の学習に取り組むきっかけにもなる単元である。 

第１次では、風受け（帆）を付けた車を作って遊ぶ活動から、「弱い風のとき」と「強い風のとき」

の車の動いた距離を比較し、問題を見いだす。その後、風の力と車の動いた距離に着目して、主体的に

問題を解決していくことを通して、風の力の大きさを変えると物の動き方も変わることを理解してい

く。 

第２次では、ゴムで動く車で遊ぶ活動から、「ゴムを短く伸ばしたとき」と「ゴムを長く伸ばしたと

き」の車の動いた距離を比較し、問題を見いだす。その後、ゴムの力と車の動いた距離に着目して、主

体的に問題を解決していくことを通して、ゴムの伸ばし方を変えると物の動きが変わることを理解し

ていく。 

第３次では、風車やゴム鉄砲などの身の回りの物について、風やゴムの力の利用の仕方を説明する活

動を通して、これまでに学んだことを学習や生活に生かそうとする態度を伸ばしていく。 

３年生で扱う教材の「風車」「ゴム」「磁石」「豆電球」などは、児童の興味や関心を喚起するもので

あり、児童が個々に扱い学習することに適していると考えられる。児童にとっては、楽しみである一

方、日常生活の中でその性質や働きについてはあまり意識していないことでもある。「ゴム」は衣類や

おもちゃなどに使用されているため、その性質については直感的体験的に理解をしていると考えられ

る。 

   

（２）児童観 

 本学級の児童は、明るく元気な児童が多い。授業も活発に意見を発言する児童が多い。しかし、自分か

ら発言しない児童もいる。ノートに書くなどして、自分の考えをもつことができているので、指名した

り、教師が取り上げたりして、学級全体で学習を進めるようにしている。また、「間違ってもよい」「失敗

してもよい」ことを常日頃から伝え、道徳や学級活動の時間などを利用してグループワークを多く取り

入れ、学級の雰囲気作りを工夫している。休み時間や体育の学習でも、学級遊びや仲間とチームを組んで

行うゲームを好んで行っている。友達と悩み考え協力することの楽しさに気付き始めているところであ

る。 

本学級の児童は、２年生の生活科「おもちゃ作り」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、児童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 
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風の力をおもちゃを動かす動力源として捉えてはいるものの、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付いたりするところまでには、至っていない。 

 

（３）指導観 

理科の入門期における実験で大切なことは、遊びから学習へと転換していく過程を構成していくこ

とと、実験から何が分かったのかを児童に捉えさせることである。そのため、自由に遊ぶ中で自分たち

が見いだしたことを表現させ、それをもとに学習が進むようにしたい。まず、自由に試してみて、分か

ったことや、気付いたこと、困ったことなどを箇条書きの文章やメモ、図などに記録させる。そして、

蓄積した内容を自分なりの言葉で発表する機会を設け、学級全体で交流する。このとき、他の児童が気

付いていないことを見いだした児童の考えを取り上げたり、まだ試していないことがあれば再度時間

をとって試させたりする。児童の見いだした気付きから学習課題を設定し、学習の流れを作りながら実

験へと結びつけたい。  

また、実験から何が分かったかを意識させるためには、実験の意味をとらえる思考の流れを体験さ

せ、そのよさを知らせていくことが必要である。そのために、「何と何を比べ、何を調べるか」、「何を

変えて、何を同じにするか」という条件を問いかけ、実験の意味や実験を進めるために必要なことを確

認しながら学習を展開していきたい。 

 

５ 研究主題との関連 

（１）中学年分科会が考える深い学び 

既習事項と新しい知識を結び付けて理解したり、物事や状況を比較させながら、自分の考えをもっ

たり、問題意識をもって解決策を考えたりすることができる姿。 

（２）本単元における深い学びの姿 

物事や状況を比較させながら、自分の考えをもったり、問題意識をもって解決策を考えたりするこ

とができる姿。 

 ①本単元で働かせる「見方・考え方」 

   風やゴムの力で物が動く様子を調べる活動の中で、「量的・関係的」な見方を働かせ、「風の力が大

きくなると、物の動きも大きくなる」といった視点（量的・関係的）や、「ゴムの元に戻ろうとする

力が大きくなると、物の動き方も大きくなる」といった視点（量的・関係的）などから、風とゴムの

力の働きを捉えるようにする。その際、第３学年で重視される「比較」という考え方を用いて、風や

ゴムの力の大きさと物の動く様子との関係を調べるようにする。 

 ②本単元における「主体的・対話的で深い学び」 

  一人一人が車を作り、繰り返し具体物を操作した中から生まれた疑問をもとに、試行錯誤しながら

自分で問題を見いだし、予想したことを自分の車で確かめていくところが、「主体的な深い学び」に

つながる。また、自分の車で調べた結果を友達の結果と比べて話し合い、クラスのデータを基に客観

性のある結論を導いていくところが「対話的な学び」につながる。このような「主体的・対話的で深
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い学び」を、風の力の学習とゴムの力の学習において繰り返すことで、より「深い学び」につながっ

