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平成２４年度全国学力・学習状況調査（理科）において，小学校・中学校ともに，「観察・実

験の結果などを整理・分析した上で，解釈・考察し，説明すること」などに課題が見られました。

そのことなどを受け，教育委員会が主催する研修会等で御活用いただくため，観察・実験に関す

る指導事例について，映像資料（ＤＶＤ）とそれに対応したテキスト資料にまとめました。

小学校については，理科の観察・実験の操作において，児童の「安全面」と「基本的な操作」

の二つの側面から見たつまずきについて，その指導事例を示しています。

構成

（１）映像資料（ＤＶＤ）

○ 第３～６学年まで，観察・実験の操作で見られた特徴的なつまずきについて，各学年３

単元ずつ事例を紹介しています。

○ １事例につき，１０分程度です。

○ 各事例では，観察・実験の操作で見られた特徴的なつまずきに焦点を当てて構成してい

ます。

（２）テキスト資料（本冊子）

○ 映像資料の各事例に対応し，それを補足しています。

○ 各単元の狙い・評価規準・単元計画，映像で取り上げている本時案の目標・展開，つま

ずきに対する指導の手立てなどについて説明しています。

○ 映像資料で紹介している特徴的なつまずき以外の例も取り上げ，指導の手立てを説明し

ています。

「概要」の見方

「概要」を参考に，映像資料（ＤＶＤ）を御覧いただくとともに，適宜，テキスト資料の対応

箇所を御参照ください。

御注意いただきたいこと

○ 本指導事例集については，著作権法等を遵守の上，適切な御使用をお願いいたします。

○ 映像資料を再生する動作環境によって，映像に差異が生じる場合があります。

○ 研修会等でテキスト資料を御使用いただく際は，本冊子の複製ではなく，国立教育政策

研究所Webページに掲載しているデータを御使用ください。

○ 本資料では，児童は，資料の趣旨に沿うよう，製作者の指導のもと出演していることを

御承知おきください。

つまずきに関する二つの側面のうち，「安全面」か「基本

的な操作」のいずれに該当するかを示しています。

テキスト資料の該当

ページを示しています。

「指導のポイント」

を簡潔に示しています。

学年・単元名・つまずきの場面

を示しています。

「つまずき」の内容

を簡潔に示しています。

「つまずき」・「指導」・

「改善」の様子を写真

で簡潔に示しています。

本指導事例集の活用に当たって
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つまずき

指導のポイント

つまずき

全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた理科の観察・実験に関する指導事例集

【小学校】

本指導事例集は，小学校理科の観察，実験の操作において，「安全面」と「基本的な操作」の

二つの側面から見た児童のつまずきに対する指導事例を12単元（21事例）示している。

第３学年「電気の通り道」～回路の接触不良～ [p.19]

回路の一部が切れている

豆電球が点灯しない原因について理解させ，豆電球が点灯しない場合は，回路が切れて

いないかを指でたどり確認するなどの指導をする

第３学年「身近な自然の観察」～虫眼鏡の操作～ [p.27]

虫眼鏡を観察対象に付ける

虫眼鏡と観察対象の距離を調節することで，焦点が合い，小さなものが大きく見えると

いう虫眼鏡の機能について理解させ，適切な操作方法を指導する

改

善

指

導

つ

ま

ず

き

指導のポイント

つ

ま

ず

き

改

善

指

導

基本的な操作

基本的な操作
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つまずき①

指導のポイント②

つまずき①

つまずき②

指導のポイント②

指導のポイント①

第３学年「太陽と地面の様子」～方位磁針の操作～ [p.36]

方位磁針の文字盤の北を前方に向ける

色の付いた針は，常に北を指すことを理解させ，適切な操作方法を指導する

方位磁針を持って，自分が回る

複数の方位磁針を板にのせて回した際，方位磁針の針が，どれも常に北と南を指して止

まる様子などから方位磁針の機能について理解させ，適切な操作方法を指導する

第４学年「金属，水，空気と温度」～アルコールランプの操作～ [p.49]

アルコールランプの芯にマッチを接触させて点火する

マッチの火を芯に接触させると，アルコールランプが倒れるなどの危険があることを理

解させ，芯に火を近付けるだけで点火することを指導する

アルコールランプの芯の真上からふたをかぶせて消火する

火は上に向かって燃えるため，上部は熱い空気が流れていることを理解させ，安全な消

火の操作を指導する

指導のポイント①

つまずき②

つ

ま

ず

き
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つまずき

指導のポイント

指導のポイント①

つまずき②

指導のポイント②

つまずき①

第４学年「電気の働き」～乾電池のショート回路・検流計の接続～ [p.58]

ショート回路にする

ショート回路は強い電流が流れ，発熱し危険であることを理解させ，適切な乾電池のつ

なぎ方を指導する

検流計を回路に直列につなぐことができない

電気の流れを指でたどらせるなどの活動を通して，検流計は回路に直列につなぐ必要がある

ことを理解させ，適切な検流計のつなぎ方を指導する

第４学年「月と星」～星座早見の操作～ [p.66]

星座早見の観察する方位の文字を下にして持たない

教科書や星座カードなどで，見える星座の向きを確認することを通して，星座早見を使

用する向きについて意識させ，適切な操作方法を指導する
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つまずき①

指導のポイント①

つまずき②

指導のポイント①

指導のポイント②

つまずき①

指導のポイント②

つまずき②

第５学年「物の溶け方」～電子てんびんの操作～ [p.77]

食塩の重さに見当がつけられない

食塩１ｇを示すことで，その量から重さを意識させ，見当をつけてはかり取ることを指

導する

薬包紙の重さを意識できない

上皿てんびんの片方の皿に薬包紙をのせた際に傾く様子などから，薬包紙にも重さがあ

ることを理解させ，適切な実験方法を指導する

第５学年「電流の働き」～電磁石のつくり方・条件制御～ [p.87]

導線をかたよりなく同じ向きに巻くことができない

導線をかたよりなく同じ向きに巻かないと，正しい実験結果が得られないことを理解さ

せ，児童を二人組にすることで，均一に巻きやすくなることを指導する

巻数を変えて調べる際に，残った導線を切る

残った導線を切ると，巻数の条件のほかに，導線の長さの条件も変わることを表などに

整理して理解させ，変える条件以外は全て同じ条件にすることを指導する

つ

ま

ず

き

改

善

指

導

つ

ま

ず

き

改

善

指

導

基本的な操作

基本的な操作

基本的な操作

基本的な操作



- 6 -

つまずき①

指導のポイント①

つまずき②

指導のポイント②

つまずき②

指導のポイント②

指導のポイント①

つまずき①

第５学年「動物の誕生」～顕微鏡の操作～ [pp.96-97]

接眼レンズをのぞいたまま，対物レンズにプレパラートを近付ける

対物レンズとプレパラートが接触して破損する場合があることを理解させ，児童がお互

いに顕微鏡の操作をチェックするなどの指導をする

プレパラートの動かし方を間違え,観察対象が視野の中心にならない

顕微鏡カメラなどを用いて，プレパラートの動かし方と実際の画面の動き方との関係を

理解させ，適切なプレパラートの動かし方を指導する

第６学年「水溶液の性質」～リトマス紙の使い方～ [p.106]

リトマス紙を直接手で触る

リトマス紙を直接手で触ると，手の汗などが付いて，正しい実験結果が得られないことが

あることを理解させ，ピンセットを用いてリトマス紙を使うことを指導する

ガラス棒の洗浄をしない

ガラス棒を洗浄しないと正しい実験結果が得られないことや，水溶液を混ぜると有害な

ものができる場合があることを理解させ，ガラス棒の洗浄の必要性を指導する

改

善

基本的な操作

基本的な操作
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指導のポイント①

つまずき②

指導のポイント①

つまずき②

基本的な操作

つまずき①

指導のポイント②

つまずき①

指導のポイント②

第６学年「電気の利用」～手回し発電機の操作・コンデンサーの接続～ [p.115]

手回し発電機でコンデンサーに蓄電する際に，回す速さをそろえる
ことを意識できない

手回し発電機の回す速さにより蓄電量が変わるので，回す速さを同じにする必要がある

ことを理解させ，メトロノームなどを用いて，回す速さをそろえることを指導する

手回し発電機の極性が分からず，コンデンサーへの接続を間違える

手回し発電機は回す向きなどで極が変わることを理解させ，発光ダイオードを用いて極

を確認するなど，コンデンサーと同極になるように接続することを指導する

第６学年「人の体のつくりと働き」～気体検知管の操作～ [p.125]

検知管を逆さに取り付ける

検知管を逆さに取り付けると，正しい実験結果が得られないことを理解させ，検知管の

矢印に着目した適切な取付け方を指導する

検知管の目盛りの読み取りを間違える
（変色域の境界が鮮明でない場合）

色がはっきりと変化している部分と先端の色の薄い部分との中間の目盛りを読み取るこ

とを理解させ，適切な目盛りの読み取り方を指導する
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「本編」の見方
本指導事例集で取り上げた12単元を学年順に掲載しています。各単元では主に単元計画，「科

学的な思考・表現」，「技能」に関する二つの本時案，各単元で特徴的に見られる観察，実験
におけるつまずきについて解説しています。

（１）単元の狙い

単元における狙いを示しています。

（２）単元の評価規準

単元の評価規準を国立教育政策研究所「評価規

準の作成のための参考資料（小学校）」を基に示

しています。

（３）単元計画

各単元の指導計画を示しています。各次は，【体
つぐ

験活動Ⅰ】，【言語活動Ⅰ】，【体験活動Ⅱ】，【言語

活動Ⅱ】【体験・言語活動Ⅲ】の活動で展開され

ています。【体験・言語活動Ⅲ】に関しては，平

成24年度全国学力・学習状況調査【小学校】報告

書に掲載している授業アイディア例を基に示して

います。

（５）○○○○におけるつまずきに対する指導の

手立て

各単元の体験活動Ⅱ（技能）の場面で用いる観

察，実験器具の技能において特徴的に見られる児

童のつまずきを取り上げ，具体的な指導の手立て

を示しています。

ここでは，付属ＤＶＤで取り上げているつまず

き以外のつまずきについても紹介しています。

つまずき事例

観察，実験の際に特徴的に見られる児童のつま

ずきを図解とともに示しています。

指導の手立て

つまずきに対する指導の手立てを具体例を挙げ

ながら，図解とともに示しています。

本時○（○／○）

各単元計画で二つの本時案を示しています。外

枠で囲まれた部分が本時案で取り上げている場面

です。
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※単元により，本時案①で言語活動Ⅰ，Ⅱ（科学的な思考・表現）の場面，本時案②で体験活動

