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指導者向け資料

宇宙空間へ⾶び出そう（スイングバイゲーム）
理科（⼒・天体）

学習対象

⼩・中・⾼校⽣

⼯作と遊びの中から学びを獲得する／未知の領域について⾃由に発想する

①宇宙空間に⾒⽴てたボードでの球体の動き（遊び）を通して、引⼒をはじめとした
⼒・エネルギーの領域（仕組みとしてスイングバイ）について理解する。
⽬標
（ねらい）

②宇宙に関連して、⼒・エネルギーの領域だけでなく、天体の領域、また理科の視点
を越えて、社会情勢の視点を取り⼊れるなど、過去・現在の宇宙関連情勢、そして
未来の情勢についてまで、多⾯的・多⾓的に⾃由に創造する⼒を養う。
③遊びを中⼼に、個々の感性に基づき⼯作すること、そして疑問や興味につながる⾃
発的な学習を促す。
宇宙空間に浮かぶ宇宙探査機や⼈⼯衛星は、⾃⾝の燃料出⼒だけでなく、天体から
受ける万有引⼒を利⽤して軌道を変更したり、加速・減速したりしている。この現象
をスイングバイと⾔うが、これは⾼校の物理の教科書に初めて出てくる内容で、様々
な⼒の学習、特に万有引⼒についての理解が必要となる。しかし、宇宙旅⾏ゲームの
中で、宇宙探査機や⼈⼯衛星の動きを⾦属の球体の動きで、万有引⼒を磁⼒で置き換
え、その軌道を⾒ることで、⼩学⽣や中学⽣でも仕組みを理解することはできよう。
⼦ども達の中に、宇宙空間は「無重⼒でふわふわとしている」というなんとなくの感

教材について

覚はあるだろう。⾃⾝でまっすぐ進んでいるところで急にカーブする、その現象は「な
ぜ」という疑問が出てくる。そこを出発点に、まずは上記の内容の理解を⽬指したい。
また、理科の物理の内容で完結しないことも重要である。天体を扱っているところ
から、まず同じ理科の範囲内では天⽂学について広げることができる。また、それら
天体に関して、⽇本や諸外国の宇宙開発技術の発展や国際関係、⼈類と天⽂学の歴史
（社会科）
、⼩説や芸術作品等での表現（国語・英語・⾳楽・美術）のされ⽅など、学
習をひろげつなげることができる。特に天体は未知の部分が多い領域である。本教材
は学習の広がりの⼀部を例としてあげたものであり、⼦どもの興味・関⼼によって臨
機応変に選択してほしい。
⾃分たちの装置への創意⼯夫・遊び
「宇宙空間でこんな動きをするのはなぜ？」

指導について

「なるほど、だからそう動くのか！」

理解

「どこまでいけるのだろうか？」

発展

「宇宙について○○をもっと調べたい！」
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本学習では、指導者はこのプロセスを⽀援する。
特に最初の「遊び」の部分では、⼦どもの⾃由な発想を指⽰してほしい。⼦どもた
ちが選択する画像、天体の位置・数・球体の進むルートなど、それぞれが好きなよう
に設定する。指導者はその装置の中でスイングバイの動きが現れるようにサポートす
ることや、⼯作中の安全⾯や補助を徹底する。最後の「発展」も同様で、例えば、⼦
どもが〇年後の宇宙旅⾏を考える、という学習を⾏った場合は、現在の技術・制度で
不可能な事であっても、それを否定しないよう注意したい。あくまでそれは“現在の”
技術・制度で不可能であって、将来そのような技術や制度が変わる、あるいはその⼦
⾃⾝が技術を発明、制度を改⾰するかもしれないからである。指導者側がその回答や
成果物についてどう捉え、どう評価するかは難しいことと重々理解しているが、その
回答や成果物に⾄ったプロセスや根拠・論拠を重視し、⼦どもたちの創造⼒を伸ばし
ていく教材として活⽤していってほしい。
〇教科の系統性・関連性について

※全教科全体図は次ページ

〈メイン教科：理科―物理の内容について〉
学年

内容
学習指導要領 A 物質・エネルギー （２）⾵とゴムの⼒の働き
・実験内容の⼿応えなどの体感を基にした活動を重視する

⼩３

・追究を通して、差異点や共通点を基に、問題を⾒出し、表現する
⇒観察・実験などに関する技能を⾝につけていく
※スイングバイや万有引⼒との直接的つながりは薄い
学習指導要領 第 1 分野 （５）運動とエネルギー
・物体の運動とエネルギーについて⽇常⽣活や社会と関連付け、理解