ていくと考える。 

 

（３）深い学びに迫るための具体的な手立て 

 ①単元・授業構成の工夫 

・本単元の中では、まず風のはたらきについて、量的・関係的な見方をはたらかせて問題解決に取り組

む。風の力をゴムの力に置き換えて、同じように量的・関係的な見方をはたらかせる場を整えること

で、問題解決学習の流れを掴むと同時に、量的・関係的な見方を身に付けることができるように工夫

した。 

 ・知識・技能を活用して問題解決学習に取り組む場を単元の後半に設定することで、より困難な問題に

対して、既習事項や量的・関係的な見方をはたらかせて取り組ませるようにする。その過程で、思考

力、判断力、表現力の育成を図る。 

 ・他教科との関連を示すことで、既習事項の活用を促す。 

 ②対話の工夫 

 ・興味・関心を引き出す共通の目標をもたせるために、チームでゴールを目指す学習活動を設定する。

知識・技能を活用する場で課題が明確になり、複数のメンバーで解決策の話し合いをする有用性が感

じられるようになると考えられ、この工夫により対話を活性化させる。 

 ・問題を徐々に高度化させ、話し合いによって解決できた経験を積み上げさせていくことで、対話の効

果を価値づけていく。 

 ・ドットグラフの解析、考察にあたっても、多様な意見から法則やデータのゲームへの利用方法などを

話し合わせる。多くの意見を聞くことで、一人では気が付かない法則や利用方法を導き出し、対話の

必要性を実感させる。 

 ③思考ツールの活用 

 ・本単元の重要な思考スキルは、「比較」と考えた。量的・関係的な見方から、加えた力と発生した力

を比べられるようにドットグラフ（散布図）を用いる。ドットグラフを用いることで、加えられた力

の量と運動量が比較でき、その関係性を可視化することができる。また、データの拡散状況や近似値

などについて議論することで、データの有効性と利用方法を考察することができることから、ここで

も量的・関係的な見方をはたらかせることにつながる。 

 ・ドットグラフのデータを整理する表の作成を行う。ドットグラフで明らかに誤差と思われる数値を

取り除いた平均的な運動量を表にまとめることで、データの利便性が高められることを理解させる。 

 ・情報を共有する思考ツールとして、誤差の出た方法をまとめて掲示し、可視化する。 

 ④リフレクションの活用 

 ・学習を通して、自分の思ったことや考えたこと、学び方についてなどを常に振り返る時間を確保する

ことで、次時につながる問いを生み出したり、生活体験や既習事項と関連付けたりすることができる

と考えた。 

 ・学びの調整力を育むため、問題解決学習の流れの中で、予想、考察の時間を十分にとり、実験の過程

を振り返らせる。自分の予想、実験結果を考察時に振り返らせることによって、自分の学びを検証さ

せ、メタ認知により、自分の特性を知るとともに、さらなる改善を促していく。
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６ 教科等横断的思考スキル図 

 

 

 

 

