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概 要 

実験や観察によってもののきまりを見付けることを通して、身の回りで起きてい

る現象を説明できるようにすることが、理科では強く求められている。一見子ども

は、見付けたきまりを理解しているようではあるが、その理解度は浅い。そこで、

ふりこの学習において、ふりこのきまりが使われていることが分かりづらい現象を

提示し、その現象を説明させる問題を提示した。すると子どもは、その現象の要因

を複数考え、その是非を確かめる検証実験を行った。その結果、子どもは以前に見

付けた「ふりこのきまり」を使うと、提示された現象の説明がつくと納得し、身の

回りの現象についてもののきまりを使って説明することができた。この時、子ども

は実感を伴って、見付けたもののきまりを理解することができたのである。 

 

１ はじめに 
理科の学習は、観察や実験を通して、身の回りの現象が起こる理由を明らかにし、

科学的な見方や考え方を養うことが目標に定められている。つまり、今、自分の目の

前で起こっている現象（身の回りの現象）が起こる理由を明らかにした子どもは、現

象からものの性質や規則性（以下、もののきまり）を見付け、それを使って身の回り

の現象を説明できる子どもである。 

しかし、もののきまりを学習した後、これまで学んできたものと少し違った現象を

示すと、見付けたもののきまりではない、別のきまりや誤ったきまりで説明をしてし

まう子どもの姿が見られた。これは、見付けたもののきまりという知識が「やっぱり

～だ。「そういうことか。」等と、実感を伴った理解として習得されていないことが原

因である。 

そこで、本研究では「見付けたもののきまりはやっぱり正しかった。」というよう

に、実感を伴った理解をさせる授業を構想することによって、もののきまりを使って、

身の回りの現象を説明する子どもの姿を目指す。 

 

２ 研究仮説 
もののきまりが使われていることが分かりづらい現象を児童自身に説明させる授業

を行えば、もののきまりを実感を伴った理解に至らせることができる。 

 

３ 研究の内容と方法 
（1) もののきまりが使われていることが分かりづらい現象を提示し、その現象を説

明させる働き掛けは、もののきまりを実感を伴った理解に結び付けることができ

るか。 

次の働き掛けを行った。 

① もののきまりが使われていることが分かりづらい現象を提示し、その結果

を示す。 
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② 提示した現象と比較させたいものを図で提示する。 

③ 考えた要因が現象に影響しているかどうか確かめる実験を行わせ、説明さ

せる。 

（2) もののきまりを身に付け、実感を伴った理解となっているかどうかは、授業時

の子どもの姿や授業後の記述から分析と考察を行う。 

 

もののきまりが使われていることが分かりづらい現象とは、せんぬきや水鉄砲、

自作のマグネットカー等である。せんぬきは「第二てこ」でできており、てこの

きまりを使って栓をぬいている。最近の水鉄砲には、押し込んだ空気が基に戻ろ

うとする性質を使って水を遠くに飛ばしているものがある。本研究では、このよ

うに身の回りにあるもので、子どもにとって、「ぱっと見た感じではもののきまり

や性質が使われていることが分からないもので示した現象」を「もののきまりが

使われていることが分かりづらい現象」とした。 

 

４ 研究の実際と考察 
 対象：五泉市立五泉小学校 ５年３組 31名 

 理科「ふりこの運動」 10、11、12／12時間 

本時までに子どもたちは、ふりこの一往復する時間にはふりこの長さが関係してい

て、振れ幅やおもりの重さは関係がないことを学習している。 

９時間目まで終

えた段階で、市販

のワークテストを

行った。抽出児の

小泉は、「ふりこ

が一往復する時間

を長くするには。」

という問いに対し

て、「ふりこの長

さを長くする。」

と解答し、ふりこ

のきまりについて

理解をしているこ

とが分かった。約８割の子どもが、小泉同様にふりこのきまりについて理解をしてい

た。 

本時、そのような子どもたちに、次のような働き掛けを行った。 
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(1) ふりこのきまりが使われていることが分かりづらい現象を提示し、その結果を