Ⅱ（技能）の場面を扱う場合があります。

＜本時の目標＞

本時の評価に沿って示しています。

＜本時の展開＞

左枠に児童の学習活動，右枠にそれに対する教

師の支援等を示しています。本時の展開では，学

習活動のつながりが分かるように，前時までの活

動を示しています。

（４）本時案①

体験活動Ⅱ（技能）の場面

本時案は，全国学力・学習状況調査で見られた

課題を踏まえ，体験活動Ⅱ（技能）の場面を取り

上げています。本時案は，本指導事例集付属のＤ

ＶＤで紹介している授業と対応しています。

体験活動Ⅱでは，児童の観察，実験の様子や児

童の記録などを掲載し，観察，実験器具の適切な使

い方の指導について具体的な展開を示しています。

観察，実験の場面で見られる特徴的な児童のつ

まずきを取り上げています。つまずきに対する指

導の内容は（５）○○○○におけるつまずきに対

する指導の手立てに示しています。

評価は◆技能に対応し，評価内容と評価方法を

示しています。

（４）本時案②

言語活動Ⅰ，Ⅱ（科学的な思考・表現）の場面

本時案は，全国学力・学習状況調査で見られた

課題を踏まえ，言語活動Ⅰ，Ⅱ（科学的な思考・

表現）の場面を取り上げています。

言語活動Ⅰは，問題を見いだし，予想や仮説を

もち，表現する活動場面となっています。言語活

動Ⅱは，観察，実験の結果をまとめ，考察する活

動場面となっています。

言語活動Ⅰ，Ⅱは，児童の記録や板書例，結果

をまとめた表やグラフなどを掲載し，理科におけ

る言語活動の具体的な展開を示しています。

評価は◆思考・表現に対応し，評価内容と評価

方法を示しています。
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［第３学年］

１．「電気の通り道」（全10時間）

（１）単元の狙い

電気の通り道について興味・関心をもって追究する活動を通して，電気を通すつなぎ方

と通さないつなぎ方，電気を通す物と通さない物を比較する能力を育てるとともに，それ

らについての理解を図り，電気回路についての見方や考え方をもつことができるようにす

る。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①乾電池に豆電球をつな ①豆電球が点灯するとき ①乾電池と豆電球を使っ ①電気を通すつなぎ方と

いだり回路に物を入れ としないときや，回路 て回路をつくったり， 通さないつなぎ方があ

たりしたときの現象に の一部にいろいろな物 ものづくりをしたりし ることを理解してい

興味・関心をもち，進 を入れたときを比較し ている。 る。

んで電気の回路を調べ て，それらについて予 ②回路の一部にいろいろ ②電気を通す物と通さな

ようとしている。 想や仮説をもち，表現 な物を入れたりして， い物があることを理解

②乾電池と豆電球の性質 している。 豆電球が点灯するとき している。

を使ってものづくりを ②豆電球が点灯するとき としないときの違いを

しようとしている。 としないときや，回路 調べ，その過程や結果

の一部にいろいろな物 を記録している。

を入れたときを比較し

て，それらを考察し，

自分の考えを表現して

いる。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○懐中電灯の豆電球の明かりをつけ ◇家庭で使用している懐中電灯を提示し，明かり

たときとつけないときの様子を観 がつくときとつかないときに，懐中電灯の中は

３ 察し，どんなときに明かりがつく どのようになっているかを考えさせ，発表させ

時 かを話し合う。 る。

間 ・スイッチを入れたときに明かりが ◇スケルトンの懐中電灯を提示し，スイッチを入

つくよ。 れると明かりがつくことから，回路について意

識させるようにする。

豆電球に明かりがつくのは，どんなつなぎ方のときだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○明かりがつくつなぎ方について予 ◇乾電池と豆電球のつなぎ方を多様に考えさせ

想や仮説をもつ。 る。

・スイッチの金具と金具がくっつい ◇明かりがつくと予想したつなぎ方を各自付箋や

て明かりがついたから，きっと電 ホワイトボードに絵をかき，黒板に分類して貼

気の通る道ができるように乾電池 らせるようにする。

と導線をつなげばいいと思う。

○実験の計画を立てる。

関心・意欲・態度①

発言分析・行動観察

思考・表現①

発言分析・記述分析

問題

第

３

学

年
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【体験活動Ⅱ】

豆電球に明かりがつくときと ◇導線同士のつなぎ方を指導する。

つかないときのつなぎ方を調

べる。 ◇ショート回路にならないように指導する。

○豆電球が点灯するときとしないと ◇つなぎ方と点灯の有無を記録させる。

きの違いを調べる。

・乾電池の＋極と－極につないだ

ら，明かりがついたよ。

・乾電池の横につなぐと明かりがつ

かないよ。

【言語活動Ⅱ】

○豆電球に明かりがついたつなぎ方 ◇明かりがついたつなぎ方とつかなかったつなぎ

とつかなかったつなぎ方では，ど 方に分け，理由を考えさせ，発表させる。

んなところが違うかを考え，発表 ◇回路を指や鉛筆でなぞるなどさせ，回路を意識

する。 させる。

○実験結果を基に結論を書く。 ◇乾電池の両極以外につないだり，導線と乾電池

がつながっていなかったりするなど，回路の一

部が切れていると豆電球は点灯しないことを捉

えさせる。

乾電池の＋極，豆電球，乾電池の－極を導線で一つの輪のようにつ

なぐと，豆電球に明かりがつく。この電気の通り道を「回路」と

いう。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○回路の途中にスプーンをはさんで ◇同じスプーンでも，金属とプラスチックなど材

も，豆電球に明かりがつく様子を 質の違う物をいくつか準備しておくようにす

５ 観察し，電気を通す物について話 る。

時 し合う。 ◇被膜をはがすと通電する缶なども準備する。

間

どんな物が電気を通すのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○回路の途中に，導線以外の物をつ ◇予想の段階では，材質を考えずにスプーンなど

ないで，それが電気を通すか通さ と表現することでもよいので，自分の考えを出

ないかについて，予想や仮説をも させるようにする。

つ。

・光っている物は電気を通すのか ◇どんな物が電気を通すと予想したかを発表させ

な。 る。

○実験の計画を立てる。 ◇実験結果を表を使って表すようにさせる。

・電気を通す物と通さない物が分か

るように表にまとめてみよう。

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解①

記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験１

関心・意欲・態度①

発言分析・行動観察

本時①（3/10）

思考・表現②

発言分析・記述分析

問題

見方や考え方

第

３

学

年
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本時②（6/10）
【体験活動Ⅱ】

回路の途中に物をはさんで， ◇コンセントに導線を差し込まないように指導す

電気を通すか通さないかを調 るなど安全面に留意する。

べる。

○身の回りにある物を回路にはさ ◇回路の一部に物を入れ，豆電球が点灯すればそ

み，それが電気を通すかどうかを の物は電気を通す物であり，点灯しなければ電

調べる。 気を通さない物であることを理解させる。

・はさみは切る部分だけ明かりがつ

いたよ。

○空き缶の表面に塗装してある物を

紙やすりではがし，電気を通すか

通さないかを調べる。

【言語活動Ⅱ】

○電気を通す物はどんな物かを考 ◇物（製品）の名前ではなく，製品の材質に着目

え，発表する。 させる。

・スプーンでも電気を通す物と通さ ◇はさみのように，金属とプラスチックなどいろ

ない物があった。 いろな材質を組み合わせてできている物は，各

・電気を通す物は，鉄とかアルミニ 部分の材質に着目させる。

ウムだった。 ◇材質によって，電気を通す物と通さない物に分

○全体の結果から結論を書く。 類させ，電気を通す物はすべて金属であること

を捉えさせる。

鉄や銅，アルミニウムなどの金属は，電気を通す。ガラスや紙，プ

ラスチックなどは，電気を通さない。

第

３ 回路を活用して，どんなおもちゃがつくれるだろうか。

次 【言語・体験活動Ⅲ】

○スイッチなどを工夫したおもちゃ ◇児童の発想を最大限に生かしたおもちゃをつく

２ を考え，設計図をかく。 らせる。材料集め，製作時間，製作場所を確保

時 ○おもちゃをつくる。 する。

間 ○つくったおもちゃで遊んだり，友 ◇製作前に設計図をかかせる。

達にどのような電気の性質を利用 ◇これまでの学習を振り返り，回路をつないだり

したかを説明したりする。 切ったりすると，豆電球の明かりをつけたり，

・曲げた針金に金属の輪を通して， 消したりできることを利用して，スイッチなど

針金と金属の輪が触れたら豆電球 を工夫させる。

の明かりがつくおもちゃをつくり ◇できたおもちゃについて電気の性質について利

ました。金属の電気を通す性質と， 用したことを説明したり，共同で遊んだりする

金属の輪が触れて回路ができると 場を設定する。

電気が通ることを利用したおも ◇児童に説明させる際には，学習した科学的な言

ちゃです。 葉や概念を使用して説明させるようにする。

回路ができると電気が通るおもちゃができる。

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解②

記述分析

技能①

行動観察・記録分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

実験２

問題

見方や考え方

見方や考え方

第

３

学

年
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（４）本時案

本時①（３／10時）

＜本時の目標＞

豆電球と乾電池を使って調べた結果から，豆電球が点灯するときとしないときを比較し

て考察し，自分の考えを表現している。 （思考・表現②）

豆電球と乾電池を使って，電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があることを理解し

ている。 （知識・理解①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

実験結果を基に，様々なつなぎ方を各自

で「明かりがつくつなぎ方」と｢明かりが

つかないつなぎ方｣に分けている。

豆電球に明かりがつくのは，どんなつなぎ方のときだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○試したつなぎ方を画用紙に記入し， ◇試したつなぎ方を画用紙に記入させ，「豆電球に明かりがつい