各教科等軸 
時
間
軸 

 ① 国語科 

② もっと知りたい、友だちのこと 

③ 比較する 

④ いろいろな事柄を比べて、伝

え合うために必要な事柄を

選ぶ活動を行う。情報を比べ

て、目的にあったものを選び

伝え合う姿が見られた。 

① 算数科 

② 九九をみなおそう 

③ 関連付ける 

④ 既習事項である九九の範囲

を超える乗法として、九九を

超える乗法の計算方法を、九

九との関係を利用して、図や

式などを用いて考える姿が

見られた。 

① 社会科 

② 学校の周りの様子 

③ 比較する 

④ 場所ごとの様子を比較したり

土地利用の様子や交通などを

関連づけたりして考える活動

を行っていた。 

① 理科科 

② チョウを育てよう 

③ 比較する 

④ 身近な昆虫の様子を比べる活動を

通して，差異点や共通点をもとに問

題を見いだし、解決するための実

験・観察をすすんで行っていた。 

① 体育科 

② かけっこ・リレー 

③ 比較する 

④ 動きを身に付けるための練

習の仕方を知り、練習の仕方

を比較する活動を通して、自

分のチームの力に応じた練

習方法や練習の場を選ぶ姿

が見られた。 

① 国語科 

② 引用するとき 

③ 関連付ける、具体化する 

④ 理由や事例との関係を結び

つけて考え、論旨を明確にし

て表現する方法を考える。論

旨に合わせた事例を選んだ

り、理由を考えたりする姿が

見られるようになった。 

① 算数科 

② 長い長さをはかって表そう 

③ 比較する 

④ 長さについての単位や計器を

用いて身の回りのものの長さ

をはかったり、既習の単位との

関係について考えたりしたこ

とを振り返り、数理的な処理の

よさに気づき今後の生活や学

習に活用しようとする姿を目

指す。 ① 理科科 

② ものの重さ 

③ 比較する、関係づける 

④ 物の重さについて、形と重さの

関係を、差異点や共通点をもと

に考え、友だちとの交流を通し

て、問題を見いだし、解決してい

く姿を目指す。 

① 国語科 

② はんで意見をまとめよう 

③ 比較する 

④ 日常生活の中から話題を決

め、集めた材料を比較したり

分類したりして、伝え合うた

めに必要な事柄を選ぶ活動

を行う。友だち同士の意見を

比べ、大切な事柄を選び、ま

とめられるようにする。 

① 理科 

② 風やゴムの力 

③ 比較する 

④ 風の力やゴムの力のはた

らきについて，量的・関係

的な見方で比較して、差

異点や共通点をもとに友

だちと交流し、主体的に

問題解決に取り組む姿を

目指す。 

① 体育科 

② ゴール型ゲーム 

③ 比較する 

④ チームの練習方法を比べ

て、自分のチームにあった

練習方法を考える活動を通

して、友だちとの交流の価

値を見いだして取り組む姿

を目指す。 

① 体育科 

② 小型ハードル走 

③ 比較する 

④ 友達の走り方と見本となる

走り方を比べ、友だちへの

アドバイスの言葉を考え伝

える姿を目指す。 

① 算数科 

② 重さをはかってあらわそう 

③ 比較する 

④ 身の回りのものの重さやその単

位に着目し、それぞれの特徴を

比べ、量感覚を身につけたり、単

位の関係を統合的に考え、説明

したりできるようになることを

目指す。 

① 社会科 

② わたしたちのくらしと商店

の仕事 

③ 関連付ける 

④ 地域に見られる販売の仕事

と地域の人々の生活との関

連を考え、適切に表現する活

動を行う 

１

学

期 

２

学

期 ① 図画工作科 

② ふしぎな乗りもの 

③ 比較する 

④ 材料や用具の特徴を比べ、そ

の特徴を生かした乗り物を

想像し、作る活動を行う。 
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７ 単元の指導計画と評価計画（全８時間扱い） 

第１次 風のはたらき（３時間） 

第２次 ゴムのはたらき（４時間） 本時 

第３次 まとめ（１時間） 

次 時 ○主な学習活動 

・児童の反応 

□手立て ◆評価規準 

※思考スキル 

１
次 

風
の
力
の
働
き 

１ ○風で動く物について、身の回りから見

つけたり、生活科でつくったおもちゃ

を思い出したりして話し合う。  

・（写真を見て）ヨットは、風の力で動い

ていると思うよ。  

・（写真を見て）２年生のとき、うちわで

あおいで動く車を作ったよ。  

  

〇風で車を動かせるか話し合う。  

・風を受けるところをつけるといいよ。  

・うちわで仰ぐと動くよ。  

  

活動１ 

〇風で動く車を作り、うちわで仰いだり

送風機を使ったりして自由に車を動か

す。  

・思ったより進まないな。もっと強い風

にしたら、進むかな。  

・もっと弱い風にしてみよう。  

〇車がゴールまで届かなかったときと

ゴールを越えてしまったときを比べて

疑問に思ったことをノートに書く。 

・ゴールまで届かないときは弱い風で、

ゴールを越えてしまったときは強い風

だったのかな？  

・弱い風だと車があまり進まなくて、強

い風だと車が遠くまで進むのかな？  

・弱い風と強い風だと車の進み方がちが

うのかな？  

□風の力によってものが動くこ

とに気付くことができるよ

うに、ヨットやこいのぼりな

どの風で動いている身の回

りの物の写真を提示したり、

生活科でつくった風で動く

おもちゃを提示したりする。  

   

 

□風受けをつけていない車を提

示して、風で車を動かせるか

問う。  

  

