
資料３ 単元指導計画「いろいろな力の世界」（実社会・実生活で体験する自然事象を導入で位置付けた単元指導計画の実例）

１年 １ 身のまわりの現象
学習指導計画

単元の目標と評価規準
【学習指導目標】
身近な事物・現象についての観察・実験を通して、光や音の規則性や力の性質について理解するとともに、これらの事象を

日常生活と関連付けて科学的な見方や考え方を養い、光・音・力のはたらきに対する興味・関心を高める。

【評価規準】
＜自然に対する関心・意欲・態度＞

・光と音および力の性質に関する事物・現象に関心をもち、意欲的に観察・実験を行ったり、それらの事象を日常生活と関連

付けて考察したりしようとする。

＜科学的な思考＞

・光と音および力の性質に関する事物・現象を調べる方法を考えて、観察・実験などを行ったり規則性を見いだしたりして、

問題を解決することができる。

＜観察・実験の技能・表現＞

・光と音および力の性質に関する事物・現象を調べる観察・実験を行い、観察・実験の基礎操作や記録のしかたを身に付ける

とともに、自らの考えを導きだし、創意ある観察・実験の報告書を作成し、発表することができる。

＜自然事象についての知識・理解＞

・観察・実験などを通して、光と音および力の性質に関する事物・現象についての基本的な概念や原理・法則を理解し、知識

を身に付ける。

第３章

いろいろな力の世界

【学習指導目標】
物体に力をはたらかせる実験を行い、物体に力がはたらくときの物体のようすの変化や、力がつり合うときの条件を見いだ

すとともに、圧力についての実験結果などから、圧力は力の大きさと面積に関係があること、大気圧は空気の重さによって生

じることを理解して、これらの事象を日常生活と関連付けて科学的にみる見方や考え方を養う。

【評価規準】
＜自然に対する関心・意欲・態度＞

・物体に力を加えたときのようす、２力のつり合い、圧力などの観察・実験を進んで行い、力学的事象に関心をもち、それら

の事象を日常生活と関連づけて考察しようとする。

①物体に加わる力の現象について、進んで調べようとする。

②大気圧の現象について観察・実験に意欲的に取り組もうとしている。

＜科学的な思考＞

・物体に力を加えたときのようす、２力のつり合い、圧力などについて調べる方法を考え、観察・実験などを行って、規則性

を見いだすことができる。

①静止した物体の２力についてどのような関係があるのかを推論することができる。

②ふれあう面積の違いによって、力の加わり方がかわることを見いだすことができる。

＜観察・実験の技能・表現＞

・物体に力を加えたときのようす、２力のつり合い、圧力などの観察・実験を行い、基礎操作を習得するとともに記録の仕方

などを身に付け、自らの考えを導きだした観察・実験の報告書を作成し、発表することができる。

①物体にはたらく力を矢印で表すことができる。

＜自然事象についての知識・理解＞

・観察・実験などを通して、力の単位や力のはたらき、２力のつり合う条件、圧力、空気の重さと大気庄などの基本的な概念

や原理・法則を理解し、知識を身に付ける。

①力の大きさの単位を gから Nに変換できることを理解している。
②空気には重さがあり、その重さによって大気圧が生じていることを理解している。

時数 単元名 ねらい 学習活動 指導の工夫 評価規準

ボールに力を加えた時 ◎軟式のテニスボールに力を加えた時の様子を ・ボールに加わる力が

の変化を考える中で、 交流する。 どのような現象なの

力のはたらきによって かを事実をとらえる

３ 物体が変化することを 物体に力がはたらくとどのような変化が ことができるように

章 調べることができる。 起こるのか。 する。

【関心・意欲・態度】

い ○身のまわりに物体に力を入れた時の様子を ・物体に力がはたらい ①物体に加わる力の

１ ろ 観察をする。 た時の様子を図や絵 現象について、進ん

い ①風船を握った時の様子 を利用して表現でき で調べようとする。



ろ ②台車を押した時の様子 るようにする。

な ③粘土を地面に落下させた時の様子

力 △物体の形を変える、物体の運動の様子を変え ・事実を的確にとら

の る、物体を支える。 え、３つについてま

世 これらの３つの１つでもはたらいていれば、 とめることができる

界 物体に力がはたらいていることがわかる。だ ようにする。

から、テニスボールに力を加えた時も、力が

はたいていたんだ。

□力のはたらきについてまとめる。 ◇地球上の重力と月の

・物体の形を変える。 重力の違いについて

・物体の運動の様子を変える。 説明をする。

・物体を支える。

◇重力、質量、重さについて説明を聞く。

ニュートンばねばかり ◎握力はどのようにして計測するのか考える。 ・握力は握力計を利用

を使用して、力の大き して、数値で測定す

さの単位をを gから N 力の大きさはどのようにあらわすことがで ることができること

に変換することができ きるのだろうか。 を理解することがで

る。 きるようにする。

□力の単位について説明する。 ・力の単位の変換につ

２ ○身のまわりの物体の重さをニュートンばねば いては、イシバシボ 【知識・理解】

かりを使用し測定する。 ックスを利用して単 ①力の大きさの単位

△ｇから N への単位変換をすることで、力の 位変換することがで を g から N に変換
大きさをあらわすことができる。握力計も力 きるようにする。 できることを理解し

