
事例 中学校 技術・家庭科  第３学年「エネルギー変換の利用 ～回転運動を伝える仕組み～」

テーマ 実感を伴って基礎的・基本的な内容の確実に習得するための指導方法の工夫 

～試行錯誤を通して、目的の動きを作り出す仕組みを発見する学習活動を通して～ 

授業改

善のポ

イント 

・学習する必然性と意欲を引き出し、工夫する能力を高める題材指導計画の工夫 

・具体物を通して学びが実感できる教材・教具の開発 

・追究の仕方を習得する授業展開の工夫 

 
１ 学習状況の把握と分析 

    学習状況の把握  
【評価規準】＜題材レベル＞ 
生活や技術への関心

意欲態度 
生活を工夫し創造す

る能力 
生活の技能 生活や技術に対する

知識・理解 
・動きを伝える仕組

みとしてどのよう

なものがあるの

か、進んで調べよ

うとしている。 

・作り出したい動き

を実現させるため

に、部品の長さや

位置などを工夫し

ている。 

・リンク装置やカム

装置を利用したも

のを製作すること

ができる。 

・製作したものや製

作しようとしてい

るもののリンク装

置やカム装置の特

徴と用途が分か

る。 
 【把握方法】 

・ 実習の観察 
・ 題材カード（まとめ、ふり返り）検定レポート（使用した機構の説明）の記述 
・ 実態調査 

   学習状況の結果と分析  
 【結果】 
      従来の授業では、１つのモータを動力にして、リンク装置を利用した動く模型を製作して

きた。製作に入る前に、事前学習として「モータの回転を伝える仕組み」について歯車やチ

ェーンなどを組み合わせる方法を紙上で考えたり、リンク装置について模型で学習したりし

てきた。昨年度のあるクラスの実態を把握したところ以下のようであった。 
評価規準に対して、「Ｂ：おおむね満足できる」状況の生徒（36人中） 
  生活や技術への関心・意欲・態度 ・・・・・・・・・・・ 32人（89%） 
  生活を工夫し創造する能力 ・・・・・・・・・・・・・・ 22人（61%） 
  生活の技能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30人（83%） 
  生活や技術に対する知識・理解 ・・・・・・・・・・・・ 30人（83%） 

      また、本年度行った実態調査では以下のとおりであった。 
  「機械やロボットに興味がある」  たいへんある、まあまあある ・・・ 80％ 
                   あまりない、全くない ・・・・・・ 20％ 
  「機械、ロボットを作ってみたい」 大変思う、まあまあ思う ・・・・・ 67% 
                   あまり思わない、全く思わない ・・ 33％ 

        製作や授業の内容についての関心・意欲、製作技能や機構の仕組み等の理解については、



80％以上の生徒がおおむね満足できる評価をした。また、機械やロボットに対する興味や関
心、製作意欲も高いことが分かった。しかし、目的の動きを実現するためにリンクの長さを

調整したり、位置を変えたりしながら製作を行うという、自ら工夫し創造する力に弱さがあ

った。製作に入っても、「どこを調節するのか分からない」「どういう動きをつくるのか分か

らない」という意見もたびたび聞かれた。 
        これらの様子から、以下の点がつまずきの要因として考えられた。 

● 学習したことが、生活のどの場面に生かされるのか分かりにくいため、学習に必然性を

もてない。 
● 事前授業では、模型や紙上で説明するだけでリンクの長さや位置を調節するなど試行を

伴う学習を行っていないため、実感がもてないまま製作に入ってしまう。 
● 自分の考えを説明するにも、どのように説明すればよいか分からないため、上手く交流

ができない。 
       そこで、製作の事前学習の段階で、生徒一人一人が、「○○するために○○という動きを作

り出したい」という願いをもって、リンクの長さを調整したり、位置を変えたりしながら模

索する場面をつくり、交流したり、学び合ったりしながら学習を進める必要があると考えた。 
   授業改善へ  
 

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 
 学習状況の把握と分析から見えてきた「つまずきの要因（●）」から、以下の３点の改善が必要で

あると考えた。 
① 学習する必然のある題材と学習したことを生かす場面が設定できるよう工夫する必要がある。

② 一人一人が、リンクの位置や長さを調節しながら課題を追究できる教材を準備する必要がある。

③ 課題を追究する際に、共通のキーワードを使って説明するなど、追究の仕方を習得できる授業

展開を工夫する必要がある。 
 こうした改善を行い、生徒一人一人が生活の中から課題を見付け、解決の方法を見付けたり、生活

の中で、機械や機構の果たす役割を実感したりすることで、より学習に関心をもち、意欲的に取り組

むことができると考えた。 
（２）改善の具体的方途と実践 
①学習する必然性と意欲を引き出し、工夫する能力を高める題材指導計画の工夫 
ア 各時間のねらいを明確にし、特に４時間目までを基礎学習として位置付け、それを５時間目

