
事例 中学校理科（第１分野） （西濃地区 I中学校）

１ 単元について

対 象 学 年 中学校 第１学年

学習指導要領 第１分野の内容（１）身近な物理現象 イ 力と圧力

単 元 名 「いろいろな力の世界 （全９時間）」

単 元 目 標 ○物体に力を加えたときの様子、２力のつり合い、圧力などの観察や実験を進んで

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付けて考察する

。 （ ）ことができる 自然事象への関心・意欲・態度

○物体に力を加えたときの様子、２力のつり合い、圧力などについて調べる方法を

考え、観察や実験などを行って規則性を見いだすことができる。

（ ）科学的な思考

○物体に力を加えたときの様子、２力のつり合い、圧力などの観察や実験を行い、

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、図や記号を使って表す

。 （ ）ことができる 観察・実験の技能・表現

、 、 、 、○観察や実験などを通して 力の単位や力のはたらき ２力のつり合う条件 圧力

空気の重さと大気圧などの基本的な概念や原理・法則を理解することができる。

（ ）自然事象についての知識・理解

配 慮 事 項 基礎的・基本的な内容の確実な定着の工夫

○単元指導計画の工夫

・いろいろな物体に力をはたらかせる実験を行い 「力」に関する基礎的な性質や、

そのはたらきについての理解を図り 「力」の量的な見方の基礎を養うことがで、

きるように配慮する。

、 、・発見したきまりを日常生活の中の現象に照らして 自分の体験と結び付けたり

具体的な場面を考えたりできるように指導計画を工夫する。

○ 充実した問題解決的な学習を進めるための単位時間における指導方法の工夫

・身近な物理現象に対する興味、関心を深め、具体的な疑問が生み出されるよう

な事象提示を工夫する。

・力のはたらきや圧力の大きさを実感できる教材を工夫し、課題解決に向けて見

通しをもった実験ができるようにする。

・図を効果的に用いることによって物理現象の様子や自分の考えを分かりやすく

表現できるようにする。

参 考 資 料 資料（１）本時の学習プリント

資料（２）生徒が記入した学習プリント

資料（３）本時の授業の様子



２ 単元の評価規準３ 指導と評価の計画（全９時間）

観点 ア 自然事象への関 イ 科学的な思考 ウ 観察・実験の エ 自然事象につい

心・意欲・態度 技能・表現 ての知識・理解

光と音及び力の性質 光と音及び力の性質に 光と音及び力の性質 観察・実験などを通

に関する事物・現象 関する事物・現象を調 に関する事物・現象 して、光と音及び力

に関心をもち、意欲 べる方法を考えて観察 を調べる観察・実験 の性質に関する事物

的に観察・実験を行 ・実験などを行った を行い、観察・実験 ・現象についての基

ったり、それらの事 り、規則性を見いだし の基本操作や記録の 本的な概念や原理・

。象を日常生活と関連 たりして問題を解決す 仕方を身に付けると 法則を理解している

付けて考察したりし る。 ともに、目的に沿っ

ようとする。 た視点で観察・実験

を行う。

物体に力を加えたと 物体に力を加えたとき 物体に力を加えたと 観察・実験などを通

きの様子、２力のつ の様子、２力のつり合 きの様子、２力のつ して、力の単位や力

り合い、圧力などの い、圧力などについて り合い、圧力などの のはたらき、２力の

、 、観察・実験を進んで 調べる方法を考え、観 観察・実験を行い、 つり合う条件 圧力

行い、力学的事象に 察・実験などを行い、 基本操作を習得する 空気の重さと大気圧

関心をもったり、そ 規則性を見いだす。 とともに記録の仕方 などの基本的な概念

れらの事象を日常生 などを身に付け、目 や原理・法則を理解

活と関連付けて考察 的に沿った視点で観 している。

したりしようとする 察・実験を行う。。

①身のまわりに見ら ①具体的な事実をもと ①ニュートンばかり ①物体に対する力の

れる力と関係のあ に、力を加えた物体 を正しく操作して はたらきについて、

る現象について、 や力を受けた物体の 物体にはたらく重 その物体が変形し

意欲的に調べよう 様子から力のはたら 力やいろいろな力 たり、運動の様子

