
技術・家庭科（エネルギー変換に関する技術）学習指導案

平成２２年１月２７日（水）第４校時

１ 題材名 「動く模型を作ろう」

技術分野 B エネルギー変換に関する技術（１）ア、ウ

２ 題材について

（１）題材観

近年ロボット技術の発達は著しい。現在、私たちの生活において機械を使用することで仕事を正

確に、効率よく行うことができるようになった。ロボットに応用されている技術・原理は我々の日

常生活でも重要な役割をはたし、身近に存在している。機械技術の進歩は身近な存在となり、わた

したちの生活をより豊かに、便利にしている。

しかし、機械技術が進歩し身近に感じられるようになるにつれて、目的の仕事を行うためにただ機

械をボタンやレバーを軽い感覚で操作するように感じているものの機械の構造自体については全く

知らない場合がある。お掃除ロボットがいい例である。ボタン一つで部屋の掃除をしてくれる。我々

のほとんどはロボットの構造、仕組みがどのようになっているのかあまり知らない。

今回、「動く模型」の製作という題材を用いることで、普段目に見る機会が少ないリンクなどの様々

な機構について興味・関心を引き出したい。そして実験等の作業を通じてグループ活動を交えながら

学習を進めていく中で、それらを正確な認識で目的に応じて利活用することが出来る力を身につけて

もらいたい。さらにここにおいて、「動く模型」の製作を通して自分の求める動きを行わせるために

はどのようにすればよいかを試行錯誤し、目の前にある課題を自力で解決していくことのできる

生徒を育てていきたいと考え、本題材を設定した。

（２）指導観

日常生活において「動くもの」の仕組みについて考えるとき、授業を受ける側、生徒にとって興味・

関心の高い教材を用いることによって、生徒それぞれが興味・関心を持ち、積極的に課題や作業中に

起きた問題に対しての解決を行っていくことが出来るのではないかと考える。さらには、作業を行っ

ていく中で自分の望むとおりの動きを模型がしてくれたとき、達成感、さらにはやる気につながるの

ではないかと考える。

特に生徒一人一人が作業・実習に取り組み、基礎的・基本的な事項を着実に定着できるような機会

としたい。

構造についての理解を促す授業において、観察や実験の中で動力がどのように伝達されているのか探

り、得た知識をもとに模型製作の作業を行うことによって、知識・技能が互いに作用しあい、両者の

より確実な定着を図りたい。

本時は実習と講義の二つの部分に分かれるが、知識・技能の双方というよりも、知識に偏った授業

になるが、体験的な活動を通して知識を深めさせたい。さらには、身近にある機械に対して多面的に

見ることで、我々の生活と機械の関わり合いについて考えさせたい。

（３）生徒観

この学級の生徒は全体的に仲が良く、非常に活動的である。また技術に対する興味・関心が高く、

授業にも積極的に参加している。これまで学んできた内容の授業でもその姿勢がみられた。しかし、

事前の簡単なアンケートより、技術･機械に関しては興味関心が高いものの、知識や実際に作業する経

験が不足しているという傾向がみられた。そのため、実践的・体験的な学習を通して正しい知識と

技能を獲得させたい。特に本題材の最終目的でもある「動く模型作り」については高い関心を示して

いるが、生徒自身が望む動きを生み出すという点など、目的達成のための細部の調節には自信がない



という面もみられる。そのようなマイナスイメージも、教材・教具を有効的に利用した段階的な学

習を進めることによって取り払いたい。

よって、本題材を通して、ロボットや機械への興味・関心をさらに高めるとともに、機械の仕組み

などの基礎的な知識や技能を身に付けさせるとともに私たちの生活と機械の関係が身近なものであ

ることをより認識させる必要があると考えられる。

３ 指導計画（全１５時間）

本時の位置づけ

・機械を動かす仕組みを調べよう（原動機について）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２時間

・様々な動きの仕組みを考えてみよう（リンク機構・カム機構）・・・・・・・・・・・・・・２時間

・動力伝達の仕組みについてギヤを通して考えてみよう・・・・・・・・・・・２時間（本時１／２）

・動く模型の設計をしよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２時間

・動く模型を作ろう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６時間

・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１時間

４ 目標 （関心・意欲・態度、知識・理解、技能、創意・工夫）

・自らの力で生活を豊かにできるように、エネルギー変換を用いた作品等に関心を持ち、製作題材に

真剣に取り組もうとしている（関心・意欲・態度）

・ギヤやリンク機構のはたらき、原理について理解する（知識・理解）

・エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用ができる（技能）

・用途に合わせて、ギヤやリンク機構等を適切に使い分けることができる（技能）