□ゴールを決めて活動すること

で、車が届かなかったり、越え

てしまったりしたときについ

て考えることができるように

する。  

 

 

 

□車がゴールまで届かなかった

ときとゴールを越えてしまっ

たときを比べることで、風の

強さと車の進む距離を関係付

けた問題を見いだすことがで

きるようにする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風とゴムの力の

働きについて、差

異点や共通点を基

に、問題を見いだ

し、表現するなど

して問題解決して

いる。 

 

※比較する 
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〇 ノートに書いた疑問を出し合い、学

級の問題を見いだす。 

・ 弱い風のときと強い風のときでは、車

の動き方はどのようにちがうのだろう

か。 

 

 

 

□一人一人がノートに疑問を書

くことで、問題を見いだす力

を育成するようにする。  

   

 

 

 

 

□弱い風のときと強い風のとき

の車の動き方の違いを比べる視

点で、児童が出し合った疑問を

整理して板書することで、学級

の問題を設定できるようにす

る。 

 

 

２
・
３ 

〇風の強さをかえると、ものの動き方

は、どのように変わるのかについて予

想する。  

・強い風を当てると、車は遠くに動くと

思う。 理由は、前の時間に、うちわで

強く仰いだら、車が遠くまで動いたか

ら。強い風の日に、傘が飛ばされたこ

とがあるから。 

 ・弱い風を当てると、車はあまり動か

ないと思う。わけは、前の時間に、う

ちわで弱く 仰いだら、車はあまり動か

なったから。 弱い風の日は、傘も飛ば

されないから。   

 

〇予想を確かめる方法を考える。 

 ・うちわだと「強い風」と「弱い風」が

はっきりしないね。  

・扇風機は、「強い風」と「弱い風」をス

イッチで切り替えられるね。  

・送風機という便利な道具があるから、

使おう。  

□前時の体験や生活経験、生活

科のおもちゃ作りの体験などを

根拠に、予想を立てるようにす

る。ただし、３年生の発達段階で

は、予想の理由まで考えること

が難しい子供もいるので、予想

のみにとどめてもよいことにす

る。 

 

 

 

 

 

 

□いきなり送風機を出すのでは

なく、子供たちに、うちわだとは

っきり調べられないことを気付

かせてから、送風機を出す。 

 

□床に１ｍごとに、ビニールテ

ープなどで、しるしをつけて

おく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題： 風の力のひみつをさぐろう。 

（風の強さをかえると、ものの動き方は、どのようにかわるのだろうか。） 
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実験１  

○車に当てる風の強さをかえたときの

車の進む距離の変わり方を比べながら

調べる。 

・車に弱い風を当てて、車が動く距離を

調べる。３回調べるようにする。 

 ・車に強い風を当てて、車が動く距離

を調べる。３回調べるようにする。   

 

〇クラス全体の結果を記録したグラフ

を基に、話し合い、結論をまとめる。 

・弱い風だと、みんな、だいたい４～５

ｍぐ らいだね。  

・強い風だと、みんな、だいたい８～９

ｍぐらいだね。 

・強い風の方が、車が遠くに進むね。 

 

 

 

 

 

 

〇風の力のほかに、車を動かす方法につ

いて考えを出し合い、次時の活動につい

て話し合う。 

□車に風を当てる前に、送風機

の風の強さや向きを確かめ

るようにする。また、風が当

たったときの手ごたえも感

じさせるようにする。 

□車を走らせ始めるまで、送風

機の前に板などを当てて、風

が車に当たらないようにし

ておく。 

□車の進む先に人がいないこと

を確かめて、車を走らせるよ

うにする。 

□送風機の中に、絶対に、指や

物を入れないよう指導する。 

□車が止まったところの距離を

ノー トに記録できるように

する。また、 クラス全体の記

録用紙にもシール で記録で

きるようにする。 

 

 

 

□風の力の他に車を動かす方法

がないかと発問し、児童からゴ

ムの力と出た時点で、ゴムを提

示することで、児童にゴムの力

についての問題意識をもてるよ

うにする。 

◆風とゴムの働き

についての事物・

現象に進んで関わ

り、他者と関わり

ながら問題解決し

ようとしている。 

 

 

 