とする。 きを見いだすことが の大きさを測定す が変わったり、支

②生活経験から、２ できる。 ることができる。 えられたりしてい

力がつり合う条件 ②２力がはたらいて物 ②力の３要素（大き ることで説明がで

を具体的に例をあ 体が動かないときの さ 向き 作用点 きる。、 、 ）

げて説明し、２力 条件を調べ、２力が を、矢印を用いて ②力には、大きさ・

がつり合うときの つり合うときの条件 正しく図に表すこ 向き・作用点の３

条件を調べるため を見いだすことがで とができる。 つの要素があるこ

。の方法を見つけよ きる。 とを理解している

うとする。 ③空気も物体に圧力を ③２力のつり合うと

③圧力や、大気圧に 加えていることを実 きの条件を正しく

ついて日常の生活 験の事象と関連付け 理解し、垂直抗力

の中での現象に当 て考えることができ や摩擦力の意味を

てはめて考えよう る。 説明できる。

とする。 ④物体が触れ合う面

積の大きさによっ

て圧力が違うこと

を理解し、正しく

求めることができ

る。

⑤空気には重さがあ

り、地上では大気

圧がはたらき、す

べての物体が大気

圧の影響を受けて

いることを理解し

ている。
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３ 指導と評価の計画（全９時間）

時 ねらい 学 習 活 動 評価規準 評価方法 指導・援助

１ 力と力がは ○エキスパンダーや鉄アレイを使っ ＜アー①＞ ○行動観察 ○生活経験の

たらいている て、力がはたらいている状態をイ ○身のまわり 発言 中でよく見

現象に興味を メージする。 に見られる ・生活経験を られる素材

、もち、力がは ○教科書の写真を参考にしながら、 力と関係の もとに想起 を提示して

たらいている 日常生活で力がはたらいている具 ある現象に したことを 物体の変化、

ときの物体の 体的な場面をあげる。 ついて意欲 実際に確か に着目させ

様子を意欲的 物体に力がはたらくとどうなるだ 的に調べよ めようとし る。

に調べようと ろう。 うとする。 ているか。 なにが、

する。 ○物体に力を加えたときの様子を、 なにを

実際に物を使って調べる。 どうしたら

身のまわりには、力がはたらいて どうなった

起きている現象がたくさんあるこ

とに関心をもつ。

２ 力がはたらい ○ 前時に行った実験・観察の結果 ＜イー①＞ ○発言 ○一つの事象

ている現象を を交流する。 ○具体的な事 プリント の中にも、

力を加えた物 力のはたらきを、物体の様子でま 実をもとに ・具体的な事 ２つ以上の、

体や力を受け とめよう。 力を加えた 実を何が、 力のはたら

た物体の様子 ○ 日常の現象を３つに分類する。 物体や力を 何に、どの きが関連し

から分類する ・物体の形を変える。 受けた物体 ような力で あっている

活動を通して ・物体を支える。 の様子から という観点 ことや、見

力のはたらき ・物体の運動の様子を変える。 力のはたら で整理する 方を変えて

を見いだし、 身のまわりの物体には、力がはた きを見いだ ことができ 説明できる

３つの物体の らいている事実があることを知 すことがで ているか。 ことを助言

状態で説明す り、分類することができる。 きる。 する。

ることができ ○ 地球上の物体には、全て重力が ＜エー①＞

る。 はたらいていることを知る。 ○物体に対す

る力のはた

らきについ

てその物体

が変形した

り、運動の

様子が変わ

ったり、支

えられたり

しているこ

とで説明が

できる。

３ 力の大きさに ○力のはたらきの違う場合で力の大 ＜ウー①＞ ○行動観察 ○物体にかか

ついて、バネ きさを比較する方法を考える。 ○ニュートン ・身近な物の る重力とバ

ののびなど物 力の大きさを比較するにはどうし 秤を正しく 重力をニュ ネを引く力

体の変形の大 たらよいだろう。 操作して、 ートン秤で が同じであ

きさをもとに ○バネの伸びを利用して力の大きさ 物体にはた 正確に測定 ることを一

して比較する を測定できるか確かめる。 らく重力や するととも 人一人が体

ことができる ○ の物体にはたらく重力の大 いろいろな に、同じ力 感できるよ100g
と共に、ニュ きさを１Ｎで表すことを知り、ニ 力の大きさ で引いたと うに器具の

