
 

中学校 第３学年 理科学習指導案 

平成 24年 7月 11日 

指導者 藤本 英治 

１ 単元名 運動とエネルギー 

２ 単元について 

(1) 生徒観 

本学級の生徒は、理科への興味や関心が高く、授業や実験にも積極的に参加している。１年生の

ときから基本的な用語を使って自分の考えを説明したり、それを発表したりする活動に段階的に取

り組んできた。また、討論形式の授業にも取り組み、学級の多くの生徒が、自らの考えを進んで発

表することができるようになった。また、３年生になり、科学的な事象について根拠をもって説明

することができるようになってきている。一方で数値やグラフなどのデータに基づいて考察したり、

計算した結果に基づいて説明したりすることは、まだまだ不十分である。 

そこで、グラフを基に、運動エネルギーについて説明する授業を仕組むことで、データ等に基づ

いて考察し表現する力を高めることができると考えた。 

(2) 教材観 

「運動とエネルギー」の単元では、物体の運動の規則性やエネルギーの基礎について理解させる

こと、さらにそれらを日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養

うことを目的としている。 

ここでは、力学的エネルギーに関する実験を行い、仕事の概念を導入してエネルギーについて理

解させる。また、生活の中の事象と結び付けて、エネルギーの見方や考え方を養っていく。さらに、

発表を適宜行わせることで思考力・表現力を育成することもできる。 

実験の目的を明確にするために、ボウリングについての発問をする。多くの生徒たちが体験した

ことがある題材を導入に用いることで日常生活と関連付けたい。また、実験から得た考え方によっ

て、最終的に発問の答えを考える時間を設定し、それを発表することで思考力・表現力を育成でき

ると考えた。 

運動エネルギーの実験では、適切な実験装置を用いることで、定量的な実験が可能である。しか

し、測定誤差は必ず生じる。中学校学習指導要領解説理科編では「測定値には誤差が必ず含まれて

いることや誤差を踏まえた上で規則性を見いださせるように表やグラフを活用しながら指導する」

とある。そこで、今回の実験ではデータの集計に表計算ソフトを用いることで、自動的に誤差を考

慮してグラフを作成できるようにした。グラフを手作業で作成することも大切だが、今回の実験の

場合、１時間ではデータの処理までできなくなる。そこで、ネットワーク経由によるデータ入力に

よって、実験と同時進行でデータを集計することにより、グラフ作成の時間を短縮し、グラフを見

て規則性を考えるところまで１時間で到達できるようにした。ＩＣＴの即時性を生かして、データ

収集、分析を効率よく進めることで、授業の最終的な目的である「運動の規則性やエネルギーの基

礎」に気付かせることができる。 

(3) 指導観 

実験では、斜面を使って小球を転がし、物体に衝突させてエネルギーの量を測定する。物体のも

つエネルギーの量は物体が他の物体になしうる仕事で測れるということを確実に理解させてから実

験を行う。また、運動エネルギーの実験も位置エネルギーの実験と同じ斜面を使うため、運動エネ

ルギーの実験では、高さを変えているのではなく、速さを変えているという認識を、しっかりもた

せてから実験を行うことで、混同させないようにしたい。実験の定量性を高めるためにも、何回か

練習させ、データ入力にも慣れてから実験を行うようにする。 

グラフから考察する時間を確保し、個人の意見から班の意見をまとめ、さらに全体に向けて発表

することで、徐々に学びを深めていくことができるような協働的な学びの場を設定する。 

 



 