・目的の動作を実行するための適切なギヤやリンク機構の原理や使い方を工夫・活用しようとしてい

る（創意・工夫）

５ 本時

（１） 本時の目標

ギヤの仕組み・はたらきについて理解する（知識・理解）

速度伝達比について理解する（知識・理解）

（２） 本時の下位目標行動

①R リンク機構の動作について理解している

②R 身の回りの機械の多くにギヤが使われていることを知っている

③R リンク機構とギヤのはたらきは異なるものということを理解している

④ 今回用いたギヤは２種類のギヤが組み合わさったものだということを理解する

⑤ ギヤの種類により目的に応じて使い分ける必要性があることを理解する

⑥ ギヤには原動機から作用点へ力を伝達する過程で回転の速度を変える役割がある

⑦ ギヤには原動機から作用点へ力を伝達する過程でトルクを変化させる役割がある

⑧ ギヤを用いることでトルクや回転速度などを調節できることを理解する。

⑨ 原動車・従動車などの言葉の意味がわかる。

⑩G 速度伝達比について理解する。

（３） 下位目標行動の関連図

①R―②R―③R―④―⑤―⑥―⑧―⑨―⑩G

＼⑦／



（４） 本時の展開内容

時

間

○教師の活動

●指導上の留意点

◇生徒の活動

◆予想される反応

評価

規準

準備物

※備考

導

入

２

分

５

分

○前時の復習をする。

・リンクについての復習。

どのような働きがあるか。

・本時に学習するギヤとはどのような働

きの違いがあるかを問いかける。

○本時はギヤについて学習していくこ

とを伝える。

○6足歩行ロボットを用いてギヤがど

のような働きをしているかを気づい

かせる。

・どこが違うかを問いかける。

◇前時の復習を行う。

◆てこクランク、両てこ、両クランク、

平行クランク

◆両てこクランク、平行てこ

◆足の色が違う

モーターが違う

◆ギヤが何か違う

Simlink

スライド

6足歩行

ロボット

展

開

１

６

分

６

分

○教科書を読むように指示する。

●ワークシートに沿って用語を解説す

る

○身の回りにどんなギヤを用いた機械

製品があるかを問う。

○実験の目的を説明し、その後実験をす

る。

○実験の説明と注意事項を述べる。

・前時に説明していない「速度変化」、

「トルクの変化」の 2点について調

べる実験をするということを伝え

る。

・実験のやり方を説明する。

・実験器具等を配布する。

◇教科書を読む

◇ワークシートを見る

◇質問に応える

◆車、時計

◇実験器具を取りに来る。

ワー

クシ

ート

ワーク

シート

ギヤ（拡

大模型）

フラッシ

ュカード

パワーポ

イント

ギヤボッ

クス ABC

本時の目標：ギヤの仕組み・はたらきについて理解する



１

分

３

分

８

分

１

分

２

分

・ギヤボックス 3パターンを観察させ

る。

●ギヤボックスのどこに注目して観察

するかを指示する。

・どのギヤボックスがどのような結果

になるかを予想し、ワークシートに

記入するよう伝える。

・実験結果の予想を何人か指名して黒

板に書いてもらう。

・黒板に書かれた考えに近いかどうか

も含め、全体の考えをある程度把握

する。

・実験開始の指示をする。

・動かなくなったポイントの様子など

を、ワークシートに記入するように

伝える。

・机間指導を行う。

●指示に従っているかどうか

・実験をやめさせ、それぞれの班の結

果を発表してもらう。

○それぞれの結果をまとめる。

○考察をしてもらう。

◇ギヤボックスを観察し、何が違うの

かに気付く。

◆出力軸の位置が違う

ギヤの数が違う

◆テープの色が違う

コードの色が違う

◇実験結果を予想する。

◆モーターに近い方が早いし強い

モーターに遠い方が遅いし弱い

ギヤの多いと早くて強い

ギヤが少ないと遅くて弱い

◆ギヤの多いと早くが弱い

ギヤが少ないと遅いが強い

◇実験結果の予想を黒板に書く。

◇班員と協力して実験を行う。

・出力軸の先に重りを取り付け、実験

それぞれの動作の確認をし、実験結

果をワークシートに記入する。

◇それぞれの結果を発表する。

◆青より早いのは黄色

青より遅いのは赤

青より強いのは赤

青より弱いのは黄色

◇なぜ予想結果と異なったかを班で考

える。

電池

おもり



展

開

２

３

分

９

分

ま

と

め

４

分

○生徒に考察結果を発表してもらう

○どうしてそのような結果になったか

を説明する。（速度伝達比について）

P79,

・速度伝達比についての説明。

・速度伝達比を用いて出力軸の回転数

を求める方法を伝える。

○生徒と一緒に教科書の例題を解き、

ワークシートの問題をやるように指

示する。

・答え合わせをする。

○ギヤの働きが「動く模型作り」にど

のような影響があるかを述べる。

○速度とトルクの調整について理解で

きたかを問いかけて確認する。

○本時のまとめについて

・確認テスト

ギヤの役割とは何だろうか。

速度伝達比について

○次時の予告をする。

◇班の意見を発表する

◆ギヤが多い方が強い力が出るんじゃ

ないか

