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単元の目標指導計画・評価の具体例

単元３　運動とエネルギー
力や物体の運動についての観察・実験を行い，力の基本的な性質を理解して運動の規則性に気づくとともに，
力学的エネルギーにかかわる実験を行い，仕事の概念を導入してエネルギーの移り変わりと保存について理
解し，日常生活や社会と関連づけながら運動とエネルギーの見方や考え方を養い，エネルギーの有効利用に
ついて科学的に考察し判断できるようにする。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

１　物体の運動
・「before & after」これまでに学んだことや生活経

験をもとに自分の考えを記述し，発表する。
・P.112 ～ 113 の写真をもとに，物体の運動を「推

測しよう」に基づいて分類して発表する。
・これから「速さ」に注目して学習することを伝える。
・P.114「課題」速さは，どのように表されるか考

える。
・P.114「推測しよう」時間と速さの変化のグラフ

とストロボ写真をみて，速さの変化と移動距離の
関係や，進んだ距離がどこに現れているかを考え
る。

112〜114

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって
とり組み，発表している。

・さまざまな運動を分類しようと
考えている。

・物体の運動のようすを調べる方
法について，進んで考えようと
している。

・写真を見ながら，運動している
物体は，一定時間に移動した距
離が大きいほど速いことに気づ
くことができる。 ・運動している物体を，速さや向

きの変化によって分類できる。
・運動している物体を，速さや向

きの変化によって分類できるこ
とを知る。

・速さは，一定時間（単位時間）
の移動距離で表せることを知
る。

２

・速さは，一定時間（単位時間）に移動する距離で
表せることを確認し，P.115 の速さを求める式を
活用して，平均の速さを求める。

・P.115 表 1 の例から，区間によって速さが平均の
速さと異なることから，運動する物体の速さを調
べるには，より短い時間での移動距離（瞬間の速
さ）を求める必要があることを説明する。

115

・物体の運動の例から速さを求め
ようとしている。

・速さの変化をより詳しく調べる
には，より短い時間での移動距
離（瞬間の速さ）を調べる必要
があることに気づくことができ
る。

・速さを求める式を活用して，運
動している物体の平均の速さを
求めることができる。

・速さの定義や瞬間の速さ，平均
の速さについて計算によって物
体の速さを求めたり，単位を換
算したりできる。

３

２　力がはたらかない物体の運動
・「基礎操作」短い時間での移動距離を測定できる

記録タイマーの使い方についての説明を聞く。
・P.116「レッツトライ！」記録テープをいろいろ

な引き方で引いて，打点のようすを比べる。 116

・速さを測定する方法に関心を
もって説明を聞いている。

・打点をまとめて 0.1 秒間を一定
時間とすることで，移動距離を
処理しやすい大きさになり，実
験結果の整理がやりやすくなる
ことに気づくことができる。

・記録タイマーを正しく操作する
ことができる。

・5 打点間隔（1 秒間に 50 打点の
場合）または 6 打点間隔（1 秒
間に 60 打点の場合）に記録テー
プを区切り，0.1 秒ごとの移動
距離を求めることができる。

・打点の間隔が瞬間の速さを表
し，東日本では 5 打点間，西日
本では 6 打点間が 0.1 秒間に移
動した距離であることを説明で
きる。

・打点の間隔がその打点と打点の
間の時間に移動した距離である
ことを知る。

４

・P.116「課題」水平な面上で運動の向きに力をは
たらかせずに一直線上を運動させるときの物体の
運動を考える。

【実験 1】水平な面上での台車の運動
・水平な面を走る台車の運動についての実験を行

い，一定時間ごとの移動距離と速さの関係を調べ，
結果をグラフにまとめる。

116〜117
・物体の運動のようすを定量的に

記録する方法に関心をもって実
験を行っている。

・初めにあたえた力で一定の速さ
で移動している物体には，力が
はたらいていないことに気づく
ことができる。

・打点の間隔がほぼ等間隔の区間
を選び，水平な面を動く台車の
運動についての実験の結果を，
表やグラフにまとめることがで
きる。

・打点の間隔が等間隔の区間は，
等速で運動していることを知
る。

　　 教科書 P.112 〜 125

章の目標 物体の運動のようすをくわしく観察し，運動のようすを記録する方法を習得するとともに，
物体の運動には速さと向きの要素があること，物体にはたらく力と運動のようすの規則性に
ついて日常生活と関連づけて物体の運動について科学的に思考する能力や態度を養う。