示す。 

一見ふりこの長さが同じように見える、ふりこＡ（写真１左側）と、ただ鉄

の板棒をつり下げたふりこＢ（写真１右側）を提示し、それぞれのふりこが一

往復する時間を示す。 

一見ふりこの長さが同じように見える、ふ

りこＡ（写真１左側）と、鉄の板棒をつり下

げたふりこＢ（写真１右側）を提示し、ふり

こＡとふりこＢとではどちらが一往復する時

間が速いかを予想させた。ふりこＡは本時ま

でにふりこのきまりを見付けさせるために使

用していたふりこである。ふりこＢは、６年

生の学習で使用するてこ実験機のうでの部分

である。提示する際、ふりこＢの板棒の長さ

とふりこＡのつり下げたおもりの一番下の部

分が同じになるようにして提示した。ふりこ

Ａが速いと答えた子どもは４人、ふりこＢと

答えた子どもは13人、同じ速さと答えた子ど

もは14人いた。小泉は、「ふりこＢ」と答えた。

その後、すぐに実験を行い、それぞれのふりこの一往復する時間を示した。ふり

こＡは1.2秒、ふりこＢは1.0秒だったことから、小泉の予想は当たっていた。 

しかし、予想が外れた子どもだけでなく、小泉のように予想が当たった子ども

も、「どうしてふりこＢの方が速くなるのか」と疑問をもち、課題が設定された。

そして、子どもは、ふりこＢが速くなる理由を考え始めた。しかし、その理由が

なかなか思いつかない子どもがいた。そこで、次のような支援を行った。 

 

(2) 提示した現象と比較させたいものを図で提示する。 

ふりこＡとふりこＢを図示したものを提示する。 

ふりこＢが速くなる理由を考え始めた子どもに、ふりこＡとふりこＢを図示し

たもの（図１）を提示した。すると子どもは、図示したふりこＡとふりこＢとを

じっくりと見つめたり、実物のふりこＡとふりこＢに触れたりしながら、その違

いを挙げはじめた（表２）。 

子どもは、２つのふりこを比較し、ふりこＡはこれまで通り、つり下げたひもに

おもりがついているが、ふりこＢにはひもがないと発言した。また、ふりこが一

往復する時間には重さは関係ないと分かっていながらも、重さを確認したいとい

（写真１）ふりこＡとふりこＢ 
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う子どもがいて、電子ばかりでふりこＡとふりこＢ