。ートン秤を正 ュートン秤を使って実感する。 を測定する きの力の大 準備をする

しく操作して バネの伸びを利用したニュートン ことができ きさを実感

。力の大きさを 秤を使えば、力の大きさを比較す る。 しているか

測定すること ることができる。

ができる。



４ 力は、大き ○前時の学習を振り返り、力の大き ＜エー②＞ ○プリント ○作用点は、

さと方向を さは、Ｎという単位を使って表す ②力には、大 テスト 物体どうし

もった量で ことを確認する。 きさ・向き ・いろいろな が触れ合っ

あることを 力はどのように図で表すことがで ・作用点の 力のはたら ているとこ

理解し、矢 きるだろう。 ３つの要素 きを、力の ろであるこ

印を使って ○力を図で書き表すために必要な要 があること ３要素を理 と、力の大

表すことが 素を考える。 を理解して 解して正し きさを表す

できる。 ○力を表す３つの要素について矢印 いる。 く矢印で書 矢印の長さ

の表し方を理解する。 ＜ウー②＞ き表すこと には基準が

どんな力も、力がはたらく点・力 ○力の３要素 ができてい あることを

がはたらく向き・力の大きさを矢 （大きさ、向 るか。 確認する。

、 ）印で表すことができる。 き 作用点

○練習問題 を、矢印を

用いて正し

く表すこと

ができる。

５ ２力の大き ○二人の生徒に綱や棒を引いてもら ＜アー②＞ ○発言 ○物体の動き

さが等しく い、動かない状態での力のはたら ○生活経験か プリント は、場所が、

同じ直線上 きを矢印で表す。 ら、２力が ・綱引きなど 移動するだ

、にあって反 ２力がつり合うためには、どのよ つり合う条 の事象から けではなく

対方向であ うな条件が必要だろうか。 件を具体的 物体が動か 回転運動も

るとき、２ ○厚紙におもりのついた２本の糸を に例をあげ ないときの あることに

。力がつり合 つけて、力がつり合うときの条件 て説明し、 条件を調べ 気付かせる

うことを実 を見つけ出す。 ２力がつり ようとして

験から見い ２つの力がつり合って物体が動か 合うときの いるか。

だすことが ないとき、２つの力は同じ大きさ 条件を調べ ・動く前と動

できる。 で１直線上に反対方向を向いてい るための方 いた後の力

る。 法を見つけ の向きを正

ようとする しくとらえ。

＜イー②＞ て、力がつ

○２力がはた り合うとき

らいて物体 の条件を見

が動かない つけ出すこ

ときの条件 とができて

を調べ、２ いるか。

力がつり合

うときの条

件を見いだ

すことがで

きる。

６ 身のまわり ○身のまわりの多くの物体が動かな ＜エー③＞ ○プリント ○もしも垂直

の動かない い状態であることに気付かせる。 ③２力のつり 発言 抗力や摩擦

物体につい 動かない物体には、どんな力がつ 合うときの テスト 力がなかっ

て、つり合 り合っているのだろう。 条件を正し ・垂直抗力や た時の状態

。いの条件が ○机の上に置かれた本が動かないの く理解し、 摩擦力を理 を説明する

成り立って はなぜか考える （垂直抗力） 垂直抗力や 解して、２ 力をはたら。

いることを ○机の上に置かれたブロックを押し 摩擦力の意 力のつり合 かせる物と

見つけ出し ても動かないのはなぜか考える。 味を説明で いを矢印で 力を受けて

説明するこ （摩擦力） きる。 書き表すこ いるものの

とができる 静止している物体には、必ず２つ とができて 見方を逆転。

以上の力がつり合ってはたらいて いる。 させる言葉

。いる。 がけをする



７ 力の大きさ ○削ったえんぴつを両方から押した ＜アー③＞ ○プリント ○身近に見ら

が同じでも とき、削った方が痛く感じるのは ○圧力や、大 テスト れる例をあ、

触れ合う面 なぜか考える。 気圧につい ・実験を通し げながら、

積が小さい て日常の生 て圧力の求 触れ合う面