１章　物体のいろいろな運動

　　 教科書 P.112 〜 165　　29（31）時間
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

５

・実験 1 での台車の運動のようすと，物体にはたら
く力との関係について話し合う。

・物体に力がはたらかない場合には，等速直線運動
することについて説明を聞く。

118〜119

・実験 1 での台車の運動のようす
と，物体にはたらく力との関係
について考えている。

・実験結果から，時間，距離，速
さの関係を導こうとしている。

・実験結果から，力がはたらかず，
一直線上を一定の速さで運動す
ると，時間と移動距離が比例す
ることに気づくことができる。

・実験結果から，時間と距離の関
係が比例することをグラフに表
すことができる。

・運動している物体に力がはたら
いていない場合，時間と移動距
離は比例し，この運動を等速直
線運動ということを説明できる。

６

３　運動の向きに力がはたらく物体の運動
・「調べよう」一定の力を加え続けたときの台車の

運動について話し合う。
・P.120 図 1 の斜面を下る物体の運動のようすから，

斜面の下向きに力がはたらき続けていることにつ
いての説明を聞く。

・「課題」斜面を下る物体の速さの変化には決まり
があるのか考える。

【実験 2】斜面を下る台車の運動
・実験 2 を行い，斜面の傾きによって，台車にはた

らく力や運動のようすがどのように変わるかを調
べ，結果を表やグラフにまとめる。

120〜121

・斜面を下る物体の運動と力との
関係について考えている。

・記録テープの打点の間隔から，
斜面を下る台車は，一定の割合
でだんだん速くなっていること
に気づくことができる。

・斜面の傾きが一定であれば，物
体にはたらく斜面下向きの力が
一定であることを測定できる。

・記録タイマーを用いて，斜面を
下る台車の運動を記録し，結果
を表やグラフなどにまとめるこ
とができる。

・斜面を下る物体では，斜面下向
きの一定の力が加わり続けるこ
とを説明できる。

・斜面上の位置によらず，運動の
向きにはたらく力は一定であ
り，この力により台車がだんだ
ん速くなるといえる。

７

・実験の結果や P.122 図 1，図 2 などを参考にして，
斜面の角度と台車にはたらく力の大きさ，台車の
速さの変化との関係について，考察する。

・P.122 図 1，P.123 図 3 などを参考にして，運動の
向きと同じ向きに力がはたらくときの速さの変化
についての説明を聞く。

122〜123

・記録テープの記録から，斜面を
下る台車の運動について規則性
を見いだそうとしている。

・斜面を下る台車の運動のように
一定の力がはたらき続ける物体
の速さは，一定の割合で大きく
なることから，時間と速さは比
例することに気づくことができ
る。

・斜面の傾きが大きいほど，台車
にはたらく力や台車の速さの変
化が大きいことを指摘できる。

・記録テープの結果のグラフを時
間と速さや時間と距離の関係の
グラフにすることができる。

・一定の力がはたらく物体の速さ
は，一定の割合で変化すること
が説明できる。

８

・自由落下についての説明を聞く。
・P.123「推測しよう」図 4 を参考に，自由落下で

の速さの変化を調べ，結果をグラフなどにまとめ，
考察する。

・P.123 図 4 や P.125「科学で GO ! 歴史大陸」など
を参考に，自由落下で物体にはたらく重力の大き
さと速さの変化についての説明を聞く。

123，125

・斜面の傾きがより大きくなり，
垂直に落下した場合について考
えようとしている。

・垂直に落下する物体では，一定
の力が重力になることに気づく
ことができる。

・垂直に落下する物体では，一定
の力が重力となり，これを自由
落下といえる。

９

４　運動と逆向きに力がはたらく物体の運動
・「課題」斜面を上る物体の速さの変化には決まり

があるのか考える。
・「調べよう」台車を斜面の下からおし上げたとき

の台車の運動を，物体にはたらく力の向きと速さ
の変化について考察する。

・だんだんおそくなる運動では，摩擦力や摩擦力に
よる速さの変化についての説明を聞く。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