３ 単元目標 

(1) 仕事とエネルギー、力学的エネルギーの保存に関する事物・現象に進んで関わり、それらを科学

的に追究しようとするとともに、事象を日常生活との関わりで見ようとする。（関心・意欲・態度） 

(2) 仕事とエネルギー、力学的エネルギーの保存に関する事物・現象の中に問題を見出し、目的意識

をもって観察、実験などを行い、仕事と仕事率、エネルギーと仕事、運動エネルギーと位置エネル

ギーの相互の移り変わり、力学的エネルギーの保存などについて自らの考えを導いたりまとめたり

して、表現している。（思考・表現） 

(3) 仕事とエネルギー、力学的エネルギーの保存に関する観察、実験の基本操作を習得するとともに、

観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整理などの仕方を身に付けている。（技能） 

(4) 仕事と仕事率、物体のもつエネルギーの量は物体が他の物体になしうる仕事で測れること、運動

エネルギーと位置エネルギーが相互に移り変わること、力学的エネルギーの総量が保存されることな

どについて基本的な概念や原理・法則を理解し、知識を身に付けている。（知識・理解） 

４ 学習計画（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

次  学 習 活 動・内 容 評価規準 

１ 

【仕事とエネルギー】 

学習課題 仕事とは何か 

１ 仕事とは何か、理科での仕事の定義を知る。 

２ 二つの仕事を比較し、どちらの仕事が大きいか考える。 

３ 二つの仕事を比較し、何倍の仕事か考えることにより、感覚的に

力や動かした距離に移動することを捉える。 

４ 仕事の求め方を学習し、例題を解く。 

・仕事の大きさを計算

している。（技） 

 

 

 

 

 

学習課題 まさつに逆らってする仕事 

１ 台車に荷物を載せたときと、載せないときの仕事の大きさを比較

する。 

２ 台車を使うと、なぜ仕事が小さくなるのか考える。 

３ まさつがあるときの仕事の計算の仕方を学習し、例題を解く。 

・台車を使うと仕事が

小さくなる理由を説明

している。（思） 

・仕事の大きさを計算

している。（技） 

学習課題 道具を使ったら仕事は小さくなるか 

１ 「ころ」についてのコラムを読む。 

２ 「てこ」を使うと仕事は小さくなるか予想する。 

３ 滑車を使った実験を行う。 

４ 実験結果から仕事の大きさを計算する。 

５ なぜ仕事の大きさが変わらなかったのか考える。 

６ 「斜面」や「てこ」を使った実験を演示し、同様に考察をし、仕

事の原理についてまとめる。 

・道具を使っても仕事

の大きさは変化しない

ことを説明している。

（思） 

・仕事の大きさを計算

している。（技） 

 

 

学習課題 仕事の能率はどのように表せばよいか 

１ 電力（W）＝電流（A）×電圧（V）を思い出す。 

２ 熱量（J）＝電力（W）×時間（S）を思い出す。 

３ J÷Sで Wが計算できることを示す。 

４ 仕事の能率である仕事率も単位が Wであり、仕事（J）を仕事にか

かった時間（S）で割ると計算できることを理解する。 

５ 12kgの漬け物石を抱えて１階から３階まで駆け上がり、かかった

時間を測定する実験から、生徒がした仕事率を計算する。 

６ 馬力について、生活との密接さを知る。 

・仕事率の計算をして

いる。（技） 



 

２ 

 

 

本

時 

 

４ 

／ 

５ 

【力学的エネルギー】 

学習課題 エネルギーとは何か 

１ 高い位置にある物体を落とすと仕事ができることを理解する。 

２ 物体を高い位置にもっていったときの仕事の大きさを計算し、そ

の大きさのエネルギーをもっていることを理解する。 

３ エネルギーの定義についてまとめる。 

・仕事の大きさを計算

している。（技） 

 

 

 

 

学習課題 位置エネルギーの大きさは何に関係しているか 

１ トコトコアニマル、スペースワープなど、位置エネルギーを使っ

たおもちゃを見る。 

２ 位置エネルギーの大きさは何に関係しているか、予想を立ててか

ら実験を行う。 

３ 位置エネルギーの実験を行う。 

 ☆データをエクセルに入力し、グラフを作成する。 

４ グラフから考察し、位置エネルギーと高さと質量の関係について

考える。 

・位置エネルギーと質

量や高さの関係を説明

している。（思） 

・実験を正確に行い、

記録を取っている。

（技） 

・実験を積極的に行っ

ている。（関） 

 

 

学習課題 運動エネルギーの大きさは何に関係しているか 

１ ボウリングで 16ポンドの球を使ったときと、８ポンドの球で２倍

の速さで投げたときで、運動エネルギーの大きさはどうなるのか考え

る。個人で考えた意見をもとに、班で話し合い、発表する。 

２ 運動エネルギーの大きさは何に関係しているか、予想を立ててか

ら実験を行う。 

３ 運動エネルギーの実験やデータの入力方法を確認する。 

・発問について自分の

考えを説明しようとし

ている。（関） 

 

 

 

 

 

