第３学年 理科 学習指導案
１ 単元名 運動とエネルギー
２ 単元について
本単元では，物体の運動やエネルギーにかかわる内容をとりあげ、これらを科学的に調べていこうと
する見方や考え方を身につけさせるとともに、実際の運動やエネルギーの大きさを調べる方法について
理解させることを主なねらいとしている。エネルギーに関してはその種類については授業やメディア等
で知っている生徒もいるが，ほとんどが名前を聞いたことがある程度であり，運動する物体のもつエネ
ルギーについては考えたことはないと思われる。そこで身近な材料を使った探究活動をとおして，日常
生活と関連付けながら学習し、本単元ではさまざまな実験を通して，運動している物体は他の物体にぶ
つかると，それに力をおよぼして動かしたり変形させたりする能力をエネルギーとして，高いところに
ある物体はエネルギーを持つこと，運動する物体もエネルギーを持つことや力学的エネルギーが保存さ
れることもつかませたい。また本時では、衝突球を使って実験を行い，力学的エネルギーの保存につい
て考える。
本学級の生徒が受けた今年度の全国学力学習状況調査によると、本単元と同じ領域である物理分野を
比較的得意とする生徒が多い。また、観点別ではレポートなどで記述して考察するような学習に向いて
いる生徒が多いと考えられる。よって授業を通して、理科を学ぶ意義を示しながら理科好きの生徒を育
てる必要性を感じる。
指導にあたっては様々な実験をとおしてエネルギーを実感しながら探究することができるように指導
したい。生徒が実験前に予想をたて、結果については分析して解釈させ，その規則性を見いだすことが
できるよう考察することで目的意識や探究心を高めたい。また、学びのマップを示し、学習の見通しを
示すともに、個人での学習時間を保障するとともに、学級全体で学び合う姿勢を育てていきたい。また、
理科に対する興味・関心を高め、身近な教材を用いて科学的なものの見方や考え方、判断の仕方が見に
つくように学習に取り組んでいきたい。
３ 単元の指導計画
（１）単元の目標
【自然事象への関心・意欲・態度】
運動の規則性，力学的エネルギーに関する事物・現象に進んで関わり，それらを科学的に探究するとと
もに，事象を日常生活との関わりでみようとする。
【科学的な思考・表現】
運動の規則性，力学的エネルギーに関する事物・現象の中に問題を見いだし，目的意識をもって観察，
実験などを行い，事象や結果を分析して解釈し，自らの考えを表現している。
【観察・実験の技能】
運動の規則性，力学的エネルギーに関する事物・現象についての観察，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，事象を科学的に探究する技能の基礎を身に
付けている。

【自然事象についての知識・理解】
観察や実験などをとおして，運動の規則性，力学的エネルギーに関する事物・現象についての基本的な
概念や原理・法則を理解し，知識を身に付けている。
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（３）指導と評価の計画（全 37 時間扱いの一部）
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４ 本時の学習
（１）本時目標
・衝突球の運動についてどのような結果になるか予想を立て、自分の考えを他の人に伝えること
ができる。
・衝突球の運動の実験結果について予想と一致するか、考察することができる。
【科学的な思考・表現】
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（４）本時の学習活動の展開
学習活動
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○本時の学習について評価カードに記 ５
入しなさい。
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させる。
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組

番・氏名

予想 ふりこが５つ並んでいる。そのうち、3 つを高い所まで持ち上げて離すとどうなるか。
あなたの考えを理由（根拠）も含めて答えて下さい。

考察 結果について図と文章を使って考察してください。
（自分で考えた場合は鉛筆で書く。話し合いに
よって追加または修正したところは赤ペンで書く。予想と一致していたかを必ず書く。
）

思考・表現

