
「高知の授業の未来を創る」推進プロジェクト 授業づくり講座（小学校理科）

第５学年理科学習指導案

日時：令和 3年 6月 25 日（金）5校時
児童：加茂小学校 5年（18名）
指導：加茂小学校 棟田一章

１．単元

振り子の運動
２．単元の目標

振り子の 1往復する時間に着目して，おもりの重さや振り子の長さなどの条件を制御しながら，
振り子の運動の規則性を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，実験などに関す
る技能を身に付けるとともに，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力や主体的に問題解決
しようとする態度を養うことができるようにする。

３．単元の評価規準

４．指導観

（１） 単元観

本内容は，第 3学年「A（２）風とゴムの力の働き」の学習を踏まえて，「エネルギー」につ
いての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「エネルギーの捉え方」に関わるものであり，
第 6学年「A（３）てこの規則性」の学習につながるものである。ここでは，児童が，振り子
が 1往復する時間に着目して，おもりの重さや振り子の長さなどの条件を制御しながら，振り
子の運動の規則性を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，実験などに関
する技能を身に付けるとともに，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力や主体的に
問題解決しようとする態度を育成することがねらいである。
ここでの学習は，「力の働き」や「力のつり合いと合成・分解」などの中学校理科における力

学的エネルギーの学習へとつながるものである。第 5学年の児童は，エネルギーに関する知識
は少ないものの，第 3学年「A（２）風とゴムの力の働き」において，力を加えればそれだけ
大きく物を動かすことができることを学んでいる。量的・関係的な理科の見方を働かせて問題

【知識・技能】 【思考・判断・表現】 【主体的に学習に取り組む態度】

① 振り子が 1往復する時間は，

おもりの重さなどによっては

変わらないが，振り子の長さ

によって変わることを理解し

ている。

② 振り子の運動の規則性につい

て，観察，実験などの目的に応

じて，器具や機器などを選択

して，正しく扱いながら調べ，

それらの過程や得られた結果

を適切に記録している。

① 振り子の運動の規則性につい

て，予想や仮説を基に解決の

方法を発想し，表現するなど

して問題解決している。

② 振り子の運動の規則性につい

て，観察，実験などを行い，得

られた結果を基に考察し，表

現するなどして問題解決して

いる。

① 振り子の運動の規則性につい

ての事物・現象に進んで関わ

り，粘り強く，他者と関わりな

がら問題解決しようとしてい

る。

② 振り子の運動の規則性につい

て学んだことを学習や生活に

生かそうとしている。



解決を行っているのである。本内容においても，その理科の見方を働かせながら問題解決を行
うことができるように，単元を通した指導の計画を構想したい。

（２） 児童観

児童の実態を把握するために，理科のアンケートを実施した。その結果，「理科の勉強は好き
だ」の質問において肯定的な評価（１当てはまる ２どちらかといえば，当てはまるを回答し
た）児童は，18 人中 17 人（94.4％）となった。児童は，理科について親しみをもって学習に
取り組んでいることがわかる。このような回答の一方で，理科学習についての経験を質問した
内容では，児童の日ごろの理科学習の習慣についての実態が見えてきた。
「理科の授業で，自分の考えをまわりの人に説明したり発表したりしていますか。」の質問に

ついて肯定的な回答をした児童は，12 人であった（66.6％）。そうでないと回答した児童は，6
名（33.3％）であった。児童は，理科学習において観察，実験は意欲的に取り組んでいる一方
で，自分の考えを表現したり，友だちの考えを検討したりする活動を十分に経験できていない
のである。また，「理科の授業では，自分の予想をもとに観察や実験の計画を立てている」の質
問について肯定的な回答をした児童は，14 名（77.8％）であった。しかし，そのうち「当ては
まる」に回答している児童は 7名であり，残りの 7名は「どちらかといえば当てはまる」と回
答している。多くの児童は，自分の予想を基に実験計画を立てる活動を，日々の理科学習にお
いて経験している。この経験をさらに対話によって充実させることで，実験の目的を明確にし，
見通しをもって科学的に問題解決できるようにしたい。