中１・３

―⼒のつり合い、合成や分解、物体の運動、⼒学的エネルギーの規則性・関係性
⇒⽇常⽣活に働いている⼒、⼒の表し⽅に地球に働く重⼒を学習する
また、物体の運動とその物体に働く⼒（分解）を学習する

⾼校（物理）

学習指導要領 （１）様々な運動 全般 特に（エ）万有引⼒
⇒太陽系の惑星の運動、万有引⼒による物体の運動についての理解

〈メイン教科：理科―天体・科学技術の内容について〉
学年

内容
学習指導要領 B ⽣命・地球 （５）⽉と星

⼩４

・⽉や星の特徴、また⽉や星の位置の変化と時間の経過との関係について理解
⇒⽣活経験との関連（種類、⾒え⽅など）
、予想や仮説、そして表現
学習指導要領 B ⽣命・地球 （５）⽉と太陽

⼩６

・⽉の形の⾒え⽅と⽉と太陽の位置関係について理解⇒考察・表現
⼩学校での学習では、“地球から⾒た”⽉・太陽・その他惑星を扱うこととなる
学習指導要領 第 2 分野 （６）地球と宇宙

中３

・天体の動きと地球の⾃転・公転、太陽系と恒星について理解
⇒天体の観察、実験などを通して、その結果・資料から分析、表現する

中３

学習指導要領 第１・２分野共通 （７）科学技術と⼈間／⾃然と⼈間
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⇒⾃然環境の保全と科学技術の利⽤の在り⽅について科学的に考えさせ、持続可能な
社会をつくっていくこと、の認識
学習指導要領 （４）宇宙の構造
⾼校（地学）

・宇宙に関する事物・現象について、天体の運動や宇宙の構造から
⇒太陽系、恒星と銀河系、銀河と宇宙の内容、仮説や実験と分析・表現
学習指導要領 （２）⼈間⽣活の中の科学 （エ）宇宙や地球の科学

⾼校（科学と
⼈間⽣活）

・天体に関する観察、実験などを通して、太陽などの⾝近に⾒られる天体の運動や太
陽の放射エネルギーについて、⼈間⽣活と関連付けて理解する
⇒（３）これからの科学と⼈間⽣活 への発展

〈意識すべき関連教科〉
教科

内容
例：国際社会における諸問題への繋がり（宇宙開発）
⼩６ （３）グローバル化する世界と⽇本の役割−問題を追究・探求する学習
⇒地球規模で発⽣している課題の解決に向けた連携・協⼒に着⽬し、調べる
中学・公⺠的分野 D 私たちと国際社会の諸課題
⇒持続可能な社会、国家間の競争に着⽬し、課題を追究・解決していく学習
⾼校・公共 C 持続可能な社会づくりの主体となる私たち
「よりよい国家・社会の構築及び平和で安定した国際社会の形成へ主体的に参画

社会科

し、共に⽣きる社会を築くという観点から課題を⾒いだし、
（後略）
」
⇒課題解決に向け、考察・構想、論拠を基に⾃分の考えを表現する
☆国際問題の 1 つとして各国の宇宙開発や競争、個々⼈の宇宙旅⾏を取り扱うこと
例：⼈類と宇宙の歴史
⼩・中学の歴史的分野、⾼校⽇本史探求 ⽇本史中⼼に世界史を⼀部取り扱う
⇒⽂化史（学問史）において天⽂学を扱う、など
⾼校・世界史探求
⇒上記と同様に、⽂化史（学問史）において天⽂学や詩、競争等を扱う

〈SDGｓの視点の取り⼊れ〉
STEAM 教育の考え⽅：上記のように理系の学習内容をベースに社会科のように国際的な課題解決に
拡⼤する教科横断的な学習、をベースとし、SDGｓ（持続可能な開発⽬標）の視点を取り⼊れられる
とよい。実際に以下の参考では、JAXA では宇宙事業と持続可能な社会の実現をつなげている。
⼦ども達が、“宇宙”をテーマとして創造する際の 1 つの参考になるのではないか。
【参考】
・宇宙航空研究開発機構 JAXA SDGｓ（持続可能な開発⽬標）とは
URL：https://www.jaxa.jp/about/iso/sdgs/index_j.html
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〇教材の使⽤時の流れ
学習／活動内容