124

・身近な物体で，運動と逆向きに
力がはたらく場合の物体の運動
のようすについて，関心をもっ
て考えている。

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもってとり組み，発
表している。

・台車を斜面上向きにおし上げた
ときの台車にはたらく力の向き
と速さの変化について，速さが
一定の割合で減少することを見
いだすことができる。

・摩擦力は日常生活のなかでどの
ように利用されているか，物体
の運動のようすと関係づけて表
現できる。

・台車を斜面上向きにおし上げた
ときの台車を調べたり，調べた
結果をグラフにしたりすること
ができる。 ・運動の向きと逆向きの一定の力

によって，物体の運動の速さが
一定の割合で減少することを説
明できる。

・問題の解答を理由や例をあげな
がら説明できる。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

１　力のつり合い
・「before & after」これまでに学んだことや生活経

験をもとに自分の考えを記述し，発表する。
・P.127「レッツトライ！」図 1 の綱引きやラグビー

のスクラムのようすの写真を見ながら，それぞれ
にはたらく力について考える。

・「課題」物体に力がはたらいているのに，その物
体が動かないのは，どのようなときか考える。

・P.127「調べよう」図 1 を参考に，物体が動かな
いときの 2 力の関係について考える。

・P.128 図 1，図 2 を参考に，力のつり合い，2 力
のつり合いの条件，静止している物体にはたらく
力，垂直抗力，動いている物体にはたらく力につ
いての説明を聞く。

126〜128

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって
とり組み，発表している。

・身近な物体にはたらく力につい
て関心をもって考えている。

・物体に大きさの異なる 2 つの力
が加わる場合，物体はどうなる
か関心をもって考えている。 ・物体が動かないとき，2 力が一

直線上にあり，向きが逆で大き
さが等しいことを指摘できる。

・さまざまな物体に 2 つの向きか
ら力を加えたとき，2 力が一直
線上，大きさが等しい，向きが
逆のとき，静止することを調べ
ることができる。

・物体は，2 力のつり合いの条件
を満たす位置で静止していると
いえる。

・力のつり合い，2 力のつり合い
の条件，静止している物体には
たらく力について，説明できる。

２

・P.128「推測しよう」や P.129 図 3，図 4 から物体が
運動する向きの力と逆向きの摩擦力などの力がつ
り合うと，等速直線運動をすることの説明を聞く。

・静止している物体だけでなく，等速直線運動をし
ている物体でも運動方向の力がつり合っているこ
との説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」2 つの力の大きさが
異なると，速さが変化することの説明を聞く。

128〜129

・動いている物体でも力がつり
合っている場合について考えよ
うとしている。

・動いている物体で力がつり合っ
ていないとどうなるか考えよう
としている。

・動いている物体で，運動の向き
の力と逆向きの力がつり合うと
等速直線運動をすることに気づ
くことができる。

・物体の運動方向の力が，つり
合っていないと速さが変化する
ことに気づくことができる。

・動いている物体に運動の向きと
逆向きの摩擦力や抵抗がはたら
いていることを見つけることが
できる。

・力のつり合いの条件を満たして
いるときに等速直線運動をする
といえる。

・速さが変化している物体では，
物体の運動方向の力がつり合っ
ていないことを説明できる。

３

２　力の合成と分解
・P.130 図 1 のつり橋や図 2 などを参考に，一直線

上にはたらく 2 力と一直線上にない 2 力の合力や
力の合成について考える。

・「課題」物体に方向の異なる 2 つの力がはたらい
た場合，この 2 つの力と物体の動く方向との間に
どのような関係があるか考える。

・「調べよう」を参考に，物体をつるした 2 本の輪
ゴムの角度とのびの関係について考える。

130

・2 力が一直線上にあるときとな
いときのちがいについて考えよ
うとしている。

・身近な物体にはたらく 2 力の例
について，関心をもって考えて
いる。

・2 力の角度が大きくなっていく
と，2 力の合計の大きさが 1 つ
の力で持ち上げているときより
大きくなってくることに気づく
ことができる。

・おもりをつるした 2 本の輪ゴム
の間の角度を大きくしていく
と，輪ゴムののびが大きくなる
ことを指摘できる。

４

【実験 3】角度をもってはたらく 2 力
・実験 3 でゴムを O 点までのばすとき，2 本のばね

ばかりで加えた場合の 2 力と，1 本のばねばかり
で加えた場合の力との関係について考える。

131

・角度をもってはたらく 2 力につ
いて実験して，調べようとして
いる。

・2 力の角度が大きくなると，同
じはたらきをする 1 つの力に比
べて 2 力の合計は大きくなり，
角度がちがう場合に，小さい角
度の方が大きい力になることに
気づくことができる。