（３） 指導観

理科学習における観察，実験は，児童が意欲的に活動する場面である。多くの児童は「実験
が楽しい」「観察してスケッチすることが好き」という印象をもっており，観察，実験は児童の
目が輝く瞬間といえる。この観察，実験をより主体的な活動にするためには，やはり児童の思
考に沿った意味ある学習活動にする必要がある。言い換えれば，見通しをもって観察，実験に
取り組むことができるように学習活動を設定するのである。児童が見通しをもって問題解決を
することの意義については，小学校学習指導要領解説理科編（P15）にも示されている。
本内容の指導に当たっては，児童が見通しをもって問題解決学習を行うために，実験までの

思考活動を重視する。具体的に言えば，見出した問題に対する自らの考えとなる「予想・仮説」
を設定し，その「予想・仮説」を基にして「解決の方法」を発想する。そして，その解決の方
法を発想するなかで「結果の見通し」をもつまでの一連の過程を，児童と話し合いながら展開
するのである。特に「解決の方法」を検討する場面では，教師も児童とともに話し合いに参加
することが重要と考える。今回の場合でいえば「振り子の 1往復する時間は何によって変わる
のだろうか」が単元全体の問題となるため，振り子の長さ，おもりの重さ，振れ幅といった条
件を制御しながら問題解決を行う必要がある。児童の行う実験が，自らの予想や仮説を正しく
確かめることができるものにするためには，教師による助言や支援も重要となる。児童と話し
合いながら，思考に沿った実験を計画できるように発問や事象提示を工夫したい。そうするこ
とで，児童は結果の見通しをもち，より主体的に実験を行うことができるようになると考える
からである。



（４）科学的に問題を解決する単元の構想

実験計画①

変える条件：振り子の長さ
変えない条件：おもりの重さ

振れ幅
〇具体的な操作
・振り子の長さを 2倍にする。

実験計画②

変える条件：おもりの重さ
変えない条件：振り子の長さ

振れ幅
〇具体的な操作
・おもりを 1個と 2個にする。

実験計画③

変える条件：振れ幅
変えない条件：振り子の長さ

おもりの重さ
〇具体的な操作
・角度を 10°と 20°にする。

予想①

・振り子の長さが長いほうが，１
往復する時間も長くなる。

・長さが２倍になっているから，
２倍になるんじゃないかな。

予想②

・おもりの数が 2 個のほうが，
重いから，１往復する時間は
長くなると思うよ。

予想③

・振れ幅が 20°のほうが，1往
復する時間は長くなる。

・距離と速度を考えると，時間は
同じになると思う。

活動 振り子をつくってみよう

問題の設定

振り子の 1往復する時間は，何によって変わるのだろうか？

自然事象に対する気付き

「振り子によって 1往復する時間がちがうね。」

振り子の長さ

「長い分，動く距離
が変わってくる。」

おもりの重さ

「重いほうが，勢い
がつくよ」

振れ幅

「勢いがつくけど動

く距離は・・・」

予想・仮説の設定

検証計画の立案 理科の見方「量的・関係的」 理科の考え方「条件制御」

T:「これらの仮説をどうやって調べたらいいですか？」
C：「変える条件と変えない条件をそろえて実験をすればいい。」

予想・仮説① 予想・仮説② 予想・仮説③

結果の見通し



５．指導計画と評価（本時：４/８時間目）

時間 ねらい・学習活動 重
点

記
録

評価の観点（方法）

１
・
２

〇曲に合わせて動く振り子をきっかけにし
て，実際に振り子を作って曲に合わせて
動かすことにより，振り子が一定の時間
で揺れていることを確かめるとともに，
1往復する時間が変わる要因についての
問題を見いだす。