「明かりがついた」，「明かりがつか た」，「豆電球に明かりがつかなかった」を明記させるようにす

なかった」を明記して黒板に掲示す る。黒板には，「豆電球に明かりがついた」，「豆電球に明かり

る。 がつかなかった」で分類して貼り付けるようにする。

・同じつなぎ方のものはあるかな。同

じつなぎ方のものは重ねて貼ろう。 ◇児童全員に実験結果を黒板に貼らせる際は，同じつなぎ方の

・やっぱりこのつなぎ方では豆電球は ものがあれば上に重ねて貼るように指示する。

つかなかったね。

・明かりがつくときとつかないときと ◇黒板に貼られた結果を見て，自分が実験していないつなぎ方

で，何か違いがあるのかな。 はノートにかき足し，考察の参考にさせるようにする。

＜児童の実験結果をまとめた板書例＞

○黒板に貼られた結果から，豆電球に ◇明かりがついたつなぎ方とつかなかったつなぎ方の違いに着

明かりがついたつなぎ方と，つかな 目させ，理由を考えさせるようにする。

明かりがつく 明かりがつかない

問題

第

３

学

年
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かったつなぎ方では，どこが違うか

を考える。

・乾電池の極に導線がつながっていな ◇乾電池の＋極から－極までの電気の通り道を指や鉛筆でなぞ

いものは全部明かりはつかないよう るなどして，回路を意識させるようにする。

だね。

・明かりがついたつなぎ方では，乾電 ◇初めは個人で考えさせ，次にグループで考えを出し合いまと

池の＋極から電気の通り道を鉛筆で めていくようにすることで，どの児童も豆電球に明かりがつ

なぞっていくと，乾電池の－極まで いたつなぎ方と，つかなかったつなぎ方の違いを考えること

つながったよ。 ができるようにする。

・明かりがつくつなぎ方は，どれも乾

電池の＋極から－極までひとつなが

りになっていることが分かるね。

○豆電球に明かりがついたつなぎ方と ◇「どのように説明すれば分かりやすいのだろうか」という観

と，つかなかったつなぎ方では，ど 点で豆電球に明かりがつくつなぎ方を説明させるようにする。

こが違うかを話し合う。 その際には，「豆電球」，「導線」，「乾電池」，「＋極」，「－極」

・豆電球に明かりがついたつなぎ方 などの言葉を正しく使うことを意識させる。

は，乾電池の＋極から－極まで鉛筆

でなぞってみると途切れることはな

かったよ。

・豆電球に明かりがつかなかったつな

ぎ方は，乾電池の＋極から－極まで

鉛筆でなぞってみると途中で途切れ

ることが分かったよ。

・電気の通り道がひとつながりになっ

ていると豆電球に明かりがつくこと

が分かるね。

○実験結果を基に，結論をまとめる。 ◇まとめていく際に，「回路」という言葉を定義し，「回路」と

・豆電球に明かりがつかないものは， いう言葉を使用するようにする。

回路になっていないね。

・回路ができると電気が流れて豆電球 ◇乾電池の両極以外につないだり，導線と乾電池がつながって

に明かりがつくんだね。 いなかったりするなど，回路の一部が切れていると豆電球は

点灯しないことを捉えさせる。

◆思考・表現②

豆電球が点灯するときとしないときを比較して考察し，自

分の考えを表現している。(発言分析・記述分析)

◆知識・理解①

電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があることを理解

している。(記述分析)

乾電池の＋極，豆電球，乾電池の－極を導線で一つの輪のようにつなぐと，豆電球に明かり

がつく。この電気の通り道を「回路」という。

見方や考え方

第

３

学

年
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本時②（６／10時）

＜本時の目標＞

回路の一部に身の回りにあるいろいろな物を入れて，豆電球が点灯するときとしないと

きの違いを調べ，その過程や結果を記録している。 （技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法 （◆）

＜前時まで＞

回路の途中に物をはさんで，電気を通すか

通さないかについて予想や仮説をもち，電気

を通す物，通さない物が分かるように表にま

とめている。

どんな物が電気を通すのだろうか。

【体験活動Ⅱ】
〇回路の途中に物をはさんで，電気を ◇実験方法がイメージできるように，図を提示しながら確認す

通すか通さないかを調べる方法を確 る。

認する。

・光っている物が電気を通すと思う。

回路の途中に物をはさんで，
電気を通すか通さないかを調

べる。

〇回路の途中に何もはさまない状態で ◇回路の途中に何もはさまない状態で明かりがつくかどうかを

明かりがつくかを確認する。 調べるようにし，回路が途切れていないかを確認させる。

○回路をつくって，豆電球に明かりが ◇乾電池や導線だけをつなぐショート回路やコンセントに導線

つくかを確認する。 を差し込むことは発熱や感電の危険があることを指導する。

・一つの輪になるように導線をつなぐ

と明かりがつくんだよね。

実験２

明かりがつく

回路の確認

ビニルを取った導線

の先を乾電池の極に

付ける

つかない

豆電球をソケットに

最後まできちんと

ねじ込む

明かりがつく つかない

調べる方法

問題

第

３

学

年
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〇離れた導線の間に，スプーンやク ◇回路の一部に物を入れ，豆電球が点灯すればその物は電気を

リップ，はさみ，空き缶，アルミニ 通す物であり，点灯しなければ電気を通さない物であること

ウム箔などをはさみ，豆電球に明か を理解させる。

りがつくかつかないかを調べる。 ◇離れた導線同士を付けないようにして調べるようにする。

・鉄のスプーンは明かりがつくけど，

木のスプーンは，明かりがつかない

ね。

・はさみは，切るところは明かりがつ

いたけど，持つところは明かりがつ

かないよ。

・アルミニウム箔は，明かりがついた。

◇つまずき事例「回路の一部が切れている」

※つまずき事例についてはつまずきに対する指導の手立て（p.19），付属ＤＶＤ「電気の通り道」参照

〇実験結果を表に整理する。 ＜予想と実験結果を照らし合わせることができる表＞

・お金やアルミニウム箔は電気を通し

た。

・ガラスやプラスチックは，電気を通

さなかった。

・空き缶は，外側は明かりがつかな

かったけど，内側に導線を差し込む

と明かりがついた。

・色の付いたクリップみたいに周りに

何かあると明かりがつかないみたい

だ。

＜児童の実験記録＞

◇実験し，調べた物から表にまとめさせるようにする。

◇空き缶の表面に塗装してある物は紙やすりではがし，電気を

通すか通さないかを調べさせるようにする。

◇鉄以外の金属についても調べるようにし，「磁石の性質」との

〇空き缶の塗装をはがして明かりがつ 関連を図るようにする。

くかどうかをもう一度調べる。

・空き缶は，塗ってある物をはがせば ◆技能②

電気を通す。 回路の一部にいろいろな物を入れて，豆電球が点灯すると

きとしないときの違いを調べ，その過程や結果を記録してい

る。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

電気を通す物はどんな物かを考え，発表する。材質によって，電気を通す物と通さない物に分類させ，

電気を通す物はすべて金属であることを捉えさせる。

鉄や銅，アルミニウムなどの金属は，電気を通す。ガラスや紙，プラスチックなどは，電気

を通さない。

見方や考え方

第

３

学

年
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（５）乾電池と豆電球におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例

回路の一部が切れている

指導の手立て

豆電球がソケットに最後までねじ込まれていない児童には，豆電球やソケットも回路

の一部であることを確認させることが大切である。

例えば，乾電池の＋極から－極までを指でたどらせて，回路になっているかを確認さ

せる。その際，ソケットにしっかりと豆電球がねじ込まれているかを確認させることが

考えられる。また，豆電球とソケットの簡単な構造図を示し，豆電球のどの部分がソケッ

トのどの部分に接触していると電気が流れるかを確認させることも考えられる。

ビニル導線の被膜を取っていない部分を乾電池の極に付けている児童には，ビニルの

中の導線が電気の通り道であることを確認させることが大切である。

例えば，ビニル導線をよく観察させ，「電気の通り道はどこだったかな」といった声

かけを通して，ビニルの中にある導線が電気の通り道であることを想起させることが考

えられる。また，被膜を取っていない部分を乾電池の極に付けている回路と，被膜を取っ

た部分を乾電池の極に付けている回路を用意し，豆電球の点灯の有無から気付かせるこ

とも考えられる。そのほか，導線同士がしっかりとつながれているかなど，豆電球が点

灯しない原因について考えさせることが大切である。

なお，乾電池と導線だけをつなぐショート回路や導線をコンセントに差し込むことは

発熱や感電などの危険があることなど，安全で適切な器具の取扱い方についても指導す

ることが大切である。

※本つまずき事例については，付属ＤＶＤ「電気の通り道」で紹介している。

豆電球がソケットに

最後までねじ込まれていない

被膜を取っていない部分を

乾電池の極に付けている

回路は輪のようになってい
るのに，どうして豆電球の明
かりがつかないんだろう。

ソケットに最後までねじ込む被膜を取った

部分を付ける

被膜を取った導線同士をつなぐ

第
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学
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２．「身近な自然の観察」（全６時間）

（１）単元の狙い

身の回りの生物の様子やその周辺の環境について興味・関心をもって追究する活動を通

して，身の回りの生物の様子やその周辺の環境との関わりを比較する能力を育てるととも

に，それらについての理解を図り，生物を愛護する態度を育て，身の回りの生物の様子や

その周辺の環境との関係についての見方や考え方をもつことができるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①身の回りの生物の様子 ①身の回りの生物の様子 ①身の回りの生物の様子 ①生物は，色，形，大き