・実験 3 で 2 本のばねばかりで加
えた 2 力を力の矢印で記録し，
2 本のばねばかりで加えた力の
合力を図に示すことができる。

・2 力の合成や合力について，説
明できる。

・2 力の角度が大きくなっていく
と，同じはたらきをする 1 つの
力に比べて，2 力の合計は大き
くなることがいえる。

　　 教科書 P.126 〜 139

章の目標 物体にはたらく 2力のつり合う条件や力の合成・分解についての実験を行い，規則性をと
らえるとともに，物体に力がはたらくときの運動とはたらかないときの運動についての規則
性や作用・反作用のはたらきなど，日常生活のなかで目にする事物・現象と関連づけて，力
の規則性について科学的に思考する能力や態度を養う。

２章　力の規則性
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

５

・向きが異なる 2 力の合力，力の合成についての説
明を聞き，作図をすることで実験結果を説明した
り，2 力の大きさや角度を求めたりする。

132〜133

・2 力の合成や分解について，作
図をして結果を説明したり大き
さや角度を求めたりしようとし
ている。

・角度をもってはたらく 2 力につ
いて，興味をもって調べようと
している。

・ゴムを O 点までのばすとき，2
本のばねばかりで力を加えた場
合と，1 本のばねばかりで力を
加えた場合との関係について，
作図をして表現できる。

・実験結果から，角度をもっては
たらく 2 力を合成すると，合成
した合力は 2 力をとなり合う 2
辺とする平行四辺形の対角線に
なる関係に気づくことができる。

・角度をもってはたらく 2 力を合
成した合力や，任意の角度に分
解した 2 力を作図によって表す
ことができる。

・2 力の合成や分解をしたときの
力の大きさや向きを求めること
ができる。

・角度をもってはたらく 2 力とそ
の合力が，平行四辺形のとなり
合う 2 辺と対角線の関係になる
ことがいえる。

６

・P.134 図 1 を参考に，斜面上の物体にはたらく力，
力の分解，分力についての説明を聞く。

・P.134 図 2 を参考に，斜面の角度による重力の分
力のちがいについて考える。

・P.134「学びを活かして考えよう」や P.135「科学
で GO ! すごい大陸」を参考に，身のまわりで見
られる合力や分力の例についての説明を聞く。

134〜135

・斜面上の物体にはたらく力につ
いて，興味をもって調べようと
している。

・身のまわりで見られる合力や分
力の例について，関心をもって
考えている。

・斜面上の物体では，斜面下向き
の力と斜面に垂直な力との合力
が重力になることに気づくこと
ができる。また，斜面の角度が
大きくなるにしたがい，斜面下
向きの力が大きくなり，斜面に
垂直な力が小さくなることに気
づくことができる。

・P.121 実験 2 の結果から，斜面
下向きの力が大きいほど，速さ
の変化が大きくなることを指摘
できる。

・斜面上の物体にはたらく重力の
分力を表すことができる。

・斜面上の物体にはたらく重力の
分力が，斜面下向きの力と斜面
に垂直な力であることがいえ
る。

・力の分解，分力について説明で
きる。

７

３　慣性の法則
・「課題」力がはたらかない場合や合力が 0 の場合

の物体の運動を考える。
・P.136 ～ 137 図 1 ～図 3，「調べよう」を参考に，

物体は力がはたらいていないか，はたらいていて
もつり合っていれば，運動の状態を変えないとい
う慣性の法則について説明を聞く。

４　作用・反作用の法則
・「課題」物体に力を加えたとき，2 つの物体はど

う力をおよぼし合うか考える。
・P.138 図 1，図 2，「調べよう」を参考に，作用・

反作用の法則についての説明や，「ここがポイン
ト」の作用・反作用の 2 力とつり合う 2 力の違い
についての説明を聞く。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