指導上の留意点（〇）／教材（・）

制

①宇宙旅⾏ボードを作る

作

・宇宙旅⾏ボードの作成動画を⾒ながら、実 ・動画：作成パートと作成⼿順資料
際に⾃分が動かすボードを作成する

〇動画を⼀時停⽌しながら、別⼦資料の作成⼿順

20

のプリントを⾒ながら、指導者が 1 つ 1 つ確認

分

しながらと、⼦どものペースにあった提⽰⽅法
で⽀援する
〇特に、ボードに貼る宇宙の画像や惑星に⾒⽴て
た磁⽯の数などは、②を⾒通して、⼦どもたち
の⾃由な選択にゆだねる
複数枚ボードを作らせてもよい
②宇宙旅⾏ボードで遊ぶ・⼯夫する

・動画：作成パート

・宇宙探査機（ロケット）に⾒⽴てた球体を 〇動画は「2 つの惑星を経由して地球に帰ってく
動かす、動かし⽅は以下のように⾃由

る」例を取り上げているが、それと同じものを

【動かし⽅の例】

作ってもよいし、例に挙げたような他の挑戦も

〇2 つの惑星を経由して地球に帰ってくる

してもよい。その時に、スイングバイの原理を

〇地球からできるだけ遠くの惑星に⾏く

基にした軌道を描けるよう、確認・⽀援する

〇くねくねした軌道を描いて進む

など

〇遊びや⼯夫を楽しむことを意識させる

理

③スイングバイの仕組みを学ぶ

解

１．宇宙における物質の動き⽅を予想する

・ワークシート①

〈予想：⼦どもから出る認識について〉

・
（必要に応じて）理解をするための補助教材

20

・宇宙は重⼒がないからふわふわする

〇対象の⼦どもの年齢・学習段階に応じて、補助

分

・動けないのではないか

説明等を⾏う

・ゆっくり動くし、⽌まれないのではないか
２．万有引⼒について理解する

〇万有引⼒については、実際に物質を投げたり、

⇒万有引⼒はあらゆる物資にはたらくも
ので、引っ張り合う⼒である

落としたりする活動を通して、物質に働いてい
る速度や動きとの関係性から、地球と⽉、宇宙

⇒地球上での物質や、宇宙空間での地球と
⽉の関係を例に理解する

探査機等の宇宙空間上での動きの理解の補助
とする

３．スイングバイは万有引⼒を利⽤している 〇スイングバイにおける宇宙探査機の加速・減速
ことを理解する

は、ボード上で実際に動かすことで確認する

発

④天体について学習を広げ深める

展

１．⾃分の宇宙旅⾏ボードに貼った画像に表 ・動画：学習パート

例

⽰されている天体を調べる

・ワークシート②−１

２．太陽系の天体について学習する
他
分
野

・作成した宇宙旅⾏ボード

⇒太陽系の天体の特徴を捉える

・
（必要に応じて）理解をするための補助教材

３．太陽系以外の天体や衛星、⼩惑星、すい ・インターネット環境
星など、⼦どもの関⼼のあるテーマにつ 〇３．ではいきなり調査学習に⼊ることは難し
4
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い。２．の学習範囲にとどまらず、⼦どもの興

４．宇宙旅⾏プランを他⼈に紹介する

味や疑問を感化させるため、⾒た⽬や名称が特

広

⇒２．と３．で学習・調査した内容を基に、

が

ある惑星についての魅⼒や⾏くまでの

り

道のり等を紹介して表現する

徴的な天体の例を写真等で⽤意しておくこと
で補助する
〇宇宙旅⾏プランでは、実現性ではなく、⼦ども
が調査したことを⼗分に表現できていること

各

を重視したい。しかし、現時点では渡航技術や

45

その他事実が解明されていないことも多いた

分

め、そういった情報も取り⼊れて発表できるよ

程

う、ルーブリック等を提⽰し⽀援したい。

度
⽬

⑤⼈類と宇宙の歩みについて広げ深める

安

⇒天体・天⽂学に関する年表を作成し、同時 ・ワークシート②−２

・動画：学習パート

代の⽇本や世界での出来事（政治史など） ・
（必要に応じて）理解をするための補助教材
と結び付ける

・インターネット環境
〇関連付けのイメージは、古代⽂明の始まりや⽇
本の当時の為政者や各国の王朝名、戦争等の出
来事と天⽂学の発展を結び付けることである。

⑥宇宙と国際社会や⽣活と広げ深める
１．宇宙開発として⼈⼯衛星を取り上げ、ど ・動画：学習パート
ういった⽬的で打ち上げ、どのように活 ・ワークシート②−３
⽤されているかを調査する