思 思考・判断・表現①/
（発言分析・記述分析）

３ 〇振り子の 1往復する時間を変化させる条
件について仮説を立て，自分の仮説を確
かめるための条件を制御した実験を計画
する。

思 思考・判断・表現①/
（発言分析・記述分析）

４ 〇振り子の１往復する時間は振り子の長さ
によって変わるのか，条件を制御した計
画に沿って実験を行い，得られた結果か
ら結論を導き出す。

思 〇 思考・判断・表現①/
（発言分析・記述分析）

・振り子の運動の規則性について，予
想や仮説を基に解決の方法を発想
し，表現するなどして問題解決し
ているかを評価する。

実験①

・振り子の長さが Lと２L の振
り子を使って，振り子の 1 往
復する時間を調べよう。

実験②

・おもりの重さがおもり 1個の
時と 2 個の時で，振り子の 1
往復する時間を調べよう。

実験③

・振り子の振れ幅が 10°と 20°
のときで，振り子の 1 往復す
る時間を調べよう。

実験①について

・仮説は正しかった。
・振り子の長さは関係ある。
・振り子の長さと周期にはきま
りがみえる。

実験②について

・仮説は正しくなかった。
・おもりの重さは関係ない。

実験③について

・仮説は正しくなかった。
・振れ幅は関係ない。

実験による検証と実験結果の整理

結果の考察

結論の導出

振り子の 1往復する時間は，振り子の長さによって変わる。



５ 〇振り子の１往復する時間はおもりの重さ
によって変わるのか，条件を制御した計
画に沿って実験を行い，得られた結果か
ら結論を導き出す。

思 〇 思考・判断・表現②/
（発言分析・記述分析）

・振り子の運動の規則性について，
観察，実験などを行い，得られた
結果を基に考察し，表現するなど
して問題解決しているかを評価す
る。

６ 〇振り子の１往復する時間は振り子の振れ
幅によって変わるのか，条件を制御した
計画に沿って実験を行い，得られた結果
から結論を導き出す。

知 知識・技能②/
（行動観察・記録分析）

７ 〇振り子の 1往復する時間に関係する要因
について，3つの実験の結果をもとにま
とめる。

知

主

〇 知識・技能①/
（行動観察・記録分析）

・振り子の 1往復する時間は，おも
りの重さや振り子の振れ幅によっ
て変わらず，振り子の長さによっ
て変わることを理解しているかを
評価する。

主体的に学習に取り組む態度①/
（行動観察・記述分析）

・振り子の運動の規則性についての
事物・現象に進んで関わり，粘り強
く，他者と関わりながら問題解決
しようとしているかを評価する。

８ 〇学んだことを利用して，曲に合わせて動
く振り子や周期が 1秒の振り子を作るた
めの計画を立てて実行する。

主 〇 主体的に学習に取り組む態度②/
（行動観察・記述分析）

・学んだことをもとに，身の回りの
事例について考えようとしたり，
1秒振り子を作ろうとしたりして
いるかを評価する。

（行動観察・発言分析）



６．本時の学習

（１） 目標
振り子の 1往復する時間は振り子の長さによって変わるのかについて仮説を設定し，その仮

説について条件制御しながら実験を行い，得られた結果から結論を導出することができる。
（２） 評価規準

・振り子の運動の規則性について，予想や仮説を基に解決の方法を発想し，表現するなどして問
題解決している。【思・判・表】

（３） 準備物
おもり 振り子実験装置（鉄製スタンド 分度器） ストップウォッチ iPad
6 組の長さの違う糸

（４） 学習指導の展開
学習活動

・予想される児童の問題意識や反応
教師の手立て（〇）

評価（●）
1. 前時の学習を振り返り，検証する予想・仮説

について確認する。

・今日は，３つの仮説の中から振り子の長さに
ついて確かめるよ。

・振り子の長さが長いとその分おもりが動く距
離も変わるから・・・

２．予想・仮説の設定

・私は振り子の長さによって，1往復する時間
は長くなると思うよ。

・振り子の長さを変えると，その分長くおもり
は動くね。

・振り子の長さが変わっても，1往復する時間
は変わらないのではないかな。

３．検証計画の立案

・振り子の長さを変えればいいね。
・一方の長さが 30 ㎝だったら，もう一方は 2
倍の 60 ㎝にするといい。

〇前時に児童が設定した予想・仮説を振り返り，
そのうちの一つ（振り子の長さ）を検証するこ
とを確認する。

〇振り子の長さについての問題を提示する。

〇前時に設定した予想・仮説について再度話し合
い，自らの立場を明確にさせる。予想・仮説を
設定する際には，そのように考えた根拠を記述
させるようにする。

〇振り子の長さによって 1 往復する時間が変わ
るという予想・仮説の児童には，どのように変
わると思うのかも考えさせる。その際には，比
例の考えをしている児童の意見を取り上げて，
共有する。
☆理科の見方（エネルギー）：「量的・関係的」