の重さを図った。ふりこＡは99gでふりこＢは53gで

あった。おもりの位置に着目した子どももいた。ふ

りこＡはこれまでと同じでつり下げたひもの一番下

におもりがついているが、ふりこＢにはひもがない。

つまり、全部おもりだと発言した。さらに、ふりこ

Ｂに空いている穴に着目する子どももいた。ふりこ

が振れる方向の面積の違いに着目する子どももいた。

ふりこＡはおもりが丸く、ある程度の面積があるが、

ふりこＢは平たいために面積がせまいと考えたので

ある。このように、ふりこＢが速くなる理由がなか

なか思いつかない子どもに、提示した現象を図示し

たものを提示すると、比較する思考が働き、ふりこ

ＡとふりこＢとの違いをいくつか見付けていった。 

子どもはいくつかの違いを見付けな

がら、何がふりこＢを速くしている要

因なのかを考え、４つの仮説を立てた

（表３）。一つ目は、ふりこＢは、風の

抵抗が少ないから速くなるという仮説

である（仮説①）。穴の有無や面積の

違いが要因と考えてい

るのである。二つ目は、

ふりこＢは、どこも同

じ重さだから速くなる

という仮説である（仮

説②）。ふりこＢは全部がおもりという考えから、このように仮説を立て、ふりこ

Ａは一番下だけが重いけど、ふりこＢは全部がおもり、つまり上も中も下もどこ

も重さが同じになっていることが要因と考えているのである。三つめは、ふりこ

Ｂは軽いから速くなるという仮説である（仮説③）。ふりこが一往復する時間は、

重さには関係ないという学習をしている。しかし、子どもはふりこの形が変わっ

たから、もしかしたら今回は重さが関係しているのではないかと考えていたり、

ふりこのおもりが重いと一往復する時間が速くなるという素朴概念がなかなか払

拭されなかったりしていることが子どもの発言から窺えた。四つ目は、ふりこＡ

は糸がふられて曲がるから遅くなり、ふりこＢは全体で動いて曲がらないから速

くなるという仮説である（仮説④・図２）。ふりこで振れた糸は、しなるように触

れていてそのことがふりこが一往復する時間に影響しているという考えである。

これも子どもの素朴な概念である。 

仮説① ふりこＢは、風の抵抗が少ないから速くなる。 
仮説② ふりこＢは、どこも同じ重さだから速くなる。 
仮説③ ふりこＢは、軽いから速くなる。 
仮説④ ふりこＡは糸がふられて曲がるから遅くなり、ふり

こＢは全体で動いて曲がらないから速くなる。 

（表３） 

 

 

 

ふりこＡ ふりこＢ 

ひもが有る ひもが無い 

99g 53g 

おもりが下にある 全部がおもり 

穴が無い 穴が有る 

横の面積が大きい 横の面積が小さい 

（表２）ふりこＡとふりこＢの違い 
 

（図１）ふりこＡとふりこＢ 
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抽出児の小泉は、「ふりこＢはあなが空いているから（速い）。」と理由を記述し、

風の抵抗を要因として考えていた。

つまり、小泉をはじめ、全ての子

どもが、まだ、ふりこＢが速くな

る要因であるふりこの長さが短い

からふりこＢが速くなることに気

付いてはいなかった。仮説を立て

た子どもたちは、自分が立てた仮

説が正しいのかどうかを調べたい

と思っている。そこで、そのよう

な子どもたちに、実験を行うこと

ができる場を提供した。 

 

(3) 考えた要因が現象に影響しているかどうか確かめる実験を考え行わせ、説明さ

せる。 

考えた要因がふりこＢの一往復する時間に影響しているかどうか確かめる実

験を行わせ、説明させる。 

どの要因が影響しているのか確かめたいと思っている子どもに、支持の多い要

因から順番にその要因が正しいのかどうかを確かめる実験を考えさせた。子ども

たちはそれぞれの要因を確かめる実験方法を班の友だちと相談し、次の実験ア～

キを考え、要因が正しいかどうかを検証する実験を行った。 

風の抵抗を要因として考えている小泉は、班の友だちと相談し、送風機でふり

こＡとふりこＢに風を送る方法（実験イ）を考えていた。 

仮説④の検証実験 ふりこＡは糸がふられて曲がるから遅くなり、ふりこＢは

全体で動いて曲がらないから速くなる。 

実験ア 

＜実験方法＞ 

ふりこＡを太い針金にする。 

  → 1.0秒になるだろう。 

＜実験結果＞ 

1.2秒（検証失敗） 

＜実験の様子＞ 

子どもは、ふりこＡは糸がふられて曲がるから遅くなり、ふりこＢは全体で

動いて曲がらないから速くなると考えている。それを検証する実験方法を考え

させた。すると、ふりこＡの糸をふにゃふにゃと曲がらないものにすればよい

（図２） 
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と考え、ふりこＡのひもを太い針金にして実験を行う方法を考えた。子どもに