やその周辺の環境に興 やその周辺の環境との やその周辺の環境との さなどの姿が違うこと

味・関心をもち，進ん 関わりを比較して，差 関わりについて諸感覚 を理解している。

で生物とその周辺の環 異点や共通点について で確認したり，虫眼鏡 ②生物は，その周辺の環

境との関係を調べよう 予想や仮説をもち，表 や携帯型の顕微鏡など 境と関わって生きてい

としている。 現している。 の器具を適切に使った ることを理解してい

②身の回りの生物に愛情 ②身の回りの生物の様子 りしながら観察してい る。

をもって関わったり， やその周辺の環境との る。

生態系の維持に配慮し 関わりを比較して，差 ②身の回りの生物の様子

たりしようとしてい 異点や共通点を考察 やその周辺の環境を観

る。 し，自分の考えを表現 察し，その過程や結果

している。 を記録している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第

１ 【体験活動Ⅰ】
次 ［事象への働きかけ］

○校庭に植物や動物を探しに行き， ◇生物の色，形，大きさだけでなく，においや手

３ 見つけた植物や動物を記録する。 触りなどの諸感覚を使って観察させる。

時 ○見つけた植物や動物を紹介する。 ◇一人一人に虫眼鏡を持たせることにより，観察

間 ・学習園にタンポポがたくさん生え への意欲をもたせる。その際，虫眼鏡の扱いに

ていたよ。 ついて十分指導し，安全に使えるようにする。

・石の下にはダンゴムシがいたよ。 ◇できるだけ多くの植物や動物を紹介できるよう

○タンポポの絵を比較して気付いた にすることで，校庭の生物の多様性に気付かせ

ことを話し合う。 るようにする。

・タンポポの葉はギザギザしてい

る。色も緑色だけではないよ。 ◇互いにかいたものを見比べながら，色，形，大

・他の生物も見てみたい。 きさなどについて疑問をもたせる。その疑問を

基にタンポポを詳しく観察したいという意欲を

高めたり，他の生物を観察したいという意欲を

高めたりする。

校庭にすむ生物はどんな色，形，大きさをしているのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○植物や動物の特徴について予想や ◇タンポポ以外にも調べたい植物や動物を選ん

仮説をもつ。 で，その色，形，大きさを予想させる。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

本時①（1/6）

思考・表現①

発言分析・記述分析

問題

第
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【体験活動Ⅱ】

身の回りの植物や動物を探し ◇虫眼鏡の使い方について指導する。

て，色，形，大きさなどの違

いがあることを調べる。 ◇一人一人のスケッチは，観察したい部分を大き

くかくように指導する。

○植物を虫眼鏡などを使って観察

し，記録する。

○動物を虫眼鏡などを使って観察

し，記録する。

【言語活動Ⅱ】

○調べた観察記録を基に予想や仮説 ◇複数の生物を観察させることにより，比較しな

と比較し，共通点や差異点につい がら生物の特徴の違いを捉えることができるよ

て話し合う。 うにする。

・タンポポは葉の周りがギザギザで

表面には毛が生えていたよ。

○観察結果から特徴をまとめる。

生物は，色，形，大きさなどがそれぞれ違う。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○テントウムシを拡大投影機などで ◇第２次の活動は，生物の活動が活発になった時

観察し，見つけた場所やそこにい 期に行うことが望ましい。

３ た理由について話し合う。 ◇テントウムシやチョウなどの身近な生物を全員

時 で観察しながら話し合わせる。

間

生物は，見つけた場所で何をしているのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○複数の生物を見つけた場所から， ◇「食べる」，「卵を産む」，「隠れる」などといっ

そこにいた理由について予想や仮 た視点で観察を行うことができるような場所を

説をもつ。 選ぶ。

・テントウムシは草に付いている何

かを食べていたよ。

・バッタは草と同じ色でなかなか見

つけることができなかったよ。

○「食べる」，「卵を産む」，「隠れる」

などといった視点で，複数の生物

を観察する。

【体験活動Ⅱ】

植物に集まったり，生息地と ◇校庭の地図を拡大して黒板に貼っておき，見つ

していたりしている動物を探 けた場所に生物の絵を貼るように指示してお

し，生物とその周辺の環境と く。また，その場所の様子について記録させる。

の関わりを調べる。

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解①

発言分析・記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

観察１

本時②（2/6）

観察２

見方や考え方

問題

第

３

学

年
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○校庭に出て，生物を見つけた場所 ◇複数の生物を観察した結果を，観察の視点ごと

を記録する。その場所にいる理由 に板書することで，環境との関わりでそこにい

について分かったら記録する。 たことを捉えることができるようにする。

・ダンゴムシを枯れ葉の下で見つけ

たよ。じめじめしている場所がす

みかなんだね。

・テントウムシは アブラムシを食

べていたよ。だから草むらにいた

んだね。

【言語活動Ⅱ】

○観察結果を基に，生物と環境との ◇昆虫などの生物の食べ物や隠れる場所について

関わりについて話し合う。 話し合わせる。

・昆虫などの生物は食べ物や隠れる

場所をすみかにして生きている。

生物は，見つけた場所の周辺の環境と関わって生きている。

【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○これまでの観察記録を振り返り， ◇オリジナル図鑑をつくることを提案し，図鑑づ

生物を観察する際にはどのような くりへの意欲を高める。

視点で見れば特徴に気付いたかを

話し合う。 ◇オリジナル図鑑をつくるときの視点として，こ

・タンポポの特徴を観察したときに れまで学習した生物を見る視点「色，形，大き

は，葉の形と色を注意して見まし さ」などに注意して見ると特徴がよくつかめた

た。 ことを想起させる。また，生物と環境との関わ

・アリを観察するときは大きさや色 りの視点についても想起させる。

を注意して見ました。

生物の特徴が分かる図鑑にするには，どうすればよいだろうか。

○本単元の学習を振り返り，生物と ◇これまでの観察の視点を振り返り，生物と環境

の関わり方について考え，ノート との関わりを意識させてまとめさせるようにす

にまとめる。 る。

・私は春の花を色ごとにまとめてみ ◇実際の児童用の図鑑を紹介し，生物の名前だけ

よう。 でなく，その生物の特徴などが書かれているこ

・僕は昆虫と食べ物やすみかについ とを参考にさせる。

て図鑑をつくりたいな。 ◇むやみに植物をとらないなどの生態系への配慮

についても取り上げるようにする。

生物の色，形，大きさなどの特徴や環境との関わりなどを記述する。

知識・理解②

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

関心・意欲・態度②

行動観察・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

見方や考え方

見方や考え方

問題

第
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校庭にすむ生物をかんさつしよう

分かったこと

学習園のあみの近くにクモがいた。

校庭にすむ生物をかんさつしよう

分かったこと
学習園のブロックの近くにタンポポ
があった。黄色い花だった。

校庭にすむ生物をかんさつしよう

分かったこと
学習園にタンポポがあった。葉はギ
ザギザで，くきはまっすぐだった。

（４）本時案

本時①（１／６時）

＜本時の目標＞

校庭の生物の様子について，興味・関心をもって進んで調べようとしている。

（関心・意欲・態度①）

校庭の生物について，色，形，大きさに着目して，予想や仮説をもち，観察する計画を

立てている。 （思考・表現①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

○校庭でどのような植物や動物が見ら ◇校庭の植物や動物をイメージしやすいように，校庭の植物や

れるかを予想してノートに記述し， 動物が写っている写真を用意して提示する。

話し合う。

・学習園にチョウが飛んでいるよ。 ◇様々な植物や動物の情報を交流することで，観察への意欲を

・校庭にはタンポポが咲いていたね。 もたせる。

【体験活動Ⅰ】

○校庭に植物や動物を探しに行く。 ◇観察したことを記録するために，ノートに観察した植物や動

・学習園のすみの方にタンポポがたく 物の絵や気付いたことを言葉で記録させるようにする。

さん生えていたよ。 ◇名前の分からない植物や動物は図鑑を用意して，調べること

・植木鉢の下にダンゴムシがいたよ。 ができるようにする。

・ハチやチョウが花の周りを飛んでい ◇校庭で見られる危険な生物について注意する。

たよ。

○見つけた植物や動物を紹介する。 ◇様々な植物や動物の存在に気付かせるために，観察してきた

・タンポポを見つけたよ。花が咲いて 植物や動物を記録とともに紹介させる。

いたよ。

・タンポポを見つけたよ。校舎のそば

にあって，この絵のような葉をして

いたよ。

・モンシロチョウを見つけたよ。ヒラ

ヒラと花の周りを飛んでいたよ。

＜児童の観察記録＞

○タンポポの絵を比較して，気付いた ◇多くの児童が観察した植物を選び，その絵を黒板に並べて比

ことを話し合う。 較できるようにする。絵を比較することから，色，形，大き

・葉の形が違うね。 さなどについて，その違いから疑問をもたせ，観察の際にそ

・葉や茎の色も違うね。 の点についても着目できるようにする。

・花はどのような形だったかな。もう

一度見てみたいな。

第

３

学

年
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校庭の植物は，どんな色，形，大きさをしているのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○植物の特徴について予想や仮説をも ◇観察しようとする植物の色，形，大きさに着目させ，予想さ

つ。 せる。

○タンポポ以外にどのような植物を観

察するかについて計画を立てる。 ◇タンポポは全員観察させ，記録させるようにする。また，植

・学習園に小さな青い花が咲いていた 物の体のつくりには共通性があることを捉えられるように，

よ。オオイヌノフグリだったかな。 タンポポだけでなく他の植物も観察させ，記録させるように

その花を調べてみよう。 する。

・ほかにどのような植物があるのか

な。校庭に行ってから探して決めよ

う。

＜児童のノート記録＞

◇名前の分からない生物については，図鑑などを持参させ，調

べることを助言する。

◇手触りやにおいなど，諸感覚を通して確認した特徴も記録す

るように助言する。

◆関心・意欲・態度①

身の回りの生物の様子について興味・関心をもち，進んで

調べようとしている。（発言分析・記述分析）

◆思考・表現①

身の回りの生物の様子を比較し，差異点や共通点について

予想や仮説をもち，表現している。（発言分析・記述分析）

次時以降の活動

身の回りの生物の色，形，大きさなどに着目し，虫眼鏡などを使って観察する。調べた観察記録を基に，

共通点や差異点について話し合い，特徴をまとめる。

生物は，色，形，大きさなどがそれぞれ違う。

問題

見方や考え方

第
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本時②（２／６時）

＜本時の目標＞

身の回りの生物の様子を諸感覚で確認したり，虫眼鏡を適切に使いながら観察したりし

ながら，その結果を記録している。 （技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

タンポポなど身近な植物の絵を比較する

ことから，校庭の植物や動物は，どんな色，

形，大きさをしているかという問題意識

をもっている。そこから，どんな生物を観

察するかについて計画を立てている。

校庭の植物は，どんな色，形，大きさをしているのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

〇観察の方法について確認する。 ◇虫眼鏡の使い方について指導する。

身の回りの植物を探して，色，

形，大きさなどの違いがある
ことを調べる。

〇実際に植物を虫眼鏡などを使って観 ◇スケッチは，観察したい部分を大きくかくように指導する。

察し，記録する。

・虫眼鏡を動かすと，大きくはっきり

と見えるところがあるんだね。

観察１

○動かせる物 注意！！

○動かせない物 拡大した様子

虫眼鏡を目に近付け，

見たいものを手で持って

前後に動かす

虫眼鏡を前後に動かす

目を痛めるので，絶対に

太陽を見てはいけない

虫眼鏡の使い方

問題

第
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◇つまずき事例①「虫眼鏡を観察対象に付ける」

◇つまずき事例②「観察対象との距離が遠すぎる位置で，虫眼鏡を前後に動かし焦点を合わせようとする」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.27）参照