・
（必要に応じて）理解をするための補助教材

⇒GPS や気象情報、測量から軍事利⽤ま ・インターネット環境
で、情報を得るためのものと知る

〇⼈⼯衛星の活⽤として現代の⼦ども達にとっ

２．⼈⼯衛星の打ち上げで発⽣している国際
問題について考える

て最も⾝近なことはスマホ等に搭載されてい
る GPS となろう。
「私たちの位置はどうやって

⇒どの国が打ち上げているのか、また国際
条約や協⼒の観点から

わかるのだろうか」そんな疑問から始まるとよ
い。続けて気象情報や測量など⼦どもの⾝近な

⇒宇宙ゴミの問題にも触れる

ところから具体的な例へと学習内容をつなげ

３．これからの宇宙開発の 1 つとして⽉⾯開

ていきたい。

発を取り上げ、宇宙空間の所有権や利⽤
権の問題を考える
⇒⽇本や各国の宇宙開発技術、予想される
利⽤⽬的などの観点から
４．これから私たちと“宇宙”はどのような関
わりになっていくだろうか、学習したこ 〇４．の場⾯では、④−４の学習と同様に、⼦ど
とを基に、⾃由に考え発想する

もが調べ学習したことをどう表現しているか
を重視したい。
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〈スイングバイボードを作るのに必要な材料〉

□ A4 サイズ透明アクリル板（カード型の書類⼊れや透明な下敷きでも可） 1 枚
□ 板⽬表紙⼜は⼯作⽤紙などのボール紙（A4 サイズ以上） 1 枚
□ 台紙⽤のスチレンボード 5mm×２枚、⼜は 10mm×1 枚
□ 発射台⽤のスチレンボード 5mm のもの
□ 直径 20mm 以下の磁⽯ ２つ
□ 鉄球（パチンコ⽟） 1 つ
□ 印刷した背景画像・惑星シール・発射台⽬盛り
※背景画像・惑星シール・発射台⽬盛りは別データ参照
※惑星シールと発射台⽬盛りはシール台紙に印刷しておくとよい、なければ両⾯テープで
□ 両⾯テープ
〈スイングバイボードを作る⼿順〉

【ボード部分の⼿順】
１．A4 ⽤紙にプリントアウトした背景画像
を、板⽬表紙（ボール紙）にのりか両⾯テ
ープで貼る。
２．背景画像に惑星を貼る。図のように、1
つは【16cm と 14cm】がぶつかる地点、も
う 1 つは【20cm と 6.5cm】がぶつかる地点
に貼る。どちらも地球に近い所から測るこ
と。
３．背景画像と惑星が貼られた板⽬表紙（ボ
ール紙）の上に、透明アクリル板を貼りつ
ける。
※ここで、透明アクリル板ではなく、カード型の書類⼊れを⽤意している場合は…
１．A4 ⽤紙にプリントアウトした背景画像に惑星を貼る。図のように、1 つは【16cm と 14cm】がぶつ
かる地点、もう 1 つは【20cm と 6.5cm】がぶつかる地点に貼る。どちらも地球に近い所から測ること。
２．背景画像と惑星の⽤紙を、カード型の書類⼊れに挟みいれる。
３．背景画像と惑星の⽤紙が⼊っているカード型の書類⼊れの裏⾯に、板⽬表紙（ボール紙）を、両⾯テ
ープで貼る。

以降⼿順は同じ
４．３の板⾯の地球がある辺に沿って、5mm の厚さのスチレンボードを、1cm の幅に切ったものを貼る。
５．A4 の⼤きさのスチレンボードに、磁⽯を⼊れる⽳を作る。
背景画像にある惑星と重なるように、1 つは【16cm と 14cm】がぶつかる地点、もう 1 つは【20cm と
6.5cm】がぶつかる地点に貼る。また、この⽳は、磁⽯をいれることを考慮して、1 辺が 2cm になるよう
にする。
厚さ 10mm のスチレンボードなら 1 枚で良いが、厚さ 5mm のスチレンボードを使⽤している際は、2 枚
同じものを⽤意する。
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６．スチレンボードを板⽬⽤紙（ボール紙）の裏に貼りつける。そして、磁⽯をスチレンボードに開けた
⽳に貼りつける。

【発射台部分の⼿順】
１．厚さ 5mm のスチレンボードを、次の
ように切る。
⼤きい⽅の三⾓形は 2 つ作ること。

２．滑り台の形になるように、2 種類のスチ
レンボードを組み⽴てる。そして、⽬盛りを
貼る。
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