直径２mm程度の太い針金を渡し、そこにふりこＡにつけていたおもりをつり下

げて実験を行わせた。子どもは、もしこの仮説が合っているなら、一往復する

時間はふりこＢと同じ1.0秒になるだろうという結果の見通しをもって実験に臨

んだ。しかし、実験の結果は、1.2秒になり元々のふりこＡの一往復する時間と

変わりなかった。そして、仮説④は違うということを学んだ。  

仮説①の検証実験 ふりこＢは、風の抵抗が少ないから速くなる。 

仮説③の検証実験 ふりこＢは、軽いから速くなる。 

実験イ（抽出児 小泉の班が考案） 

＜実験方法＞ 

送風機でふりこＡとふりこＢに風を送る。 

→ 抵抗が大きいふりこＡが大きく動き出すだろう。 

＜実験の結果＞ 

動かない。（検証失敗） 

＜実験の様子＞ 

子どもは、ふりこＢは風の抵抗が少ないから一往復する時間が速いと考えて

いる。それを検証する方法を考えさせた。すると、子どもは、ふりこＡの抵抗

を大きくすればよいと考え、ふりこＡとふりこＢに送風機で風を送ってみると

いう方法を考えた（写真２）。ふりこの横方向から送風機の風を送ってみた。

時々風の向きを変えたり、ふりこに近付けたり、強さを変えたりしながら、ふ

りこＡとふりこＢの揺れ方を確かめていた。しかし、ふりこＡがふりこＢより

も大きく揺れるという結果にはならなかった。そこで、別の実験（実験ウ）で

確かめることにした。 

実験ウ 

＜実験方法＞ 

ふりこＢの穴をふさぐ。 

→ 穴をふさがれた分抵抗が大きくなるので、ふりこＢの一往復する時間が

遅くなるだろう。 

＜実験結果＞ 

1.0秒（検証失敗） 

＜実験の様子＞ 

子どもは、ふりこＢは風の抵抗が少ないから一往復する時間が速いと考えて

いる。ふりこＢには穴が空いているので、その穴をふさいでやれば穴に出入り

していた空気の分だけ抵抗が大きくなるので一往復する時間が若干遅くなるの

ではと考えた。そこで、セロテープを用意し、ふりこＢの穴をふさいで実験を

（写真２） 
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行った。しかし、ふりこＢの一往復する時間は穴をふさぐ前と変わらず、1.0秒

のままであった。まだ他の実験方法を考えている子どもがいたので、次はその

実験（実験エ）で確かめることにした。 

実験エ 

＜実験方法＞ 

ふりこＢのふれる向きを変える。 

→ ふりこＢの抵抗がさらに大きくなるので、ふりこＢの一往復する時間が

遅くなるだろう。 

＜実験結果＞ 

1.0秒（検証失敗） 

＜実験の様子＞ 

絶対に風の抵抗が影響をしていると考えている子どもが、試しにふりこＢの

ふれる向きを変えてやってみたいと考えた。今まで横にふれさせていたふりこ

Ｂを、面積の広くなる縦方向にふれさせてみるという方法である。つり下げる

部分の形状を縦にふれることができるようにするにはどうするかを考え、そこ

の形状を工夫し実験に臨んだ。既に、実験ウでふりこＢの穴もふさがれており、

子どもは絶対に抵抗が大きくなってふりこＢの一往復する時間は1.0秒よりも遅

くなるだろうと考えた。しかし、実験の結果は1.0秒のまま変わらなかった。さ

らに、他の実験方法を考えている子どもがいたのでその実験（実験オ）で確か

めることにした。  

実験オ 

＜実験方法＞ 

ふりこＢの厚さを太くする。 

→ 厚さが太くなった分抵抗が大きくなるので、ふりこＢの一往復する時間

が遅くなるだろう。（仮説③の検証も含む） 

＜実験結果＞ 

1.0秒（検証失敗） 

＜実験の様子＞  

ふりこＢの風の抵抗を大きくするために、ふりこＢの鉄の板を２枚に重ねて

ふれさせてみると考えた。子どもは、厚さが太くなった分抵抗が大きくなるの

で、一往復する時間がふりこＢの1.0秒よりも遅くなると考えた。ふりこＢの鉄

の板を二枚用意してぴったりと重ね、それをセロハンテープで張り合わせて１

枚の板状にした。板状にしたものをつり下げて実験を行わせた。しかし、実験

の結果は1.0秒のまま変わらなかった。そして、この実験を行うことによって、

ふりこＢが軽いから速くなるという仮説③も正しくないということを理解した。

そして、「やっぱり、重さは関係ない。」と発言し、ふりこが一往復する時間に
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重さは関係ないという知識を実感を伴った理解をしている姿が見られた。 