つまずき事例①については付属ＤＶＤ「身近な自然の観察」参照

・タンポポの葉の色は，裏と表で違い

があった。

・シロツメクサの葉には，白いすじが

あることが分かった。

・タンポポの葉の長さは，12ｃｍだった。

・シロツメクサの葉の形は，丸いだけ

かと思っていたけれど，虫眼鏡で見

てみると葉の周りがギザギザしてい

ることが分かった。

＜児童の観察記録＞

〇動物についても，虫眼鏡などを使っ ◇植物における観察と同様に，複数の動物について観察させ，比

て観察し，記録する。 較を通して特徴の違いに着目できるようにする。

◆技能①

身の回りの生物の様子について諸感覚で確認したり，虫眼

鏡などの器具を適切に使ったりしながら観察している。

（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

複数の生物を調べた観察記録を基に，それぞれを比較しながら，共通点や差異点について話し合い，特

徴をまとめる。

生物は，色，形，大きさなどがそれぞれ違う。

見方や考え方

第

３

学
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（５）虫眼鏡におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

虫眼鏡を観察対象に付ける 観察対象との距離が遠すぎる位置で，虫

眼鏡を前後に動かし焦点を合わせようと

する

指導の手立て① 指導の手立て②

虫眼鏡を観察対象に付ける児童には，拡 観察対象との距離が遠すぎる位置で，虫

大を意識させることが大切である。 眼鏡を前後に動かし焦点を合わせようとす

例えば，焦点距離が合うように，虫眼鏡 る児童には，焦点距離を意識させることが

の操作を児童の背後から手を添えるなどし 大切である。

て補助したり，観察対象が虫眼鏡で拡大さ 例えば，虫眼鏡と光を当てる紙を平行に

れた状態の画像を見せたりすることで，虫 置き，虫眼鏡の焦点をゆっくり合わせなが

眼鏡は肉眼で観察するときよりも観察対象 ら日光を集める操作を練習させる。日光を

を拡大して見ることができることを理解さ 集めた形が，常に円になるように意識させ，

せることが大切である。操作方法について 焦点がうまく合えば，できる像はくっきり

は，観察対象が動かせる場合と動かせない した小さな点になることを，実際に操作さ

場合とで異なることを理解させ，観察対象 せながら体験させる。また，焦点距離は，

によって適切な操作方法を選択する技能を 凸レンズの膨らみが厚いほど短くなる。注

身に付けさせることが大切である。 意事項を徹底した上で，大きさや厚さの違

う形状のもので，自由に距離を変えて焦点

を合わせる操作を試させることが考えられ

る。

※つまずき事例①については，付属ＤＶＤ「身近な自然の観察」で紹介している。

焦点がうまく合えば円がぼやけず，
くっきり小さな点になるね。虫眼鏡の
傾ける角度も関係するね。

虫眼鏡で見ると，こんなに大きく見
えるんだね。大きくはっきりと見える
ところを探せたよ。

第

３

学

年
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３．「太陽と地面の様子」（全11時間）

（１）単元の狙い

太陽と地面の様子について興味・関心をもって追究する活動を通して，日陰の位置の変

化と太陽の動きとを関係付けたり，日なたと日陰の地面の様子の違いを比較したりする能

力を育てるとともに，それらについての見方や考え方をもつことができるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①日陰の位置の変化や日 ①日陰の位置の変化や日 ①温度計や遮光板，方位 ①日陰は太陽の光を遮る

なたと日陰の地面の様 なたと日陰の地面の様 磁針を適切に使って， とでき，日陰の位置は

子の違いに興味・関心 子，日陰の位置の変化 日陰の位置の変化と， 太陽の動きによって変

をもち，進んで太陽と と太陽の動きを比較し 日なたと日陰の地面の わることを理解してい

地面の様子との関係を て，それらについて予 様子や太陽の動きを安 る。

調べようとしている。 想や仮説をもち，表現 全に観察している。 ②地面は太陽によって暖

②見いだした太陽と地面 している。 ②日なたと日陰の地面の められ，日なたと日陰

との関係で，日常の現 ②日陰の位置の変化や日 様子や太陽の動きを調 では地面の暖かさや湿

象を見直そうとしてい なたと日陰の地面の様 べ，その過程や結果を り気に違いがあること

る。 子を比較して，それら 記録している。 を理解している。

を考察し，自分の考え

を表現している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○天気のよい日に，影踏み遊びをし， ◇影踏み遊びを時間をずらして経験させると，建

影の向きと太陽の見える方向につ 物や木の影の動きを意識させることができる。

３ いて話し合う。 ◇影踏み遊びの様子をデジタルカメラで撮影し，

時 ・影はどれも同じ向きにできるね。 影のでき方について想起させる。

間

影は，どこにできるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○影のできる場所について予想や仮 ◇夏の日差しを遮るための影や，建物の裏手にで

説をもつ。 きた大きな影など，身近な経験を想起させて，

・影は太陽の反対側にできると思 影のできる場所について予想や仮説をもたせ

う。 る。

○観察の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇午前と午後に影探しをして，影の位置が変わっ

建物や物によってできる影が ても太陽が反対側にあることを確認させる。

どこにできるかを調べる。 ◇太陽の位置を確認するときは，安全性が確保で

きる遮光板を使わせる。

○太陽との関係で，影のできる場所 ◇影は，どれも太陽との関係で同じ方向にできる

や位置を調べる。 ことを捉えさせる。

・影はどれも太陽の反対側にでき

る。

観察１

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

問題

第

３

学

年
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【言語活動Ⅱ】

○影のできる場所について観察結果 ◇午前と午後にできた影について話し合わせる。

を基に発表する。

・影は午前と午後でできる向きは ◇影は太陽の光を遮るとでき，どの影も同じ向き

違っても，どれも太陽の反対側に にできていることに気付かせる。

できる。

○影のでき方について結論を書く。

日陰は太陽の光を遮ると太陽の反対側にできる。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○午前と午後では，同じ場所でも影 ◇影はいつも同じ場所にできるわけではないこと

のできる位置が違うことから，太 を想起させ，太陽が動くことに興味・関心をも

５ 陽の動きを意識して話し合う。 たせる。

時 ・影踏みのときも安全地帯が午前と ◇午前と午後にできた同じ場所の影の写真を見せ

間 午後では場所が変わったよ。 ながら話し合わせる。

太陽は，どのように動くのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○太陽の動き方について予想や仮説 ◇太陽が動くと，影も動くことから，影を記録す

をもつ。 れば，太陽の動きが分かるのではないかという

・影が動くのは太陽が動くからだと 見通しをもたせて，観察の計画を立てさせる。

思う。太陽の動きが分かれば影が

できる場所も分かると思う。

○観察の計画を立てる。

・影を観察して，太陽がどのように

動くかを調べよう。

【体験活動Ⅱ】

◇観察用の棒は，影が伸びても観察用紙からはみ

影の位置を記録して，太陽が 出さない程度に短くする。

どのように動くかを調べる。 ◇方位磁針の使い方と注意点について説明する。

○影の位置を一定時間ごとに記録 ◇影の観察は，北を向くが，太陽の観察では南を

し，そのときの太陽の方位につい 向く。このため東西の方向を混乱しやすいので，

て調べる。 常に実際の地形と照らし合わせて方位を考えさ

・影が西から北を通って東へ動くと せたり，方位磁針を使用して方位を確認させた

き，太陽は東から南を通って西へ りする。

動いている。

【言語活動Ⅱ】

○太陽の動きについて観察結果を基 ◇影と太陽は点対称に動く。この動きは児童に

に方位と関係付けて発表する。 とってなじみがないものなので，丁寧に影と太

・太陽は東から南の空を通って西へ 陽との位置関係を指導する。

動いている。

○太陽の動き方について結論を書

知識・理解①

発言分析・記述分析

思考・表現①

記述分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

本時①（5/11）

本時②（6/11）

観察２

見方や考え方

問題

第

３

学

年
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く。

太陽は，東の方から南の空を通って西の方に動く。

【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○影の動きを調べた記録シートから ◇影の動きの観察記録から影の長さの変化に気付

影の長さの変化について話し合 かせるようにする。

う。

・影の動きに合わせて影の長さも変

わっているよ。

影の長さは１日の中でどのように変化するのだろうか。

○１日の中での影の長さの変化につ

いて予想や仮説をもつ。

・夕方は影が長いから，朝の影も長

いのかな。

○観察の仕方を確認して観察する。

１日の影の長さを一定時間ご ◇記録の仕方は，一定時間ごとの影の長さに印を

とに調べる。 つけ，その分だけ紙テープを切って，棒グラフ

のように整理させる。

・やっぱり，朝と夕方は影が昼頃に ◇雲が出てきて影ができなかった時刻は，紙テー

比べて長かった。 プを貼らずグラフを空白にしておく。

・雲が出てきたときには，影ができ

なかった。

朝や夕方は影が長くなり，正午ごろは影が短くなる。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○日なたと日陰の地面を触り，体感 ◇日なたと日陰の地面を触らせることで体感温度