◆風の力は、物を

動かすことができ

ることや、風の力

の大きさを変える

と、物が動く様子

も変わることを理

解している。 

２
次 

ゴ
ム
の
力
の
働
き 

４ 〇ゴムを伸ばしたり、ねじったりして、

ゴムの元に戻ろうとする手ごたえを感

じる活動を通して、ゴムで車を動かそ

うという思いをもつ。 

活動２  

〇ゴムの力で自由に車を動かす。 

・思ったより進まないな。もっと伸ばし

たら、進むかな。  

□前時の終末で、風の力の他に

車を動かす方法について話

し合ったことを想起し、ゴム

を提示する。ゴムを伸ばした

り、ねじったりする 活動を

通して、ゴムが元にもどろう

とする手ごたえを感じるこ

とができるようにする。その

◆風とゴムの力の

働きについて、差

異点や共通点を基

に、問題を見いだ

し、表現するなど

して問題解決して

いる。 

※比較する 

結論： 風の力の大きさをかえると、ものの動き方も変わる。  

風が強くなるほど、ものの動き方も大きくなる。 
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・ゴムを伸ばしすぎたかな？  

  

〇車がゴールまで届かなかったときと

ゴールをこえてしまったときを比べて

疑問に思ったことをノートに書く。 

・ゴールまで届かないときはゴムをあ

まり伸ばしていないときで、ゴールを

こえてしまったときはゴムを長く伸ば

したときだったよ。 

・ゴムを短く伸ばすとあまり進まなく

て、ゴムを長く伸ばすと車が遠くまで

進むのかな？ 

・ゴムの伸ばし方で車の進み方がちが

うのかな？   

 

〇ノートに書いた疑問を出し合い、学級

の問題を見いだす。 

・ゴムを短く伸ばしたときと長く伸ば

したときでは、車の動き方はどのよう

にちがうのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

後、ゴムで動く車で遊ぶよう

にする。   

□ゴールを決めて活動すること

で、車がゴールまで届かなか

ったり、ゴールをこえてしま

ったりしたときについて考

えることができるようにす

る。    

□車がゴールまで届かなかった

ときとゴールをこえてしま

ったときを 比べることで、

ゴムの伸ばし方と車の進む

距離を関係づけた問題を見

いだすことができるように

する。 

□一人一人がノートに疑問を書

くことで、問題を見いだす力

を育成するようにする。      

□ゴムを短く伸ばしたときと長

く伸ばしたときの車の動き方の

違いを比べる視点で、児童が出

し合った疑問を整理して板書す

ることで、学級の問題を設定で

きるようにする。 

 

５ 〇ゴムの伸ばし方を変えると、ものの動

き方は、どのように変わるのかについ

て予想する。 

・ゴムを長く伸ばすと、車は遠くに動く

と思う。理由は、前の時間に、ゴムを

長く伸ばすとゴールを超えてしまった

から。ゴムを長く伸ばすと、元に戻ろ

うとする力が大きくなるから。 

・ゴムを短く伸ばすと、車はあまり遠く

に動かないと思う。理由は、前の時間

□前時の体験や生活経験、生活

科のおもちゃ作りの体験な

どを根拠に、予想を立てるよ

うにする。ただし、３年生の

発達段階では、予想の理由ま

で考えることが難しい子ど

もも いるので、予想のみに

とどめてもよいことにする。         

□みんながそれぞれ好きな長さ

でゴムを伸ばすことで調べ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題：ゴムの力をコントロールしよう。 

（ゴムの伸ばし方をかえると、ものの動き方は、どのようにかわるのだろうか。） 
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に、ゴムを短く伸ばすとゴールまで行

かなかったから。ゴムを短く伸ばすと、

元にもどろうとする力が小さいから。   

 

〇予想を確かめる方法を考える。  

・ゴムを伸ばす長さを決めるといいね。 

・ものさしを使うと、どれぐらい伸ばし

たか分かりやすいと思うよ。   

実験２  

〇ゴムの伸ばし方を変えたときの車の

進む 距離の変わり方を比べながら調

べる。 

・１５ｃｍ輪ゴムを伸ばした時の車の

進む距離を調べる。３回調べる。 

・２０ｃｍ輪ゴムを伸ばした時の車の

進む距 離を調べる。３回調べる。   

〇クラス全体の結果を記録した用紙を

基に、話し合い、結論をまとめる。 

・１５ｃｍ伸ばすと、みんな、だいたい

３～４ｍぐらいだね。 

・２０ｃｍ伸ばすと、みんな、だいたい

６～７ｍぐらいだね。 

・ゴムを長く伸ばした方が、車が遠くに

進むね。 

 

〇ゴムの力（元に戻ろうとする力）を変

える 方法は、ゴムの伸ばし方を変える

他にはないか話し合う。 

・ゴムの数を増やしたら、もっとゴムが

元に戻ろうとする力が大きくなると思

う。 

 