136〜139

・そのままの状態を保とうとする
運動の例を，身近な例から考え
ようとしている。

・身近な物体の動きに関心をも
ち，慣性の法則や作用・反作用
の法則で説明しようとする。

・2 つの物体がおよぼし合う力に
ついて，身近な例から考えよう
としている。

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもってとり組み，発
表している。

・力がはたらいていない物体や，
合力が 0 の物体は，そのままの
運動を保とうとすることを，身
近な例から気づくことができ
る。

・1 つの物体がもう 1 つの物体に
力を加えると，相手からも力を
受けることに気づくことができ
る。

・作用・反作用の力は一直線上に
あり，大きさが等しく，向きが
逆であるが，力のつり合いの関
係と区別することができる。

・力がはたらいていない物体や，
合力が 0 の物体は，そのままの
運動を保とうとすることを，身
近な物を使って再現することが
できる。

・作用・反作用の例を，身近な物
を使って再現することができ
る。

・力がはたらいていない物体や，
合力が 0 の物体は，そのままの
運動を保とうとすることがいえ
る。

・1 つの物体がもう 1 つの物体に
力を加えると，相手からも力を
受けることを作用・反作用の法
則といえる。

・作用・反作用の 2 力とつり合う
2 力の違いは，作用する物体が
1 つか別々であるかであること
を説明できる。

・問題の解答を理由や例をあげな
がら説明できる。



指導計画・評価の具体例３　運動とエネルギー 5

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

１　物体のもつエネルギー
・「before & after」これまでに学んだことや生活経

験をもとに自分の考えを記述し，発表する。
・P.141「比べよう」図 1，図 2 や P.142 図 1，図 2

を参考に，物体のもつエネルギーや「エネルギー
をもっている」ことについての説明を聞く。

・「課題」物体のもつエネルギーの大きさは，何に
よって決まるのか考える。

140〜142

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって
とり組み，発表している。

・物体のもつエネルギーに関心を
もって説明を聞いている。

・「物体がエネルギーをもつ」と
は，他の物体を動かしたり，変
形させたりすることができる状
態になっていることを，例をあ
げて説明することができる。

・物体がエネルギーをもっている
状態について説明できる。

２

・「調べよう」の結果から，はじくキャップの速さ
や質量と動くキャップの個数との関係を考察し，
エネルギーを大きくするものは何かを考える。

・P.143 図 3 を参考に，物体のもっているエネルギー
と物体の速さや質量との関係および運動エネル
ギーについての説明を聞く。

・P.143「調べよう」や P.144 図 1 から，物体の高
さとエネルギーの関係について考える。

・位置エネルギーについての説明を聞く。
・「学びを活かして考えよう」高いビルの上から落

ちてくるものは，やわらかいものであっても危険
な場合があるのはなぜか考える。

143〜144

・物体の質量や速さとエネルギー
の関係について考えようとして
いる。

・物体の質量や位置（高さ）とエ
ネルギーの関係について考えよ
うとしている。

・実験の結果から，質量が大きく，
速い物体ほど運動エネルギーが
大きいことに気づくことができ
る。

・「調べよう」や身近な現象から
物体の質量が大きく，位置（高
さ）が高いほど，物体のもって
いる位置エネルギーが大きいこ
とに気づくことができる。

・高いビルの上から落ちてくるも
のは，やわらかいものであって
も危険なことを位置エネルギー
と関連づけて説明できる。

・質量が大きく，速い物体ほど運
動エネルギーが大きいことを説
明できる。

・質量が大きく，位置（高さ）が
高いほど，物体がもっている位
置エネルギーが大きいことを説
明できる。

３

２　力学的エネルギーの保存
・P.145 図 2 を参考に，ジェットコースターやふり

この運動で位置エネルギーや運動エネルギーがど
のように変化するか考える。

・「課題」斜面を下る物体がもつ位置エネルギーと
運動エネルギーの大きさについて考える。

・P.146 図 1 や図 2 を参考に，ジェットコースター
やふりこの運動での位置エネルギーや運動エネル
ギーの変化，力学的エネルギー，力学的エネルギー
の保存についての説明を聞く。