温度が違うことからどれくらい温 の違いに気付かせ，地面の温度の違いに興味・

３ 度が違うかについて話し合う。 関心をもたせる。

時 ・日なたは暖かく感じて，日陰は冷 ◇温度のほかに湿り気具合などについても気付い

間 たく感じる。10℃ぐらい違うかな。 たことを話し合わせる。

・明るさや湿り気具合も違ってい

た。

日なたと日陰では，地面の暖かさや湿り気が違うのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○日なたと日陰の違いについて予想 ◇児童一人一人の経験を引き出し，日なたと日陰

や仮説をもつ。 の違いについて予想や仮説をもたせる。

・影踏み遊びのときに日陰に入ると ◇予想された一つ一つの項目について，観察する

ひやっとしたよ。きっと日陰の方 前に太陽との関係を思い出させ，ある程度の見

が温度が低いと思う。 通しをもって観察させるようにする。

○観察の計画を立てる。 ◇調べたことを一覧表にして，日なたと日陰を比

べるようにする。

思考・表現②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

観察３

見方や考え方

見方や考え方

問題

問題
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【体験活動Ⅱ】

日なたと日陰の暖かさや湿り

気について体感や温度計など

により調べる。

○日なたと日陰の違いについて調べ ◇地面の温度を棒温度計で測る場合，棒温度計の

る。 扱い方と測り方の注意点が多いので，丁寧に説

・日陰は午前９時と午後１時でも 明する。

２℃しか違いはなかった。日なた

は，７℃も違いがあった。

【言語活動Ⅱ】

○日なたと日陰の温度や湿り気具合 ◇日なたと日陰の温度の違いについては，個人や

について観察結果を基に発表す グループごとの結果を基に数値化させ，日なた

る。 と日陰の違いについて予想や仮説に照らして考

・日なたの方が日陰よりも温度が高 察させるようにする。

い。これは日なたは日光によって ◇日なたと日陰の違いについて日光との関係で考

地面が暖められているからだと思 察させるようにする。

う。

○日なたと日陰の違いについて結論

を書く。

太陽の光が地面を暖めるため，日なたと日陰では暖かさや湿り気が

違う。

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解②

発言分析・記述分析

観察４

見方や考え方

第

３

学

年
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（４）本時案

本時①（５／11時）

＜本時の目標＞

遮光板や方位磁針を適切に使って，できた影の位置の変化と太陽の動きを観察している。

（技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

太陽の動き方について予想や仮説を

もっている。影を記録すれば，太陽の

動きが分かるのではないかという見通

しをもって観察の計画を立てている。

太陽は，どのように動くのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

○影の位置と太陽の方位の記録の仕 ◇方位磁針の使い方と注意点について説明する。

方について確認する。

◇観察する場所は，１日中日なたになる場所で，活動の妨げにな

影の位置を記録して，太陽が らない安全な場所を確保する。

どのように動くかを調べる。 ◇観察の記録用紙を提示し，使い方を説明する。

＜一定時間ごとに結果が記録できるカード＞

○影の位置を１時間ごとに記録し，

そのときの太陽の方位について調

べる。

・影の位置と時刻，太陽の位置を記

録しておこう。

・太陽が動いているのが分かるね。

観察２

① ② ③

方位磁針が平らになる
ように持つ

針の動きが止まったら，文字盤を
回して，針の色の付いている方と
「北」の文字を合わせる

調べたいものの方位を
読み取る

方位磁針の使い方

問題

第

３

学

年
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・記録をしているうちに，影の位置 ◇観察用の棒は，影が伸びても観察用紙からはみ出さない程度に

がずれたよ。 短くする。

◇太陽の位置を確認するときは安全性が確保できる遮光板を使う。

◇つまずき事例①「方位磁針の文字盤の北を前方に向ける」

◇つまずき事例②「方位磁針を持って，自分が回る」

◇つまずき事例③「適切ではない方位を読み取る」

※つまずき事例①～③の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.36）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「太陽と地面の様子」参照

・影が西から北を通って東へ動くと ◇影は北を指すが，太陽は南にあるため，東西の方向を混乱しや

き，太陽は東から南を通って西へ すいので，常に実際の地形と照らし合わせて方位を考えさせた

動いている。 り，方位磁針を使用して方位を確認させたりする。

・影の長さは，だんだん短くなって

お昼頃に一番短くなった。それか

ら，また長くなった。

＜児童の観察記録＞

◆技能①

遮光板や方位磁針を適切に使って，日陰の位置の変化と太陽

の動きを安全に観察している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

観察結果を基に，太陽の動きについて方位と関係付けて発表し，太陽の動き方についてまとめる。

太陽は，東の方から南の空を通って西の方に動く。

見方や考え方

遮光板を用いて、
太陽の位置を確認する

第３学年「太陽と地面の様子」
観察

影と太陽の位置を確認する 第３学年「太陽と地面の様子」
観察

第

３

学

年
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本時②（６／11時）

＜本時の目標＞

時間に伴う影の動きと太陽の動きとを関係付けて考え，表現している。（思考・表現②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

各自が観察した棒の影と太陽の方位をシートに

記録している。

太陽は，どのように動くのだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○観察結果を黒板に掲示して，影の動 ◇影の動きを傾向で捉えられるようにするために，複数の結果

きで分かったことを話し合う。 を黒板に並べるようにする。

・午前中の影は西の方から北に向かっ ＜観察結果をまとめた板書例＞

ているね。

・午後からは北から東に向かっている

よ。

・影の動きをまとめると，西の方から

北を通って東に動いていることにな

るね。

・影の長さも変わっているけどどうし

てだろう。

○影の動きから太陽の動き方について ◇地面にできる影の位置の変化と太陽の位置の変化との関係を

話し合う。 捉えられるようにするために，初めに影の動きを考察してま

・影が西にあるということは，太陽は とめ，その後に太陽の動き方について考察し，まとめるよう

東にあるね。 にする。

・影が北の方にあるということは太陽

は南の方にあるよ。 ◇児童は東・西・南・北を学習しているので，この方位を使っ

・太陽は東の方から南の空を通って西 ての話し合いになるようにする。

の方に動くことが分かったね。

・太陽が高いところにあると影が短く ◇観察結果の図を使って説明させる。

なるので，影が短い昼は太陽が高い ◇影の反対側に太陽があることを方位を使って説明させること

ところにあることが分かったよ。 で，影の位置と太陽の位置とを関係付けさせるようにする。

けっか

かげ 西→北→東

太陽 東→南→西

問題

第

３

学

年
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◇影の動きと太陽の動きとを関係付けるために，棒にライトの

光を当てて影をつくり，ライトを動かすことで影が動くこと

を確認できる場を設定することも考えられる。

＜考察後の児童の観察記録＞

○観察結果を基に結論をまとめる。 ◇結論に納得しているかを確かめるために，観察では行ってい

・影の動きから太陽の動きをまとめよ ない観察前と観察後の影と太陽の位置を予想させてみること

う。 が考えられる。

・太陽は東の方から南の空を通って西

の方に動く。 ◇影と太陽は点対称に動く。この動きは児童にとってなじみがな

いものなので，丁寧に影と太陽との位置関係を指導する。

◆思考・表現②

日陰の位置の変化を比較して，それらを考察し，自分の考

えを表現している。(発言分析・記述分析)

太陽は，東の方から南の空を通って西の方に動く。

見方や考え方

第

３

学

年
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（５）方位磁針におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例② つまずき事例③

方位磁針の文字盤の北を 方位磁針を持って，自分 適切ではない方位を読み

前方に向ける が回る 取る

指導の手立て① 指導の手立て② 指導の手立て③

方位磁針の文字盤の北を 方位磁針を持って，自分 適切ではない方位を読み

前方に向ける児童には，方 が回る児童には，方位磁針 取る児童には，方位磁針の

位磁針の機能について理解 の機能について理解させる 針を基準として，対象の方

させることが大切である。 ことが大切である。 位を意識させることが大切

例えば，色の付いた針は， 例えば，下敷きの上に置 である。

いつも北を指すことを確認 いた複数の方位磁針を示 例えば，調べたい方向に

し，文字盤の北は地図で示 し，下敷きを回すと方位磁 指先を向け，色の付いた針

すような「上方が北である」 針の針はどうなるかといっ と文字盤の北を合わせ，指

ということとは違い，方位 た指導の工夫が考えられ 先の方向にある方位を正し

磁針の針が示す向きによっ る。実際に下敷きを回して く読み取れるように繰り返

て，決まることを理解させ も，方位磁針の針は南北を し練習させることが大切で

ることが大切である。 指したままで動かないこと ある。また，体を南に向け

を理解させる。方位磁針は たときに右手は西，左手は

それを基準として対象の方 東であることを体感を通し

位を知るための道具である て捉え，空間概念を育てる

ことを指導することが大切 ことも大切である。

である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「太陽と地面の様子」で紹介している。

北

針が南を指しているか
ら，南にあるのかな。

方位磁針の針は動か
ずにいつも同じ方向を
指しているんだね。自
分が動くと針も動くと
思っていたよ。

色の付いた針は，い
つも北を指しているか
ら，文字盤の北と色の
付いた針を合わせれ
ば，方位が分かるね。

調べたいものの方向
を向いて調べると，読
み取る方位が分かりや
すいね。

地図と同じでいつも北
が上にくるんだよね。

第

３

学

年
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［第４学年］

１．「金属，水，空気と温度」（全28時間）

（１）単元の狙い

金属，水及び空気の性質について興味・関心をもって追究する活動を通して，温度の変

化と金属，水及び空気の温まり方や体積の変化とを関係付ける能力を育てるとともに，そ

れらについて理解を図り，金属，水及び空気の性質についての見方や考え方をもつことが

できるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①金属，水及び空気を温 ①金属，水及び空気の体 ①加熱器具などを安全に ①金属，水及び空気は，