 

 

 

 

られるのか発問することで、

輪ゴムを伸ばす長さを決め

るなど、定量的に調べる必要

性に気付くことができるよ

うにする。   

 

 

 

 

□床に１ｍごとに、ビニールテ

ープなどで、しるしをつけて

おく。 

□車を後ろに引いたときの手ご

たえも感じさせるようにす

る。 

□車の進む先に人がいないこと

を確かめて、車を走らせるよ

うにする。 

□強く引きすぎて輪ゴムを切ら

ないようにする。古い輪ゴム

は切れやすいので使わない。 

□車が止まったところの距離を

ノー トに記録するようにす

る。また、ク ラス全体の記録

用紙にもシールで記録する

ようにする。 

 

□本時において次時の問題の見

いだしまでは時間が足りな

いので、ここ では、次時の活

動について見通しを少しも

つ程度にとどめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風とゴムの力の

働きについて、器

具や機器などを正

しく扱いながら調

べ、それらの過程

や得られた結果を

分かりやすく記録

している。 

 

◆ゴムの力は、物

を動かすことがで

きることや、ゴム

の力の大きさを変

えると、物が動く

様子も変わること

を理解している。 

結論： ゴムの伸ばし方を変えると、ものの動き方も変わる。  

ゴムを長く伸ばすほど、元に戻ろうとする力が大きくなるので、ものの動き方も

大きくなる。 
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６ 〇前時を想起した後、ゴムの力（元に戻

ろうとする力）を変える方法は、ゴム

の伸ばし方を変える他にはないか話し

合い、問題を見いだす。 

・ゴムの数を増やすと、ゴムが元にもど

ろうとする力も大きくなるから、車が

遠くまで動くと思うよ。 

 

 

 

 

 

 

〇 ゴムの数を変えると、ものの動き方

は、どのように変わるのかについて予

想する。 

・ゴムの数を増やすと、ゴムが元にもど

ろうとする力も大きくなるから、車が

遠くまで動くと思うよ。 

 

 

〇 予想を確かめる方法を考える。 

・輪ゴム１本と 2本で比べるといいね。 

・伸ばす長さは、同じにしよう。  

 

 

 

実験３  

〇 ゴムの数を変えたときの車の進む 

距離の変わり方を比べながら調べる。 

・ ゴム 1 本と 2 本を１０ｃｍ伸ばし

た時の車の進む距離を比べる。    

〇 クラス全体の結果を記録したグラフ

を基に、話し合い、結論をまとめる。 

・ ゴム１本と２本を比べると、ゴム１

本では４～５ｍぐらいだけど、ゴム２

□前時の終末で、ゴムの力（元

に戻ろうとする力）を変える

方法は、ゴムの伸ばし方を変

える他にはないか話し合っ

たことを想起し、2 本のゴム

を提示する。ゴムを伸ばした

り、ねじったりする活動を通

して、ゴムが元にもどろうと

する 手ごたえを感じること

ができるようにする。 

 

 

 

□前時の体験や生活経験、生活

科のおもちゃ作りの体験な

どを根拠に、予想を立てるよ

うにする。ただし、３年生の

発達段階では、予想の理由ま

で考えることが難しい子供

もいるので、予想のみにとど

めてもよいことにする。     

□条件をそろえて実験すること

については、3 年生の発達段

階で考えることは難しいの

で、伸ばす長さを 同じにす

ることなどは、助言するよう

にする。    

 

□床に１ｍごとに、ビニールテ

ープなどで、しるしをつけて

おく。 

□車を後ろに引いたときの手ご

たえも感じさせるようにす

る。 

□車の進む先に人がいないこと

を確かめて、車を走らせるよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風とゴムの力の

働きについて、観

察、実験などを行

い、得られた結果

を基に考察し、表

現するなどして問

題解決している。 

※比較する 

問題：ゴムの力をコントロールしよう。 

（ゴムの数を変えると、ものの動き方は、どのように変わるのだろうか。） 
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本では、７～８ｍぐらい進んだね。 

・ゴムの数を増やすと、ゴムの元にもど

ろうとする力が大きくなるから、車が

遠くに進むと考えられるね。 

 

 

 

うにする。   

□車が止まったところの距離を

ノートに記録するようにす

る。また、クラス全体の記録

用紙にもシールで記録する

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

７
（
本
時
） 

○これまでに学んだことを使って、ゴム

の伸ばし方を調節してゴムの車を狙っ

たところにぴったり止める、「ゴム王

（仮）」のゲームを行う。 

１人２回×チーム３人 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「（仮）ゴム王」のゲームのルールを確