・P.146「学びを活かして考えよう」の例を考える。

145〜147

・ジェットコースターやふりこの
運動について，位置エネルギー
や運動エネルギーの変化に関心
をもって考えている。

・身近な物体の運動から，位置エ
ネルギーと運動エネルギーの移
り変わりを利用しているものを
見つけようとしている。

・位置エネルギーの変化と関連づ
けて，ふりこの運動のようすを
説明できる。

・位置エネルギーと運動エネル
ギーの移り変わりで運動してい
る物体の例から，力学的エネル
ギーが保存されていることに気
づくことができる。

・身近な物体の運動から，力学的
エネルギーの保存の例をあげる
ことができる。

・ジェットコースターやふりこな
どの運動は，位置エネルギーと
運動エネルギーが移り変わって
いること，力学的エネルギーは
保存されていることを説明でき
る。

　　 教科書 P.140 〜 165

章の目標 力学的な仕事の定義をもとに，エネルギーを位置エネルギーや運動エネルギーとして量的に
扱うことができること，位置エネルギーは運動エネルギーと相互に変換されることなど，日
常生活や社会と関連づけて物体の運動とエネルギーについて科学的に思考する能力や態度を
養う。また，エネルギーの変換や保存に関する観察・実験を行い，観察・実験の結果と日常
生活のエネルギー利用とを関連づけ，エネルギーを有効利用するためには効率の向上が必要
であることを見いだすようにする。

３章　エネルギーと仕事



指導計画・評価の具体例３　運動とエネルギー 6

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

４

３　仕事と力学的エネルギー
・P.148 図 1 ～図 3 を参考に，仕事についての説明

を聞く。
・「推測しよう」運動エネルギーや位置エネルギー

を大きくする方法を考える。
・P.149「これまでに学んだこと」の電力量の単位

や図 5 を参考に，仕事と力と距離の関係，仕事の
単位や求め方についての説明を聞く。

・P.150 図 1 を参考に，摩擦力に逆らってする仕事
の考え方についての説明を聞く。

148〜150

・身近な例から位置エネルギーや
運動エネルギーを大きくする方
法について考えている。

・ボールを同じ力でおし出した場
合，おす距離が長い方が速くな
り運動エネルギーが大きくなる
ことや，同じ重さの荷物を持ち
上げる場合，高くすると位置エ
ネルギーを大きくできることに
気づくことができる。

・物体に仕事をすることによっ
て，エネルギーを得ることに気
づくことができる。

・仕事を求める式から仕事を求め
ることができる。

・物体に仕事をすることによって
エネルギーを得ることを説明で
きる。このことから，仕事とエ
ネルギーは，同じ単位で表すこ
とを説明できる。

５

・「課題」仕事と力学的エネルギーの関係について
考える。

【実験 4】仕事と力学的エネルギーの関係
・例えば方法 A のように，小球の高さや小球の質

量，斜面の傾きと木片が動く距離との関係につい
て調べ，結果をグラフなどにまとめる。

150〜151

・斜面で小球を転がして木片に衝
突させるときの小球のもつ力学
的エネルギーの大きさと，木片
の摩擦力による仕事との関係に
ついて実験を行い，調べようと
している。