めたり冷やしたりした 積変化の様子，温まり 操作し，金属，水及び 温めたり冷やしたりす

ときの現象に興味・関 方と温度変化や，水蒸 空気の体積変化や温ま ると，その体積が変わ

心をもち，進んでそれ 気や氷に姿を変える水 り方の特徴を調べる実 ることを理解してい

らの性質を調べようと の状態変化と温度を関 験やものづくりをして る。

している。 係付けて，それらにつ いる。 ②金属は熱せられた部分

②物の温まり方の特徴を いて予想や仮説をも ②金属，水及び空気の体 から順に温まるが，水

適用し，身の回りの現 ち，表現している。 積変化の様子や温まり や空気は熱せられた部

象を見直そうとしてい ②金属，水及び空気の体 方の特徴や，水の状態 分が移動して全体が温

る。 積変化の様子，温まり 変化を調べ，その過程 まることを理解してい

方と温度変化や，水蒸 や結果を記録してい る。

気や氷に姿を変える水 る。 ③水は，温度によって水

の状態変化と温度変化 蒸気や氷に変わること

を関係付けて考察し， を理解している。

自分の考えを表現して ④水が氷になると体積が

いる。 増えることを理解して

いる。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○空気の入った容器を湯につける ◇栓の飛び出しの際，容器の口を人に向けること

と，やがて先端の栓が飛んだり， のないように指導する。容器は柔らかく変形し

物 石けん水の膜が膨らんだりする様 やすいものにする。

の 子を体感し，現象から空気が膨ら ◇湯につけた際，空気の入った容器はぱんぱんに

体 んだ理由について話し合う。 膨らんでいる手応えや，水の入った容器の手応

積 ・容器を押していないのに栓が飛ん えは湯につける前と変わらないことを体感させ

変 だのはどうしてだろう。 る。

化 ・水を容器に詰めて湯につけても栓

は飛ばない。

４

時 空気や水は，温度が変わると体積が変わるのだろうか。

間

【言語活動Ⅰ】

○空気や水の体積変化について予想 ◇空気と水の体積変化を意識させ，現象が起こる

や仮説をもつ。 仕組みについて話し合わせる。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

問題

第

４

学

年
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・湯につけた容器が空気でぱんぱん ◇空気と水の体積変化について，空気の入った容

に膨らんで栓が飛んだから，空気 器と水の入った容器をそれぞれ湯につけたとき

は温めると体積が増えると思う。 の手応えや栓が飛んだ様子から考えさせる。

・水は温めても体積は変わらないと

思う。

○空気や水の温度変化に伴う体積変

化を調べる実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

空気と水の体積変化について ◇温めたり冷やしたりするときは，試験管は新し

比較しながら調べる。 いものを使うようにする。

○空気や水の温度変化と体積変化と ◇同じ実験器具を扱って実験することにより，空

の関係を調べる。 気の体積の増え方，水の体積の増え方に着目さ

・空気も水も温めたり冷やしたりす せる。

ると体積が変わった。 ◇50～60℃の湯で温める。

・空気の方が温度による体積の変わ ◇水が上昇することは体積が増えたことと捉えさ

り方が大きい。 せ，温度が上がったことと関係付けて考えさせ

ていく。

【言語活動Ⅱ】

○温度による空気や水の体積変化に ◇試験管の中の空気や水の様子を図や絵で表現さ

ついて実験結果を基に発表する。 せることで，具体的なイメージをもてるように

・空気も水も温めたり冷やしたりす する。

ると体積は変化した。体積の変わ ◇試験管の先端につけたガラス管に印を付けてお

り方は空気の方が水より大きい。 き，体積が変化する前と後の高さを定規で測り，

○空気や水の温度による体積変化に どれだけ変化したかを数値化して考察させるよ

について結論を書く。 うにする。

空気や水は，温めるとその体積が膨張し，冷やすと収縮する。

３ 【体験活動Ⅰ】

時 ［事象への働きかけ］

間 ○温度による空気や水の体積変化の ◇空気や水と違い，金属は硬いものでできている

実験を基に，金属の温度変化によ ことに着目させながら問題意識をもたせる。

る体積変化について話し合う。

・フライパンを熱しても大きくなっ ◇金属を温めることについてイメージしにくい場

たりしないよ。 合には，フライパンなどの金属製の調理器具を

・少しは大きくなっているかもしれ 火で熱した場合を想起させ，話し合わせる。

ない。

金属の体積は，温度が変化すると変わるだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○生活経験や空気や水の温度と体積 ◇金属の体積変化について予想や仮説をもち，実

変化の様子を踏まえながら，予想 験の計画が立てられるように実験器具を提示

や仮説をもつ。 し，助言する。

・金属は硬いから体積は変化しない

と思う。

○実験の計画を立てる。 ◇実験１と同じように，まずは湯で温めることで

実験１

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解①

記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

見方や考え方

問題

第

４

学

年
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空気，水の体積変化の様子と比較して考えさせ

る。

【体験活動Ⅱ】

金属の体積変化を調べる。

○金属の温度変化と体積変化との関 ◇条件を整えた実験になるように金属球のみを熱

係について調べる。 したり冷やしたりして調べるようにする。

・金属も見た目には分からないけれ ◇熱した金属には触れないように指導する。

ど，火で熱すると体積が変化する ◇金属の体積変化は空気や水と比べて非常に小さ

んだ。 いことに気付かせる。

【言語活動Ⅱ】

○温度による金属の体積変化につい ◇鉄道のレールの膨張を取り上げ，生活との関連

て実験結果を基に発表する。 を図る。

・金属も体積変化した。体積の変わ ◇空気，水と違い金属は固体であることを意識さ

り方は空気や水より小さい。 せたまとめをする。

○金属の体積変化について結論を書 ◇空気，水の体積変化と比べながら考察し，結論

く。 を書かせるようにする。

金属の体積は，温めたり冷やしたりすると変わる。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○湯の入ったコップに金属のスプー ◇提示したスプーン以外に，給食の熱いスープな

ンを入れたものを触り，金属のス どを配膳する際に，お玉が熱くなった経験など

物 プーンはどのように温まっていく も取り上げ，問題意識をもたせる。

の かを話し合う。

温 ・コップから外に出ている部分も熱 ◇提示したスプーンを各グループに配付し，実際

ま いんだ。 に触らせながら話し合わせる。

り

方 金属は，どのように温まっていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

４ ○金属の棒や板を温めるとき，どの ◇金属の温まり方について予想や仮説をもち，熱

時 ように温まっていくかについて予 の伝わり方が視覚化できる実験方法を見つけら

間 想や仮説をもつ。 れるように助言する。

・きっと温めたところから順番に温

まっていくと思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

金属の温まり方を調べる。

○ろうがとける様子から金属の温ま ◇火が直接触れるところには，ろうを塗らないこ

り方について調べる。 とを指導する。

・やっぱり熱したところから順番に ◇金属の中心を熱したり，金属を斜めにしてみた

ろうがとけていった。 りするなど自由な発想で実験ができることを助

言する。

思考・表現①

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解①

発言分析・記述分析

本時①（10/28）

実験２

実験３

見方や考え方

問題

第

４

学

年
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【言語活動Ⅱ】

○金属の温まり方について実験結果 ◇熱したところから順に温まっていく様子を図な

を基に発表する。 どで表現できるように助言する。

・金属は熱したところから順番に温

まっていく。

○金属の温まり方について結論を書

く。

金属は，熱せられた部分から順に温まっていく。

３ 【体験活動Ⅰ】

時 ［事象への働きかけ］

間 ○金属の温まり方を基にして，水の ◇日常生活で水を温めた経験を振り返らせなが

温まる様子について話し合う。 ら，話し合わせる。

・水も金属と同じように温まると思

う。

水は，どのように温まっていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○水はどこからどのように温まって ◇水の温まり方について生活経験を基に予想や仮

いくかについて予想や仮説をも 説をもたせる。

つ。

・水も金属と同じように熱したとこ

ろから順に温まっていくと思う。 ◇金属を熱したときと同じような実験の計画が立

○実験の計画を立てる。 てられるように助言する。

【体験活動Ⅱ】

水の温まり方を調べる。 ◇試験管の口をのぞきこまないように指導する。

○水の温まり方について，金属の温 ◇水は上が先に温まることから，対流しているこ

まり方と比較しながら調べる。 とに気付かせる。

・熱したところから温まっていな

い。上から温まっているよ。

【言語活動Ⅱ】

○水の温まり方について実験結果を ◇温まった水は，水そのものが移動するといった

基に発表する。 金属の温まり方との違いを表現できるようにす

・水は熱したところから順番に温 る。

まっていくのではなく，上から温

まった。

○水の温まり方について結論を書

く。

水は，熱せられた部分が上へ移動して全体が温まっていく。

３ 【体験活動Ⅰ】

時 ［事象への働きかけ］

間 ○暖房のある教室の天井付近と床付 ◇温度の違いに気付かせ，空気の動きと温度との

近の空気の温度を測る。 関係について考えさせる。

実験４

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

知識・理解②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解②

発言分析・記述分析

見方や考え方

見方や考え方

問題

第

４

学

年
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・暖房をつけても足下が寒い感じが

する。

・天井の方は暖かいんだね。

空気は，どのように温まっていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○空気はどこからどのように温まっ ◇水と同じように，空気そのものが移動すること

ていくかについて，生活経験を基 に着目させ，予想や仮説をもたせる。

に予想や仮説をもつ。 ◇空気が温まる様子について予想や仮説をもち，

・ストーブが床にあるのに，天井の 図を用いて説明できるようにさせる。

方が暖かいから，空気も水のよう

に上から温まるのではないかな。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇熱し始めの煙の上昇に着目させ，温められた空

空気の温まり方を調べる。 気は上へ移動していくことを捉えられるように

する。

○空気の温まり方について，ビー ◇熱したビーカーは熱くなっているので冷えるま

カーに入れた線香の煙の動きから で触らないように指導する。

調べる。

・やっぱり水と同じように温めたと

ころの空気は上に移動している。

【言語活動Ⅱ】

○空気の温まり方について実験結果 ◇水の温まり方と比べながら考察させる。

を基に発表する。

・空気は水と同じように上から温

まった。

○空気の温まり方について結論を書

く。

空気は，熱せられた部分が上に移動して全体が温まっていく。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○湯を沸かすなどの生活経験から水 ◇透明な鍋に入った水が沸騰している様子を提示