ほど、圧力 力がはたらく面積が違うとき、物 活の中での め方を理解 積に着目さ

が大きくな 体にはたらく力にはどんな違いが 現象に当て し、面には せて関係に

。り、物体の あるのだろう。 はめて考え たらく力を 気付かせる

変形が大き ○物体が触れ合う面積と力のはたら ようとする 正しく計算。

いことが分 きの関係を、物体の変形の様子で ＜エー④＞ することが

かる。 調べる。 ○物体が触れ できている

合う面積の か。

物体に触れ合う面積が小さいと、 大きさによ

同じ面積にはたらく力が小さくな って圧力が

る。 違うことを

○圧力とその求め方を知る。 理解し、正

しく求める

ことができ

る。

８ 空気もまわ ○空気をぬいた容器の中のフィル ＜イー③＞ ○発言 ○前時までの

りの物体に ムケースのふたが飛ぶ理由を考 ○空気も物体 プリント 学習を振り

本 力をはたら える。 に圧力を加 ・フィルムケ 返って、力

時 かせている えているこ ースにはた がはたらい

ことを見い 容器の中のフィルムケースにはど とを実験の らく力を実 ている方向

だし、空気 ちら向きの力がはたらいているの 事象と関連 験の事実か や力のつり

の力は四方 だろう。 付けて考え ら見つけ出 合いを意識

八方にはた ○容器の中のフィルムケースやゴム ることがで すことがで させて実験

らいてつり 風船の変化の様子を調べ、力のは きる。 きているか の事象を考。

合っている たらきを矢印で図に表す。 えられるよ

と考えるこ 空気も、まわりの物体に力をはた うに助言す

とができる らかせ、空気の力は四方八方には る。。

たらく。

９ 空気には重 ○空気をぬいた空き缶がつぶれる事 ＜アー③＞ ○発言 ○大気圧のお

さがあり、 象を見る。 ○圧力や、大 プリント よぼす現象

その重力に 気圧につい ・大気圧が生 をいくつか

よって大気 空気にも重力がはたらいているの て日常の生 じる理由を 提示して興

圧が生じる だろうか。 活の中での 理解し、大 味をもたせ

ことが分か ○空気をぬく前と空気をぬいた後の 現象に当て 気圧によっ る。

り、大気圧 容器の重さの変化を調べる。 はめて考え て生じてい （逆さまにし

がおよぼす ようとする る日常の現 たコップの。

日常の現象 空気にも重さがあり重力がはたら ＜エー⑤＞ 象に興味を 水がこぼれ

、について理 いている。 ○空気には重 もち、説明 ないことや

解すること ○上空の空気の重さと大気圧の大き さがあり、 しようとし 高い山に行

ができる。 さを知る。 地上では大 ているか。 くとでお菓

○水拭きした机に置いたガラス板が 気圧がはた 子の袋が膨

取れなくなる理由を考える。 らき、すべ れることな

ての物体が ど）

大気圧の影

響を受けて

いることを

理解してい

る。



４ 単位時間の授業展開例

（１）本時のねらい

・フィルムケースやゴム風船を入れた容器の中から空気を抜く実験を通して、空気は物体に対してあ

らゆる方向から圧力を加えていることを見いだすことができる。

８／９時（２）本時の位置

（３）展開案

学 習 活 動 評価について 指導・援助過程

○空気をぬいた容器の中に入れたフィルムケースのふた ・フィルムケ ・何が、何に、どちら向き解

がぬける ースのふた がぬける事 の力をはたらかせている

事実を見る （演示実験） 象について、 目に見え と考えているのか、矢印決 。

「中の空気が逃げようとして押したんじゃないか 」 ない力のはた らきを考 の根拠を一つ一つ問いかの 。

「空気をぬく力で引っぱられたんじゃないか 」 え、矢印を使 って図に ける。見 。

○フィルムケースのふたにはたらく力を矢印で図に示す 示すことがで きる。通 。

し

を

も

つ

・フィルムケースのふたが容器の中のフィルムケースにはどちら向きの力がはたらいているのだろう。 ＜イー③＞