〇変える条件と変えない条件について話し合い，
条件制御の必要性について共有する。

T:振り子の長さは変えるけど，おもりの重さや振

振り子の 1往復する時間は，振り子の長さによって変わるのだろうか。



・おもりや振れ幅は，変えないでおこう。そう
でないと条件がそろわないね。

４．結果の見通し

・30㎝より 60㎝のほうが 1往復する時間は長
くなるはず。

・両方とも変わらないはず。
・振り子の長さの関係に比例して，1往復する
時間の関係も比例すると思う。（2倍）

５．実験と結果の整理

【A班】
・20㎝：0.88 秒
・40㎝：1.28 秒
【B班】
・30㎝：1.09 秒
・60㎝：1.53 秒
【F班】
・70㎝：1.66 秒
・140 ㎝：2.36 秒

れ幅はどうしようか？
C:おもりの重さと振れ幅は変えない。そうでなけ
れば条件がそろわないし，振り子の長さが関係
しているかがわからないから。

☆理科の考え方（5年）：「条件制御」
●振り子の運動の規則性について，予想や仮説
を基に解決の方法を発想し，表現するなどし
て問題解決している。
【思・判・表】（発言分析・ノート記述分析）

〇実験方法を話し合う中で，自分の予想・仮説や
友だちの予想・仮説が正しければどのような結
果が得られるのかを話し合い，結果の見通しを
もたせるようにする。

〇各班に振り子の長さを一方の 2 倍にした２つ
の振り子を配り，実験を行わせる。

Ａ班：20㎝と 40㎝
Ｂ班：30㎝と 60㎝
Ｃ班：40㎝と 80㎝
Ⅾ班：50㎝と 100 ㎝
Ｅ班：60㎝と 120 ㎝
Ｆ班：70㎝と 140 ㎝
※児童の予想では，振り子の長さが 2倍になると
周期も 2倍になると考える児童がいるだろう。
そのような理科の見方を働かせるためにも，振
り子の長さは教師が設定する。

〇ストップウォッチを用いて 10 往復を測定し，
iPad を用いて班ごとにデータ入力する。

〇データ処理にはエクセルを用いて，10 往復の
時間を入力すると，1往復の平均が算出される
ようにしておく。

☆算数科の学習において「平均」は未習である。
ここでは，誤差によるばらつきをならすために



（５） 板書計画

６．結果の考察

・すべての班の結果から，振り子の 1往復する
時間は，振り子の長さによって変わることが
わかる。

・振り子の長さが 2倍になっても，1往復する
時間は 2倍にならない。

・振り子の長さによって 1往復する時間が変わ
るという仮説はあっていたけど，振り子の長
さが 2 倍になると 1 往復する時間も 2 倍に
なるという点はあっていなかった。

７．結論の導出

・自分の考察や友達の考察から，本時の学習の
結論を導き出し，記述する。

８．理科日記を書く

10 往復の時間を測定し，10で割ることを伝え
る。平均の意味については，算数科において学
習するため，ここでは深く扱わない。

〇すべての班のデータを共有してグラフ化でき
るようにする。

〇すべての結果とグラフから，自分の仮説を振り
返って考察させる。

〇仮説を振り返る際には，想定内であったことと
想定外であったことを記述させることで，メタ
認知を促す。

〇問題についての結論を考えさせ，全体で話し合
う。

〇考察の内容を話し合い，本時の問題に対応する
文型で結論を考えさせる。

〇本時の学習を振り返る理科日記を書かせる。

振り子の 1往復する時間は，振り子の長さによって変わる。

すべての班の実験結果
グラフ