・小球の初めの位置が高いほど，
また，小球の質量が大きいほど，
木片に対してした仕事が大きい
ことに気づくことができる。

・物体のもつ力学的エネルギーの
大きさは，物体に対してした仕
事で説明できることを指摘でき
る。

・実験を行い，小球の高さや小球
の質量，斜面の傾きと木片が動
く距離との関係について，結果
を表やグラフなどにまとめるこ
とができる。

６

・力学的エネルギーの大きさの変化と他の物体にし
た仕事の大きさとの関係について，P.152 図 1 や
実験結果をもとに考察する。

・仕事と摩擦による熱について説明を聞く。
・P.153「練習」「確認」を計算する。
・P.153「学びを活かして考えよう」の例を探す。

152〜153

・仕事と力学的エネルギーの関係
について，実験結果から考えて
いる。

・結果から物体の力学的エネル
ギーの増減は，物体がしたりさ
れたりする仕事によることに気
づくことができる。

・身近な例から仕事によって物体
のもつエネルギーが変化してい
る例をあげることができる。

・仕事や力学的エネルギーを計算
することができる。

・物体の力学的エネルギーの増減
は，物体がしたりされたりする
仕事によることを説明できる。

７

４　仕事の原理と仕事率
・P.154「レッツトライ！」や図 1 を参考に，力を

小さくできる場合に仕事の大きさは異なるか考え
る。

・仕事の原理についての説明を聞く。
・「課題」道具を利用すると，仕事の大きさはどう

なるか考える。
【実験 5】滑車を使うときの仕事
・実験 5 を行い，結果を表にまとめる。

154〜155

・道具を使って力を小さくした場
合，仕事の大きさはどうなるか
考えている。

・正しい操作で実験を行い，結果
を表にまとめることができる。

８

・道具を使った場合と使わなかった場合とで，仕事
の原理がなり立っているか考える。

・P.156 図 1 ～図 3 を参考に，動滑車や輪軸，てこ
の説明を聞く。

・2 年で学習した電力の単位を参考に，仕事率につ
いて考える。

・「学びを活かして考えよう」計算をして仕事の能
率を比べる。

156〜157

・仕事の原理についての身近な例
に関心をもって考えている。

・実験結果から，道具を使った場
合でも使わなかった場合でも仕
事の原理がなり立っていること
に気づくことができる。

・仕事の能率を求めるためには，
単位時間あたりの仕事で比べれ
ばよいことに気づくことができ
る。

・仕事率を求める式から，仕事の
能率を計算することができる。

・仕事の行い方の例から，計算に
より能率を比較することができ
る。

・道具を使って力を小さくしても
仕事は変化しないことを説明で
きる。

・仕事率は，単位時間あたりの仕
事で表すことを説明できる。



指導計画・評価の具体例３　運動とエネルギー 7

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

９

５　エネルギーの移り変わり
・これまでに学んだエネルギーについて思い出し，

他にどのようなエネルギーがあるか P.158 ～ 159
の写真を見て考え，それらがどのように移り変
わっていくか考える。

158〜159

・私たちはさまざまなエネルギー
を変換して利用していること
や，変換の際に利用できないエ
ネルギーも生じることについて
考えている。

・エネルギーは相互に変換できる
が，熱エネルギーから変換する
ことは効率が悪いのは，熱が広
く散らばりやすいことに気づく
ことができる。

・エネルギーは他のエネルギーに
移り変わることができることを
説明できる。

・熱の伝わり方として，伝導や対
流，放射を説明できる。

10

・P.160 図 1 を参考に，さまざまな場面で利用でき
ない熱エネルギーに変換されてしまうことについ
て説明を聞く。

・熱にはさまざまな伝わり方があることについて説
明を聞く。

160〜161

・熱の伝わり方について考えてい
る。

・エネルギー変換の際には熱エネ
ルギーが発生することを説明で
きる。

11

６　エネルギーの保存
・「課題」さまざまに姿を変えるエネルギーは失わ

れていくのか考える。
・利用したいエネルギーに変換できる割合や，それ

以外のエネルギーは，どうなるのか考える。
【実験 6】位置エネルギーから電気エネルギーへの

変換効率
・実験 6 で，測定した値から発電の効率を求める。

162〜163

・エネルギー変換の際に生じるエ
ネルギー量の変化について，関
心をもって調べている。

・位置エネルギーが電気エネル
ギー以外に，音エネルギーや熱
エネルギーといった利用できな
いエネルギーに変換されること
に気づくことができる。

・プーリーつき発電機を使ってエ
ネルギーの変換を調べる回路を
つくり，発電の効率を計算で求
めることができる。

12

・エネルギー変換の前後で利用できないエネルギー
に変換された分も含めて，エネルギーの総量は保
存されていることについての説明を聞く。

・実験結果から利用できるエネルギーへの変換効率
について考え，エネルギーの有効利用のためには，
利用できるエネルギーへの変換効率を高める工夫
が必要なことを考える。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

164〜165

・目的のエネルギーへの変換効率
を高めるにはどうしたらよいの
か考えている。

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもってとり組み，発
表している。

・利用できないエネルギーに変換
された分も含めて，エネルギー
の総量は保存されることに気づ
くことができる。

・エネルギーの有効利用のために
は，利用できるエネルギーへの
変換効率を高める工夫が必要だ
と気づき，その例をあげること
ができる。

・エネルギーの減少を少なくする
ための対策について，自分の考
えた方法を説明できる。

・エネルギー全体の量が，エネル
ギーの移り変わりの前後で一定
に保たれることを説明できる。

・利用できるエネルギーへの変換
効率を高めるために，さまざま
な工夫がされていることを説明
できる。

・問題の解答を理由や例をあげな
がら説明できる。

学習内容の整理／確かめと応用 1 時間

予備 （2）時間

時間数 29（31）時間