認する。 

 

チーム対抗 

１人１回×チーム３人＝３回 

どの車を使ってもよい 

輪ゴム２本まで 

○「ゴム王」のゲームを行う。 

 

 

○結果発表をする。 

・○チームは○点だった。 

○どんな工夫やアドバイスが有効だっ

たのかを話し合う。 

□決まった距離（１０ｍ）のテー

プ上に車が止まったら１００

点、越えたら０点、５ｃｍ刻みで

止まった距離の点、という得点

設定にすることで、ゲームに対

する意欲をもつことができるよ

うにする。 

□一度ゲームを行わせること

で、できそうでできないことに

気付かせる。 

 

 

 

□何が分かったらゲームで得点

できるかを考えさせることで、

「ゴムの伸びと車の動く距離の

関係」について調べる必要性が

あることに気付かせる。 

□１ｃｍごとに線を引いた発射

台を使わせることで、ゴムの伸

びを正確に測ることができるよ

うにする。 

 

□結果をグラフ用紙に表現させ

ることで、結果の分布を一目で

理解できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆風とゴムの力の

働きについて、観

察、実験などを行

い、得られた結果

を基に考察し、表

現するなどして問

題解決している。 

※比較する 

 

 

結論： ゴムの数を増やすと、ゴムの元にもどろうとする力が大きくなるので、 

ものの動き方も大きくなる。 

 

問題： ゴムの力をコントロールして、チームが勝つための方法を考えよう。 

（ごさをうめるには、どうしたらよいのだろうか。） 
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○次回の予告をする。 

・風とゴムの自由研究をしよう。 

□規則性に気付いた子を賞賛し

たり、その考えを広めたりする

ことで、ドットシールがおおよ

そ一直線上に並んでいることに

気付かせる。 

○言葉だけでなく、図を使って

もよいことを伝え、本時の学習

を分かりやすくまとめることが

できるようにする。 

◆ゴムの伸びと車

の動く距離の関係

には規則性がある

ことをノートに表

現している。 

※理由付ける 

３
次 

ま
と
め 

８  

 

〇 風やゴムの力を利用した物を身の回

りから探して、風やゴムの力がどのよ

うに使われているのかを説明する活動

を通して、本単元をまとめる。  

（風の力を利用した物） 

・ 凧、風鈴、風力発電、風車 など 

（ゴムの力を利用した物） 

・マスク、水ヨーヨー、ゴム動力飛行機 

など 

○説明したい物を一つ選び、どのように

風やゴムの力を利用しているのかを、

発見カードに書く。    

○板書に使っている写真を各班にも渡

しておき、説明したい写真を選んで、

班の友達に、どのように風やゴムの力

を利用しているのかを説明する。 

○班での説明活動をした後、クラス全体

でも説明し合う。 

 

 

□実際に準備できる物は、準備

して、実物を見ながら説明でき

るようにする。 

 

 

◆風とゴムの力の

働きについて学ん

だことを学習や生

活に生かそうとし

ている。 

「風の力」、「ゴムの力」の自由研究発表会をしよう。 
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８ 本時の学習（７／８時間） 

（１）目標 既習事項を生かし、ゴムの力を制御するとともに、制御の仕方を伝え合う。 

 （２）展開 

時間 〇主な学習活動 ・児童の反応 
□指導上の留意点 ※思考スキル  

◆評価規準 

導入 

〇これまでに学んだことを使って、ゴムの伸

ばし方を調節してゴムの車を狙ったところ

にぴったり止める、「（仮）ゴム王」のゲーム

を行う。 

１人２回×チーム３人 

 

 

 

〇ルールを確認する。 

□決まった距離（１０ｍ）のテープ上に車が止

まったら１００点、越えたり、止まったりすれ

ばその距離の点、という得点設定にすること

で、ゲームに対する意欲をもつことができるよ

うにする。 

 

 

 

 

展開 

○試しのゲームを行う。 

〇自分の問題を自覚し、作戦を立てる。 

・○ｃｍ足りないから、ゴムを○本にしてみ

よう。 

・○ｃｍ越えてしまったから、ゴムを○ｃｍ

短くしよう。 

・曲がってしまったから○をねらうように伸

ばそう。 

 

○「ゴムの伸びと車の動く距離の関係」を考

え、作戦をボードに表現させる。 

 

 