とぶ前（空気をぬいてい追 ○空気も物体に圧力を

○同じように空気を閉じこめているゴム風船ならどうな るとき）は、ゴム風船と究 加えていることを実

るかを考え、実際に確かめる （生徒実験） 同じように力がはたらいす 。 験の事象と関連付け

。る ＜結果＞ て考えることができ ていることに気付かせる

る。「 。」フィルムケースは横向きになっていてもふたがぬけた

「ゴム風船は全体に大きくふくらんだ 」 ・変化の事実を正確にと。

「空気を入れるとまたもとの大きさに戻った 」 らえることができてい。

るか。＜考察＞

・ゴム風船のふくらみ方「空気にも力があるんだ 」。

から空気の力がどのよ「空気の力は全体（四方八方）にはたらいているんだ 」。

○空気も、まわりの物体に力をはたらかせていること、 うにはたらいていたか

空気の力は一方方向にはたらくのではなく、四方八方 見いだすことができて

にはたらいていると考え、図中に力の矢印で表す。 いたか。ま

、と ・２つの事象を関連させ

○空気をぬいていない状態でも、同じように力がはたら 空気がおよぼす力のきめ

まりを見い出すことが ・２力のつり合いでの学習る

い できたか。 を想起させる。

て 「物体が動いていないとき

いることに気付き、図に力の矢印を書き加える。 ・新たに生まれた疑問に や形が変形していないと

対して、前時までの学 きでも、力がはたらいて

習を生かして「力のつ いた。その時、２力はつ

り合い」を見いだすこ り合っていた 」。

とができる。

「 。」外の空気と中の空気の力は釣り合っているんだ

○空気をぬいた空き缶が大気圧によって潰される事象を

見る （演示実験）。

「自分のまわりにある空気の力は、すごい力なんだ 」。



５ 評価の実際と個に応じた指導事例

（１）本時重点的に取り上げた評価規準

＜イー③＞

。○空気も物体に力を加えていることを実験の事象と関連付けて考えることができる

（２）評価の実際

【評価の方法】学習プリント（イメージ図や言葉による記載内容）

【判断した生徒の状況例】

本時では、簡易真空容器の中の空気を抜いていったとき、中に置いたフィルムケースのふたがフィル

ムケース内の空気の圧力によって勢いよく抜ける事実とゴム風船が全体に大きくふくらむという事実か

ら、フィルムケースやゴム風船の内部の空気の力について考えられなければならない。生徒の学習状況

を、次のようにとらえた。

〈十分満足できる状況〉

（具体の姿）

見通しをもつ場面では、フィルムケースのふたが抜けた事実をフィルムケース内の空気の力による

ものであると予想し、学習プリントの図に矢印を使って示すことができた。

具体的な生徒の言葉には 「フィルムケースの中の空気が外に出ようとして、中から圧しているか、

らふたが抜けたのだと思う 」等がある。。

追究する場面では、フィルムケースがわずかに膨らんでいる事実に気付いて、フィルムケース内部

の力が四方八方に働いているのではないかと考える姿が見られた。さらに、ゴム風船が大きく膨らむ

事実によって内部の空気の力が一方方向に働いているのではないことを理解し、学習プリントに四方

八方に働く空気の力を矢印を使って示すことができた。

まとめる場面では、前時までの２力のつり合いの学習をもとに、風船やフィルムケースの外からの

力に気付き、２力のつり合いを考えて矢印を付け加えることができた。

〈おおむね満足できる状況〉

フィルムケースやゴム風船の内側からの空気の力を考えることができるが、外側からの空気の力と

のバランス（力のつり合い）で起きる現象であることを意識することができない。

（具体の姿）

図中に内側からはたらく空気の力だけが書かれている。或いは、内側からの力の矢印と外側から

の力の矢印の大きさや位置が無関係に書き表されている。

（要因）

静止している物体にも、常に何らかの力がはたらいていて、それらがつり合った状態で存在して

いるという概念が定着していないからである。