仮説②の検証実験 ふりこＢは、どこも同じ重さだから速くなる。 

実験カ 

＜実験方法＞ 

ふりこＢをふりこＡのようにひもでつり下げる（ふりこＢ´）。ふりこＡのひ

もの長さを伸ばし、ふりこＢ́ の長さと同じにする（ふりこＡ́ ）。 

→ どこも同じ重さにはならないから、ふりこＡ´とふりこＢ´の一往復する

時間は同じになるだろう。 

＜実験の結果＞ 

ふりこＢ´1.3秒  

ふりこＡ´1.5秒（検証失敗） 

＜実験の様子＞ 

仮説①、③、④が正しくないということから、残

る仮説は、ふりこＢはどこも同じだから速くなると

いう仮説②だけになった。その仮説を検証する実験

方法を考えさせた。すると、ふりこＢをひもでつり

下げ（ふりこＢ´）、その長さに合わせてふりこＡの

ひもの長さも長くする（ふりこＡ́ ）方法が出された（図３）。ひもでつり下げ

るとどこも同じ重さではなくなるから、二つのふりこの一往復する時間は、同

じタイムになるはずだと考えた（図３）。ふりこＡの長さを合わせようとしてい

る行動から、子どもがふりこのきまりを基にして検証実験方法を考えているこ

とが分かる。子どもは、２つのふりこを同時に振れさせて、２つのふりこが同

調して振れるかどうかを確かめたり、タイムを計ったりした。しかし、２つの

ふりこは同調してふれることはなく、ふりこＢ´が1.3秒、ふりこＡ´が1.5秒と

いう結果になった。仮説②について、他の実験方法を考えている子どもがいた

ので、その実験方法（実験キ）を行うことにした。  

実験キ 

＜実験方法＞ 

ふりこＢの下の部分におもりを付ける。 

→ どこも同じ重さにはならないから、ふ

りこＢの一往復する時間は1.2秒になる

だろう。 

＜実験結果＞ 

1.2秒（検証成功） 

＜実験の様子＞ 

ふりこＢ´ 

ふりこＡ´ 

（図３） 

（図４） 
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子どもは、ふりこＢをどこも同じ重さにならないようにしたらふりこが一往

復する時間が変わるだろうと考え、ふりこＢの下の部分におもりを付ける実験

方法を考えた（図４）。子どもは、おもりを付けたことによって、重さのバラン

スがくずれたので、おもりを付けたふりこＢが1.2秒になるはずだと考えた。そ

して実験を行うと、予想通り1.2秒という結果になった。そして、ふりこＢが速

くなったのは、仮説②が正しく、ふりこＢはどこも同じ重さだから速くなった

と考えた。 

 