◆ギヤが少ないと速く動くんじゃない

か

◆早く回ると力は弱いんじゃないか

◆遅く回ると強い力が出るんじゃないか

◆ギヤの大きさに関係があるんじゃな

いか

◇教科書を読む。

◇教師と一緒に教科書の例題を解き、

ワークシートの問題をやる。

ワークシ

ート

確認テ

スト

教科書

ギヤ（拡

大模型）

フラッシ

ュカード

（５） 準備物

Simlink

なぜ、そのような結果になったのか？



6足歩行ロボット

ギヤ（袋入り）

フラッシュカード

ワークシート

ギヤ（拡大模型）

ギヤボックス A（黄色いテープ・ギヤ２枚）

ギヤボックス B（青いテープ・ギヤ３枚）

ギヤボックス C（赤いテープ・ギヤ５枚）

電池

おもり（ペットボトル[280ml,500ml,900ml,2l]）

（６） 板書計画

６ 評価観点・規準

・ギヤの仕組み・はたらきについて理解する（知識・理解）

・速度伝達比について理解する（知識・理解）

→いずれも確認テスト（単純再生法）

→９割以上：５

７～８割：４

５～７割：３

動力伝達の仕組みについてギヤを通して考えてみよう

なぜそのような結果に

なったのだろうか？

考察結果 速度伝達比について 本時のまとめ

実験結果予想

1班

2班

3班

4班

実験結果

1班

2班

3班

4班

ピニオンの

写真

クラウンの

写真

平ギヤの

写真



３～５割：２

０～３割：１

・授業への参加態度など（関心・意欲・態度）

→ワークシートへの記入

すべての欄が埋まっていて、内容もしっかりしている・・・・・５

空欄が１か所以内で、内容がしっかりしている・・・・・・・・４

空欄が２か所以内で、内容がしっかりしている・・・・・・・・３

すべての欄が埋まっているが、内容がしっかりしていない・・・２

空欄が２か所以上で内容がしっかりしていない・・・・・・・・２

空欄が３か所以上だが内容はしっかりしている・・・・・・・・２

空欄が３か所以上で内容もしっかりしていない・・・・・・・・１

その他の考慮点……ワークシート内に本人なりの解釈を促すための端書き等がみられる。

動力伝達の仕組みについて



ギヤを通して考えてみよう

（ ）年（ ）組（ ）番 名前（ ）

ギヤって何だろう？

ギヤとは動力伝達機構において、主要となる部品のことです。

ギヤの多くは回転速度やトルクを調節するはたらきがあります。

下の３つの図は、左から、ピニオン・クラウンギヤ・平ギヤといいます。

これらのギヤを組み合わせてモーター動力を伝達しています。

それぞれのギヤを観察して、違いを見つけてみよう

ギヤボックスって何だろう？

ギヤボックスは、ギヤがバラバラになったり、動力を伝えている途中でのエ

ネルギーロスを減らしたり、ギヤが傷つくのを防いだりしてくれる、ボックス

のことです。

トルクって何だろう？

トルクとは、軸を回す力の大きさのことです。

身の回りにあるギヤを使った機械製品は、どんなものがあるかな？

３つのギヤボックスの特徴はどうなっているかな？



赤 黄 青

実験結果を予想してみよう

青より早いのは 色テープのギヤボックス 理由は

青より遅いのは 色テープのギヤボックス 理由は

青より強いのは 色テープのギヤボックス 理由は

青より弱いのは 色テープのギヤボックス 理由は

実験結果をまとめよう

◎ 持ちあがったら○、動かなかったら×を、下の表に記入しよう

280ml 500ml 900ml 2l

青

黄

赤

どうしてこのような結果になったんだろう？

ギヤの調節機能

青より早いのは 色テープのギヤボックス

青より遅いのは 色テープのギヤボックス

青より強いのは 色テープのギヤボックス

青より弱いのは 色テープのギヤボックス



動力を伝えるギヤのことを原動車といい、それに従って動くものを従動車と言います。

一般的に原動車より従動車の方が大きいと、回転速度は下がり、トルクは大きくなります。反対に原

動車より従動車の方が小さいと、回転速度は上がり、トルクは小さくなります

回転速度

トルク

回転速度

トルク

速度伝達比って何だろう？

速度伝達比とはギヤで回転運動を伝達させる時の原動車の回転数から従動車の回転数を割った値のこ

とです。下の計算式を使うことで、ギヤによって回転速度がどれくらい変化したかを求めることがで

きます。

速度伝達比の計算式

速度伝達比 ＝

（ ）の回転速度

＝

（ ）の直径（歯数）

（ ）の回転速度 （ ）の直径（歯数）

教科書の例題を解いてみよう

従動車

原動車

原動車

従動車



確認テスト

点

（ ）年（ ）組（ ）番 名前（ ）

１ 次の空欄を埋めなさい。

ギヤには、モーターから（ ）を（ ）するはたらきや（ ）と（ ）

を調節するはたらきがある。

モーターから出力軸に（ ）な回転速度やトルクを取り出すためにも、機械においてギヤは

欠かせません。

一般的には、ギヤを組み合わせて（ ）を考え、目的の回転速度とトルクを取り出しま

す。原動車の大きさが従動車の大きさよりも大きければ回転速度は（ ）なり、トルクは

（ ）なる。反対に原動車の大きさが従動車の大きさよりも小さければ回転速度は（ ）

なり、トルクは（ ）なる。