の単位であらわすことができる。 ている。

◇エキスパンダーやハンドグリップについて説 ◇バネの力を変えるこ

明を聞く。 とで、力の大きさが

変わることを説明す

る。

物体にはたらく力は、 ◎２人が綱引きをしている時の様子から、力が ・何が何に力を加えて

矢印を利用してあらわ どのくらいはたらいているのか考える。 いるのかを考えるこ

すことができる。 とができるようにす

３ 綱引きをしている時の力は、どのようにあ る。

章 らわせばよいのだろうか。 ・物体と物体が触れ合

っている点から記録

い □力をあらわす３要素について説明する。 し、作用点を理解す

ろ ・力のはたらいている点 （作用点） ることができるよう

３ い ・力の大きさ にする。

ろ ・力の向き ・力の３要素が必ず記

な ○身のまわりの物体をニュートンばねばかりを 録できるように見届 【技能・表現】

力 使用して、物体にはたらいている力を矢印で ける。 ①物体にはたらく力

の 表す。 ・定規を使って物体に を矢印で表すことが

世 △物体に力がはたらいているときは、力の３要 かかる力を、矢印で できる。

界 素があり、図であらわすことができる。だか 作図する。

ら、２人が綱引きをしている時も、力の３要 ・教科書の例題を利用

素を利用すれば、分かりやすく図に示すこと して演習問題を解く

ができる。 ようにする。

静止している時、２つ ◎二人が腕相撲をしている時に、力はどのよう ・力のかけ具合を変え

の力は、大きさが等し にはたらいているのかを考える。 て生徒にそれぞれの

く、向きが反対で、一 場合について考える

直線上にはたらいてい 腕相撲をして静止しているとき、手にはた ことができるように

ることを見いだすこと らく２力はどのような関係にあるのか。 する。

ができる。

○物体に２つの力を加えて動かないときの２つ ・教科書の実験器具を

の力の関係について調べる。 準備し、おもりは３

①同じ力で引っ張っている時。 つ程度にしておく。

②同じ方向から引っ張っている時。 ・一直線にはたらくと 【科学的思考】

４ ③片方の力が大きい時。 いうことに関して、 ①静止した物体の２

・ ④力の向きをずらした時 見落としやすいの 力についてどのよう

５ △物体が静止している時、力は、同じ大きさで、 で、机間巡視をする。な関係があるのかを

反対向きで、力が一直線上にあることがわか ・支えている力の方向 推論することができ

った。つまり、二人が腕相撲をしている時も、 と大きさについて理 る。

動かない時は、この３つの要素がかかわって 解できないときに、

いることがわかった。 どうして物が落ちな

□物体が静止しているときの条件をまとめる。 いのかを指摘する。

・２力の大きさが等しい ◇運動している物体が

・２力の向きが反対 止まることや本が机



・２力が一直線上にある の上にある現象につ

◇垂直抗力、摩擦力について説明する。 いて説明する。

一定の力を受ける物体 ◎ピアノの足に台を置くと、じゅうたんがへこ ・底面積が整数倍にな 【科学的思考】