○「ゴム王」のゲームを行う。 

○わかったことをボードに表現させる。 

・ゴムの本数を２本にして伸ばす長さを１５

ｃｍにしたら安定して１０ｍぐらいで止ま

った。 

○結果発表をする。 

・○チームは○点だった。 

 

 

 

□一度ゲームを行わせることで、できそうでで

きないことに気付かせる。 

※比較する 

□円卓を半分に分けて行い、３人１組が話しや

すいようにする。 

□何が分かったらゲームで得点できるかをチ

ームで考えさせることで、「ゴムの伸びと車の

動く距離の関係」について調べる必要性がある

ことに気付かせる。 

◆風とゴムの力の働きについて、観察、実験な

どを行い、得られた結果を基に考察し、表現す

るなどして問題解決している。 

※比較する 

□１ｃｍごとに線を引いた発射台を使わせる

ことで、ゴムの伸びを正確に測ることができる

ようにする。 

□結果を用紙に表現させることで、結果の分布

を一目で理解できるようにする。（ドット図） 

□ゴムの伸びと車の動く距離の関係」を調べた

データの有用性に気付かせることで、見つけた

規則性について実感を伴って理解することが

できるようにする。（リアルタイムボード） 

 

問題：ゴムの力をコントロールして、チームが勝つための方法を考えよう。 

（ごさをうめるには、どうしたらよいのだろうか。） 
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 ※規則性に気付いた子を賞賛したり、その考え

を広めたりすることで、ドットがおおよそ一直

線上に並んでいることに気付かせる。 

◆ゴムの伸びと車の動く距離の関係には規則

性があることをノートに表現している。 

※理由付ける 

□言葉だけでなく、図を使ってもよいことを伝

え、本時の学習を分かりやすくまとめることが

できるようにする。 

◆ゴムの伸びと車の動く距離の関係には規則

性があることを表現している。〔思考・判断・

表現〕 

まとめ 

〇学習を振り返る。 

○どんな工夫やアドバイスが有効だったの

かを話し合う。（ゴムの特性と実験方法につ

いての振り返り） 

・ゴムを○ｃｍ引っ張ると車は○ｍ走った。 

・ゴム１本のほうが安定して走った。 

・ゴムを２本にすると、長く引っ張らずに済

んだ。 

・ゴムを２本にすると、少しの力で遠くにす

すんだ。 

・車をそろえると安定した。 

・持つ位置をそろえたら安定した。 

・友達に正確に伝えると同じ距離に止めるこ

とができた。 

○次回の予告をする。 

・風とゴムの自由研究をしよう。 

□振り返りの観点を確認する。 

□言葉だけでなく、図を使ってもよいことを伝

え、本時の学習を分かりやすくまとめることが

できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《量的・関係的な見方を働かせる》 

☆ゴムで動く車を走らせるときに、ただ単にゴムを引っ張って走らせるのではなく、「ゴムを○ｃｍ引く

と車は○ｍ走った」などのように、一方の量が変化したときのもう一方の量がどのように変化していく

かといった関係で捉えることができる。 

☆ゴムを引っ張る長さを複数設定して、走った距離を比較することで、「ゴムの伸びと車の動く距離の関

係」について問題を見いだすことができる。 
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（３）板書計画 

 

 

（４）その他（ドット図・表枠・ノートの書き方） 
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・・・これから学習するもんだいを考える

・・・もんだいについての自分の考え

・・・もんだいをかいけつするためのほうほうを考える

・・・見たままの様子、数字

・・・じっけんのけっかから、考えたこと、分かったこと

・・・もんだいの答えをまとめる

よそう

○自分の考え・・・もんだいの答えはどうなるか。

「～だと思う。」「～の時は○○になると思う。」

○そのりゆう・・・どうしてそう思ったのか。

今まで見たり、やったりしたこと、

前に学習したことを思い出してみる。

「りゆうは、～だから。」「～の時に○○だったから。」

けっか

○ことば・文で書く。

○絵・記ごう・数字を使う。

○表にまとめる。

○ことば＋絵、ことば＋表など組み合わせる。

分かっ

たこと
◎さいしょのもんだいの答え。

「けっかから、もんだいの答えは・・・だとわかった。」

○自分のよそうやりゆうとくらべる。

「自分のよそうとくらべてみて、同じだった。ちがっていた。」

○じっけんして気がついたこと。

「～と○○をくらべてみると・・・。」

「同じところは・・・。ちがうところは・・・。」

○さらにふしぎに思ったこと、やってみたいこと。

「～がふしぎに思った。」

「～のじっけんをやってみたい。」

「～も同じかなと思った。」

もんだい

じっけん

まとめ