子どもたちは、ふりこＢの一往復する時間が速くなる要因として、①抵抗、②

おもりの重さのバランス、③おもりの重さ、④糸が曲がるという性質の４つを挙

げ、どれが要因として正しいのかを調べるために班毎に検証実験の方法を考えた。

その方法を学級全体で行い、全部で７つの実験を行うことによって課題の解決を

図ってきた。 

７つめの実験キを終えた小泉は、「（ふりこＢが）なぜ速いかは、全体の重さが

同じく、ふりこの長さが短いから。」とワークシートに記述した。つまり、ふりこ

の長さだけが要因であることにまだ気付いてはいない。そこで、「どうしてどこも

同じ重さだと速くなるのか」と学級全体に問いかけ説明をさせた。すると、子ど

もたちは、次のように発言をした。 

左近  ふりこＢが速かったのはふりこの長さが関係していて、ふりこＡよりもふりこ

Ｂの長さが短いからです。 

小泉  えっ？ どうして、長さ同じじゃん。 

教師  だよねえ。同じだよねえ。 

 森   （表情が明るくなり、隣の友だちに何か説明を始める。） 

教師  森さん、今、隣の友だちに話していることを、みんなに教えて。 

 森   ふりこの長さは、おもりの中心までだから、ふりこＢはひもがないおもりだけ

で考えると、板の棒の真ん中までがふりこの長さになる。だから、ふりこＢは速

くなりました。 

小泉  あっ。そういうことか！ わかった。 

ふりこＡとふりこＢの長さが同じだと思っていた小泉が、左近と森とのやり取

りを通して、ふりこの長さという知識の意味を再認識し、「あっ、そういうこと

か！ わかった。」と発言をした。この発言が、本研究における抽出児小泉の実感

を伴った理解をした姿である。授業のまとめに小泉は次のように記述した。 

  



 

90 

 

    は、小泉がふりこの長さはおもりの中心までという知識を実感を伴っ

て理解していることが分かる記述である。また、    は、ふりこのきまりを

使って提示した身の回りの現象を説明している姿である。 

 

５ 研究の成果と課題 
○ もののきまりが使われていることが分かりづらい現象を提示し、その現象を説

明させる働き掛けは、もののきまりを実感を伴った理解にさせることができる。 

次の働き掛けが有効である。 

① もののきまりが使われていることが分かりづらい現象を提示し、その結果を

示す。 

② 提示した現象と比較させたいものを図で提示する。 

③ 考えた要因が現象に影響しているかどうか確かめる実験を行わせ、説明させる。 

 

今回は、５学年「ふりこの動き」の実際で研究の具体

を説明した。その他にも６学年「てこの規則性」でも今

回の働き掛けにより、てこを使った道具の便利さやすご

さを実感を伴った理解とさせることができると考える。 

特に大切なのが、①もののきまりが使われていること

が分かりづらい現象を提示し、その結果を示す働き掛け

である。てこの規則性の授業では、炭酸水を提示し、こ

の栓を抜くにはどのくらいの力が必要なのかを問う。炭

酸水の栓を抜くには、てこの働きを利用している栓抜き （写真３） 
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が必要である。授業では、栓を抜くときの力をどのように測定するのかを考えさ

せる場面に、子どもの創意工夫や友達との自然な対話が生まれる。そして、試行

錯誤しながら炭酸水の栓を抜く力を測定しようと試みる。授業では、栓抜きの力

点の部分に、てこ実験器につり下げるおもりを下げていくことで測定を行った

（写真３）。すると2.8kgの力（おもり）を力点にかけると炭酸水の栓が抜けること

が分かった。しかし、これは力点にかかる力であり、作用点にかかる力ではない。 

そこで、栓抜きを実物大にコピーした図を提示する。すると子どもは、栓抜き

の支点や力点、作用点の位置を確認し、支点から作用点と力点までのそれぞれの

長さを調べる。そして、てこ実

験器で見付けたてこのきまりを

用い、作用点にかかっている力

を計算で求めた（図５）。 

授業のまとめで子どもは、次

のように記述し身の回りの道具

である栓抜きの働きについて説

明をした。 

 

 

栓抜きに支点、力点、作用点があり、どのくらいの力かを計算で出してみて

びっくりしました。てこだと力点が2.8kgなのに、作用点になると14kgとなっ

て、かかる力がこんなに変わるのはすごいと思いました。 

 

    は、子どもがふりこには支点、力点、作用点があるという知識を実感

を伴って理解していることが分かる記述である。また、    は、てこのきま

りを使って提示した身の回りの現象を説明している姿である。 

 

● 子どもに問いをもたせ、学ぶ意欲を喚起するには、授業の始めにどのような現象

を提示するかが大切である。問いをもった子どもは既習の知識やこれまでの経験を

もち出して問題解決学習を始める。一人では問題解決ができないとき、友だちとの

自然な対話が生まれる。結果として深い学びを得ることができる。したがって、身

近なものを使って子どもに問いをもたせる事象提示をこれからも考えていく必要が

ある。 

（図５） 