〈努力を要する状況 （①～③）〉

①見通しをもつ場面で、真空容器の中の空気が抜けていることは意識できるが、フィルムケースの

中にある空気の存在を意識して考えることができない。

（具体の姿）

図中に、フィルムケースの外側から引っぱられるような力やフィルムケースの横を外から潰す

ような力の矢印を書くことはできるが、フィルムケースの中からふたを押し出す力の矢印が書け

ない。

（つまずきの要因）

日常経験から、容器の外から引っぱるか外から押しつぶすことによってふたが抜けるのだろう

と判断しているからである。

②フィルムケースのふたが抜けたりゴム風船がふくらんだという物体の変化を意識することはでき

るが、ゴム風船内部の空気の力の大きさは変わらず、ゴム風船の外側の空気の力がだんだん小さ

くなったためにふくらんだというように、空気のおよぼす力の大き さが変化したという考え方

はできない。



（具体の姿）

図中に力を示す矢印を書くことができない。

（つまずきの要因）

生活経験上、閉鎖されたゴム風船が膨張するという経験は少ない。ゴム風船をふくらませるの

は外部から直接空気を吹き込んだ場合が多く、直接外部からゴム風船に力をはたらかせないで変

化が起きることを理解することができない。

③フィルムケースのふたが抜けたという結果に対する力のはたらきを考えることはできるが、ふた

が抜ける要因となった圧力について考えることができない。つまり、一方方向の力の存在は理

解できるが、あらゆる方向へはたらく空気の力については予想することができない。

（具体の姿）

図中には、ふたが抜けた事実を示す１本の矢印しか書くことができない。また、矢印の位置や

大きさについては根拠が得られない。或いは、矢印そのものが書き表されない。

（つまずきの要因）

圧力を示す矢印はイメージ的なものであるため、前時までに学習した力の矢印（１方向に１本

の矢印）では表せないからである。

（３）個に応じた指導の実際

「おおむね満足できる」状況の生徒に対して

前時までの２力のつり合いの学習を想起させ、静止している物体にはつり合った力がはたらいてい

ることを意識させ、図中に矢印を付け加える活動を行った。生徒は、フィルムケースやゴム風船の内

側と外側に互いに向き合った力の矢印を書き加えることで、空気の力のつり合いを理解することがで

きた。

「努力を要する」状況の生徒に対して

①の生徒に対して

ゴム風船では風船の内部に空気が存在していることを理解しやすいので、フィルムケースをゴム

風船に当てはめて考えるように指導・援助した。ここでは、見通しをもつ段階でフィルムケースの

考えをゴム風船に当てはめて考えるとするとどうなるのか問いかけることで、内側からの力に目を

向けることができた。

②の生徒に対して

空気がふくらんだのはなぜかという問い返しを行い、前時までの学習で、物体が変化するときに

は他からの力がはたらいていたことを想起させた。ここでは、フィルムケースやゴム風船のまわり

にあるものは空気だけであることから、空気が力をおよぼしたのであるということを理解すること

ができた。

③の生徒に対して

フィルムケースの場合、結果的には一方方向の力であったという考え方を認めながら、その結果

に至るためにどのような力がはたらいたのか、その過程に立ち戻って考えれるように指導・援助し

た。

さらに、ゴム風船が全体に大きくふくらむという事実をフィルムケースにもあてはめられないか

問いかけた。 ここでは、言葉で表現した生徒のイメージを矢印を使って板書に示すことで思考を

整理し方向付けることができた。



６ 参考資料

(1) 本時の学習プリント



(2) 生徒が記入した学習プリント



(3)本時の授業風景

簡易真空容器を使った導入での事象提示 フィルムケースを使った生徒実験

ゴム風船を使った生徒実験 空き缶を使った終末の事象提示

生徒の予想を示した板書

ゴム風船の変化を示した生徒の板書