以降の製作に生かすことができるよう、追究の仕方を繰り返し指導することにした。また、基

礎学習においては、実際に円盤を回転させたり、リンクとなる厚紙を切ったり貼り付けたりし

て、試行できるようにした。自分の考えを実際の動きで確認でき工夫することができるととも

に、製作に入ったときも、実際の動きがイメージしやすくなると考えた。 

従来の指導計画  改善した指導計画 

１ 

原動車の回転運動を従動車

に伝える仕組み  
→紙上で 

 
１

２

原動車の回転運動を従動車に伝える仕組み

→試行ボードで実際に円盤を回転させ（原

動車）、ゴムやヒモで従動車に伝える。 

追
究
の
仕
方



２ 
４節リンク装置の仕組み 
→紙上で 

 
３

４

４節リンク装置の仕組み 
→ワイパーの動きを試行ボードの上で再現

する。 

３ 
｜ 
13 

動く模型の製作（５種類） 

→１ｍのコース（平坦）を走ら

せて、手を使わずに走りきっ

たら合格。次のメカへ。 

 
５

｜

13

動く模型の製作（５種類） 
→１ｍのコース（平坦＆坂道）を走らせて、

手を使わずに走りきったら合格。 
次のメカへ。 

14 まとめ（身の周りの機構）  14 まとめ（身の周りの機構） 

の
指
導
↓
追
究
の
仕
方
の
活
用

イ 本題材で使用する動く模型は、1つ組み立てた後、リンクを分解することで合計 5種類の模
型を製作することができる。従来の計画では、「1 つの模型に対し画用紙を長さ 1000mm、幅
300mm に切断したコースの上を、手を使わず、はみ出さずに自走することができたら、基準

を満たしたこと」とした。そして、基準を満たすことができたら次の模型製作に進めるように

した。すると机の上にコースがあるため、はみ出したかどうかの判定が微妙であり、多少の曖

昧さがあった。そこで、高さ 100mmほどの足を付け、合板でコースを作成した。さらに平坦
コースと坂道コースを準備した。「坂道を登るには機構部分をしっかり組み立てなければなら

ない」とか「コースから落ちてしまっては合格できない。だから、まっすぐ走る模型を作らな

ければならない」など生徒への動機付けや必然のある展開ができると考えた。（資料３ Ｉ） 
②具体物を通して学びが実感できる教材・教具の開発 

ア 生活の中から課題を見付け、追究の必然性をもつことができるようにワイパーの模型を作成

した。全体に提示するときには、機構部分を隠して見えなくした。そして、「先生は雨の日に

これに助けられている。回転するモータの動きをどうにかして、雨の日に役立つワイパーの動

きに変換する仕組みを解き明かそう。」と生活の場面から課題を設定した。（資料３ ＡＢ） 

イ 合板に方眼を入れた試行ボードを学級全員分作成し、一人一人が課題を追究していけるよう

にした。厚紙を幅 20mm 長さ 200mm に切断したものを１人に４枚、画鋲を４個配布し、４節リ

ンクを作った。生徒は、連接棒の長さや画鋲を止める位置などを細かく調節しながら、動力側

の回転運動を被動力側の揺動運動（ワイパーの動き）に、どうやったら変換できるのかを繰り

返し試行する中で見付けられるようにした。（資料３ Ｆ） 

 ※本題材では、４節リンクのうち、動力側（回転運動）のリンクを「原動節」、被動力側（揺動

運動）するリンクを「従動節」と呼び、「固定リンク」や「連接棒」と識別することにした。 
③追究の仕方を習得する授業展開の工夫 

ア 自分が工夫したアイディアを仲間に伝えたり、仲間と学び合ったりするには、共通のキーワ

ードを使って説明するとよいと考えた。そこで、本題材では、機構の仕組みを「部品」「組み

合わせ方」「動き方」の３つのキーワードを使って追究したり、説明したりするようにした。 
例えば以下のような内容である。（資料３ Ｈ） 
キーワード 生徒の考え① 生徒の考え② 生徒の考え③ 
部 品 連接棒 連接棒の長さ 原動節の長さを 