学習課題 運動エネルギーの大きさは何に関係しているか＜本時＞  

１ データを Excel Webに入力し、実験と同時進行でグラフを作成す

る。 

☆Excel Webを使い、他班のデータと合わせてグラフを作成する。 

２ グラフから運動エネルギーと高さと質量の関係について考え、  

Excel Webに入力していく。その際、他の班の意見を参考にしてよい

ことにする。☆ 

３ ボウリングで 16ポンドの球を使ったときと、８ポンドの球で倍の

速さで投げたときで、運動エネルギーの大きさはどうなるのか考えを

まとめる。 

・運動エネルギーと質

量や速さの関係を説明

している。（思） 

・実験を正確に行い、

記録を取っている。

（技） 

・発問について再度、

自分の考えをまとめて

いる。（思） 

 

評価テスト自転車のスピードの出し過ぎ、荷物の乗せすぎはなぜ危険か 

 

自転車でスピードを出し過ぎたとき、なぜ危険なのか。また、荷

物をたくさん載せた自転車で事故をしたとき、なぜ衝撃が大きくな

るのか。 

 

学習課題 位置エネルギーと運動エネルギーはどのように移り変わるか 

１ スペースワープを再び観察し、球の速さと高さの関係に気付く。 

２ 振り子のストロボ写真から、位置エネルギーと運動エネルギーは

どのように移り変わるか考える。 

３ 力学的エネルギー保存の法則について学習する。 

・評価テストに意欲的

に自分の考えをまとめ

ている。（関） 

・評価テストの問題に

ついて、実験の結果を

基に、科学的に説明し

ている。（思） 

・位置エネルギーと運

動エネルギーはどのよ

うに移り変わるか理解

している。（知） 



 

５ 本時案 

(1) 本時の目標  

運動エネルギーの大きさと物体の速さや物体の質量はどのような関係にあるのか実験を通して理

解することができる。 

(2) 研究テーマとの関わり 

実験結果から作成したグラフを使って運動エネルギーと物体の速さや物体の質量の関係について

考える過程において、自分たちの実験結果だけでなく、他班の実験結果も活用しながら考えをまと

めるという協働的な学びを行い、思考力・表現力を養っていく。また、データを Excel Webに入力

し、実験と同時進行でグラフを作成することで時間を短縮し、考察のための時間を生み出せるよう

にする。考察を Excel Webに入力し、お互いの意見を見ることができるようにすることで、ＰＣ上

で意見交換が効率よくでき、思考力・表現力をより高めることができる。 

(3) 準備物 

ビースピ、鉄球（１～３班）、磁製球（４～６班）、プラスチック球（７～９班）、レール、おもり、

定規、ＰＣ、ルーター 

(4) 学習過程（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

(5) 評価（思考・表現） 

  ○ 運動エネルギーと物体の速さや物体の質量の関係を説明できる。（発言・Excel シート） 

○ ボウリングについての発問について再度、自分の意見をまとめることができる。（ノート） 

学 習 活 動 予想される子どもの反応 教師の支援☆ＩＣＴ活用 

１ 実験 

 

 

２ グラフの提示 

各班、１枚のシートに入力さ

れているデータを提示する。 

 

 

３ 考察 

三つの班のデータをまとめ

たシート（３種類の球につい

て）を一つずつ提示し、分かっ

たこと、気が付いたこと、考え

たことをまとめる。 

 

 

４ 再発問  

ボウリングで 16 ポンド

（7.25kg）の球を使いました。

途中で疲れてしまったので、半

分の重さの８ポンド（3.625kg）

の球を使うと、今までの２倍の

速さで投げることができまし

た。どちらが運動エネルギーは

大きいでしょうか。 

 

・前回、練習しているので、

スムーズに実験を行うこと

ができる。 

・自分たちの班のデータだけ

なのであまり反応はない。 

 

 

 

・きれいなグラフになるので

グラフを比較して考えること

ができる。 

 

 

 

 

 

・何を基にして考えたらよい

か分からない生徒もいる。 

☆データはその場でＰＣに入力

するように指示する。 

○実験時間を十分に確保する。 

☆３つの班のデータをあわせて

提示し、より正確にグラフにで

きることを示す。 

 

 

☆意見を Excel Webのシートに 

記入することで、すぐに意見の

交換を行うことができるように

する。 

○各班の意見から、運動エネル

ギーと物体の速さや質量の関係

についてまとめさせる。 

 

○今回の実験の考察から考える

ように促す。 

運動エネルギーと物体の速さや質量にはどのような関係があるのか。 