の変形の仕方を調べる まないのはどうしてなのかを考える。 るように、板を数枚 ②ふれあう面積の違

実験を通して、圧力は 用意しておく。 いによって、力の加

ふれ合う面積の違いに あしの台を置くと、どうしてじゅうたん ・力の矢印をつかって わり方がかわること

６ よって大きさが変わる がへこみにくくなるのか。 圧力と力を表し、説 を見いだすことがで

ことを見いだすことが 明する。 きる。

できる。 ○触れ合う面積の違いによって、スポンジが変 ・

形する時の様子を観察する。

①ペットボトルの蓋の場合

②ペットボトルの底の場合

△触れ合う面積の違いによって、かかる力の大

きさがかわってくることがわかった。だから、◇剣山や釘について、

ピアノの足に台を置くことで、絨毯と触れ合 触れ合う面積の違い

う面積が広くなるので、じゅうたんがへこみ で力のかかり具合に

にくくなることが分かる。 大きな差があること

□圧力について説明する。 を理解することがで

◇剣山や釘、スノーボードについて説明する。 きるにする。

大気の中でも、空気の ◎下敷きにガムテープをつけ、机に密着させた ・１回の測定結果から

重さによって圧力が生 状態で、上に引っ張ると机が持ち上がる現象 結論を出すのではな

じていることを理解す について考える。 く何度も測定するよ

る。 うに助言する。

どうして、机を持ち上げることができた ・大気の厚さを理解さ

のだろうか。 せるため、写真や図

を使って、提示する。

○空気に重さがあるかを調べる。 ・大気圧の計算は班で

７ ①空のスプレー缶にポンプで空気を入れる。 交流しながら計算す

②質量の増加量を調べる。 るように指導する。

③空気の密度を求める。

△空気に重さがあるということは、下敷きに空 ◇吸盤は密着させるこ 【知識・理解】

３ 気の重さが伝わっている。だから、多くの空 とで、大気圧がかか ②空気には重さがあ

章 気の力が加わっていることで、下敷きが離れ り離れなくなる。ま り、その重さによっ

なくなり、机を持ち上げることができた。 た、お菓子の袋がふ て大気圧が生じてい

い □大気圧について説明する。 くらむのは山頂では ることを理解してい

ろ ◇吸盤やポテトチップスのふくらみについて説 大気圧が小さくなる る。

い 明する。 ことを説明する。

ろ

な 身のまわりの大気圧が ・前時の大気圧につい

力 利用されている現象に 大気圧について身のまわりにある現象につ て振り返り、どのよ

の ついて、観察・実験を いて調べてみよう。 うなもので利用され

世 行い、意欲的に取り組 ていたのか想起する

界 むことができる。 ○様々な大気圧の現象について実験する。 ことができるように【関心・意欲・態度】

８ ①割り箸と新聞紙 する。 ②大気圧の現象につ

②注射器と発泡スチロール ・様々な実験をしてい いて観察・実験に意

③風船と簡易真空ポンプ く中で、大気圧が利 欲的に取り組もうと

④紙コップと紙 用されていることを している。。

⑤アルミ缶潰し 説明できるように見

△身近に起こる現象には、大気圧を利用してい 届ける。

る現象が多いことが分かった。