組み合わせ方 原動節や従動節の上に

取り付ける。 
原動節と従動節を足し

た長さより短くする。

従動節より短くして取

り付ける。 
動き方 原動節を回転させると

従動節が揺動運動し

た。 

原動節を回転させると

従動節が揺動運動し

た。 

原動節を回転させると

従動節が揺動運動し

た。 



イ 各時間に、この追究のキーワードを使って説明することで、生徒は自分の考えを明確に伝え

ることができるようになり、また仲間からのアドバイスを理解しやすくなると考えた。授業の

まとめの場面では、生徒が自らまとめを発言したり、題材カード（ふり返り、自己評価）にキ

ーワードを使ってまとめたりするなど、何度も繰り返し活用できるようにした。こうして授業

展開をパターン化し繰り返すことで追究の仕方が身に付き、生活の中で問題に出会った時にい

くつかの視点をもって追究し、課題を解決する糸口をつかむことができると考えた。 
 

３ 授業改善後の成果 

（１）学習する必然性と意欲を引き出し、工夫する能力を高める題材指導計画の工夫 
 実際に手を使い、円盤を動かしたり、厚紙のリンクを切ったり位置を変えたりしながら試行する

基礎学習を行ったことで、授業内容の確実な定着が見られた。また、コースに高さを設けたり、坂

道コースを設けたりしたことで、まっすぐ走らせることや坂を上るためにどうしたらよいかを意識

させることができた。それにより、模型を製作する際に慎重にバランスをとる姿や、何度も練習コ

ースを走らせ、仲間と協議したり調整し合ったりする姿が見られた。これは、自分の願いを実現さ

せるために、アイディアを練り工夫する姿であった。（資料３ Ｉ） 
 以下は本題材を終了した時のあるクラスの実態である。 
評価規準に対して、「Ｂ：おおむね満足できる」状況の生徒（35人中） 
  生活や技術への関心・意欲・態度 ・・・・・・・・・・・ 27人（77%） 
  生活を工夫し創造する能力 ・・・・・・・・・・・・・・ 30人（85%） 
  生活の技能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29人（82%） 
  生活や技術に対する知識・理解 ・・・・・・・・・・・・ 28人（80%） 

   このように「生活を工夫し創造する能力」に関して、この題材を学習することを通して改善が見

られた。 
（２）具体物を通して学びが実感できる教材・教具の開発について 
 「ワイパー」という生徒が一度は見たことがあるものの動きを解明するという課題であったため、

生徒は動きをイメージしやすかったと考える。全員が課題に向かい、取り組むことができた。後日

「てこクランク機構」の内容の確認問題を行った結果、昨年度は正答率 53%であったのに対し、本
年度は 87％であった。授業内容の確実な定着が図れたと考える。 
 また、出来上がった機構を試行ボードごとに黒板に磁石で貼り付け、生徒が動かしながら自分の

成果を発表することができた。一人一人が試行ボードによって自分のアイデアを繰り返し試すこと

ができたことや、それを持ち運ぶことができたことが、交流を充実させ、生徒の主体的な学習につ

ながったと考える。（資料３ Ｈ） 
（３）追究の仕方を習得する授業展開の工夫について 
 「部品」「組み合わせ方」「動き方」の３つの追究のキーワードを提示し、そのキーワードによっ

て試行したり、説明したり、交流したりすることで、生徒は自分の意見をまとめ、発言することが

できた。授業の始めには、前時を生徒の言葉でふり返り、授業の最後にも生徒の言葉でまとめるこ

とができた。このことも生徒の主体的な学習姿勢につながったと考える。（資料３ Ｄ） 
 題材カードのまとめの欄には、てこクランク機構について全員がこのキーワードを使ってまとめ

ていた。以下は生徒のまとめである。 



・原動節と従動節の間に、連接棒を入れることで、原動節の回転を従動節につたえ、ワイパー

の動きを作り出すことができた。 
・原動節と従動節の間に、長さを調節した連接棒を組み合わせ、原動節を回転させると、従動節

がワイパーの動きをした。 
 各時間、追究の仕方の指導として、キーワードを使って課題を解決し説明するようにした。次の

題材の「水ロケット」でも、翼について「形」「位置」「数」の３つのキーワードで説明することと

したが、翼の形、取り付け方、枚数等についてキーワードを使って話し合ったり、説明したりする

姿が見られた。こうしたことからも、確実に追究する力が身に付いてきていると考える。 
 