を温めたときの様子を話し合う。 し，温度によって水が姿を変えることに気付か

水 ・水が踊っているみたい。 せ，興味・関心をもたせる。

の ・泡や湯気がたくさん出ているね。

三

態 水は温め続けると，どうなるのだろうか。

変 【言語活動Ⅰ】

化 ○温度変化と水の状態変化との関係 ◇温度変化に伴う水の様子を図や絵などにかかせ

について予想や仮説をもつ。 ながら考えさせる。

４ ・温め続けると水は湯気に変わると

時 思う。 ◇水を温め続けると何℃まで上がるかを予想させ

間 ・水は100℃以上，上がると思う。 ることで，温度計を使う必然性をもたせる。

○実験の計画を立てる。

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験５

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解②

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

見方や考え方

問題

問題

第

４

学

年
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【体験活動Ⅱ】

◇沸騰中の水の様子や温度が変化していることに

水を熱したときの状態変化を 気付かせる。

調べる。 ◇水の温度の上がり方をグラフに記録させる。

○ビーカーに入れた水を温め続けた ◇水の温度と水の量，水の状態変化などに視点を

ときの水の様子と温度変化を調べ 定めて観察させる。水の温度の上がり方と状態

る。 変化について工夫して表現できるようにする。

・激しく泡と湯気が出てくるときの

温度は大体100℃だ。それ以上水の

温度は上がらなくなった。

【言語活動Ⅱ】

○水を熱し続けたときの水の様子と ◇水の温度変化のグラフを透明シートに表し，各

温度変化について実験結果を基に グループの実験結果のグラフを重ねることで，

発表する。 実験結果から共通性や傾向を見るように指導す

・水は熱し続けると水蒸気や湯気に る。

変わる。

・水は100℃近くで沸騰し，沸騰して

いる間は温度は上がらない。

○水を熱し続けたときの変化につい

て結論を書く。

水は，熱し続けると100℃近くで沸騰し，沸騰している間は温度は

上がらない。

４ 【体験活動Ⅰ】

時 ［事象への働きかけ］

間 ○水が沸騰したときに出る泡は何か ◇水が沸騰している様子を再度提示し，出てくる

について話し合う。 泡について考えさせる。

・空気みたいだな。

沸騰しているときに出てくる泡は，何だろうか。

【言語活動Ⅰ】

○泡の正体について予想や仮説をも ◇泡の正体について空気か水が変化したものかを

つ。 話し合わせ，根拠をもった予想や仮説をもてる

・泡は空気だと思う。 ようにする。

・泡は水が変化した水蒸気だと思 ◇泡が気体であることや，出てきた気体がビー

う。 カーの中にあることを児童と確認しながら実験

○実験の計画を立てる。 を計画していく。

【体験活動Ⅱ】

水を熱したときに出る泡を調 ◇熱い気体に手や顔を近付けないように指導す

べる。 る。

技能①

行動観察・記録分析

技能②

発言分析・記録分析

実験７

思考・表現①

発言分析・記述分析

本時②（21/28）

思考・表現②

発言分析・記述分析

実験６

見方や考え方

問題

第
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○沸騰の様子や試験管の周りについ ◇水の中に見られる泡は水蒸気であることを空気

た水滴と温度変化とを関係付けな との比較対照実験を通して捉えさせる。

がら調べる。

・ビーカーの水の上の透明な部分に

冷たいガラス棒を入れたら水滴が

いっぱいついた。

・泡を集めてしばらくすると袋がし

ぼんで水がたまっていた。

・エアーポンプで集めた気体はその

まま袋が膨らんでいた。

【言語活動Ⅱ】

○水蒸気の正体について実験結果を ◇水が温度の変化によって，水蒸気や水に状態が

基に発表する。 変化する様子を図や絵を使って表現できるよう

・水蒸気は冷やすと水に変わった。 に助言する。

・水蒸気は温度が高いと空気のよう ◇空気との違いについて実験結果から考察させ，

に目に見えない。 水蒸気の性質について理解させる。また，湯気

○沸騰したときに出てくる泡は何か についても，水蒸気が冷えて姿を現した水の粒

について結論を書く。 の集まりであることを，事象から解釈して理解

させる。

水が沸騰しているときに出てくる泡は，水蒸気である。

【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○水蒸気や湯気で風車が回る様子を ◇水蒸気を利用して羽根が回る圧力鍋ややかんの

観察し，どのようにして風車が回っ 口に笛がついて音が鳴る身の回りの物を紹介し

ているかを話し合う。 ながら，水蒸気の利用について興味・関心を高

・水蒸気が勢いよく出ているから回 めるようにする。

るのかな。

◇水が風車を回している様子を「水蒸気」，「湯気」，

「温度」の言葉を使って説明させるようにする。

水は，どのように変化して風車を回しているのだろうか。

○これまでの学習と関連させながら ◇水蒸気の力を利用してモーターを取り付けた風

風車が回ることについて考察する。 車を回し，発光ダイオードが点灯する様子を観

・水蒸気は高温で物を動かすエネル 察させてもよい。

ギーをもっているのかな。

・水蒸気の力でモーターを回して電

気をつくっているよ。

水は温められて温度が高くなると，沸騰して見えない水蒸気に変

わる。ガラス管の口から出た水蒸気や湯気が，羽根に勢いよく当

たって風車を回している。

３ 【体験活動Ⅰ】

時 ［事象への働きかけ］

間 ○水を冷やし続けたときの水の様子 ◇水を実際に冷やし，状態やそのときの温度など

や変化を観察する。 について話し合わせる。

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解③

記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

見方や考え方

見方や考え方

問題

第

４

学

年
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・缶に入ったジュースを凍らせては ◇缶ジュースなどを凍らせると破裂する場合があ

いけないという注意書きに関係が ることを注意する表示を提示し，体積変化につ

あるのかな。 いて問題意識をもたせる。

水は，氷になるとその体積はどうなるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○生活経験や水が沸騰するときの様 ◇今までの学習を振り返り，関連させながら，予

子と比較しながら予想や仮説をも 想や仮説をもたせて，実験を計画することがで

つ。 きるように助言する。

・缶ジュースを凍らせてはいけない ◇水の沸騰時と比較しながら現象を捉えることが

という表示があるから，きっと体 できるようにする。

積は大きくなると思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

水が氷になるときの体積変化

を調べる。

○水が氷になったときの体積変化と ◇体積変化が分かりやすくなるように細めの試験

温度変化について調べる。 管を用いる。

・水が凍り始めると０℃のままだ。 ◇水の状態が変わる様子やそのときの温度をグラ

・水が全て氷になると０℃より下が フで表現できるように助言する。

り始めた。

【言語活動Ⅱ】

○水が氷になるときの体積変化と温 ◇水の姿と温度との関係について，モデル図など

度変化について実験結果を基に発 で表現しながらまとめさせる。

表する。

・水は氷になると体積が増えた。 ◇水が氷になるときの温度変化のグラフを各グ

・水が全て氷になるまで０℃のまま ループの結果から考察させる。

だった。

○水が氷になるときの体積変化と温

度変化について結論を書く。

水は，０℃より下がると氷になる。また，氷になると体積が増え

る。

実験８

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解④

記述分析

思考・表現①

行動観察・記述分析

見方や考え方

問題

第

４

学

年
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（４）本時案

本時①（10／28時）

＜本時の目標＞

アルコールランプを安全に操作し，金属棒を使って，金属の温まり方の特徴を調べる実

験をしている。 （技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

湯の入ったコップに入れた金属のスプーンが，

どのように温まっていくかを話し合い，金属の温

まり方について予想や仮説をもち，実験の計画を

立てている。

金属は，どのように温まっていくのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

金属の温まり方を調べる。 ◇安全に繰り返し実験できるように，あらかじめ棒にろうを塗っ

てから実験を行うように指示する。

○水平にした金属棒の温まる様子を金

属棒に塗ったろうがとける様子で調 ◇金属棒は熱くなるので，必ずスタンドで固定し，実験後は，

べる。 棒がよく冷めたのを確認してから，軍手などを使用して取り

外すように指導する。

◇アルコールランプの炎が一点に当たるように高さと位置を調

節し，炎が揺れないように静かに観察するように指示する。

・熱したところから棒の左右に同時に

とけていく。 ◇アルコールランプの使い方を確認する。

◇つまずき事例①「アルコールランプの芯にマッチを接触させて点火する」

◇つまずき事例②「アルコールランプの芯の真上からふたをかぶせて消火する」

◇つまずき事例③「火のついたマッチの先端を下向きに持つ」

実験３

アルコールランプの使い方

①点火 ②消火 ③

火が消えたら，一度ふたを取り，
再び，ふたをする。

下を押さえて，ふたを取る。
横の方から火を近付ける。

斜め上からふたをする。

問題

第

４

学

年
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※つまずき事例①～③の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.49）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「金属，水，空気と温度」参照

○傾けた金属棒の熱の伝わり方を予想 ◇導入で扱った金属のスプーンを想起させ，棒が斜めになった

する。 場合の熱の伝わり方について予想を促す。

・棒を傾けても，順番に温まると思う。

・熱は上の方が速く伝わると思う。 ◇ホワイトボードなどを活用して，予想の図をかかせる。

○予想したことを発表する。

・上の方が速いと思う。

・下の方が速いと思う。

・同じだと思う。

○斜めにした金属棒の温まる様子を観

察する。

◇１回の実験結果で熱の伝わり方を判断するのではなく，数回の

実験結果から判断するように助言する。その際には，アルコー

ルランプの担当は交代で行うように指示し，全員が必ず使用

するように留意する。

・棒が斜めでも，ろうは水平にしたと

きと同じようにとけた。

＜児童の実験記録＞

・棒が斜めになっても，熱は順番に伝 ◇金属板の熱の伝わり方については，金属棒と同様に，ろうのと

わっていくんだ。 ける様子を基に調べるようにする。

・金属板になったら，熱はどのように ◆技能①

伝わるのかな。 アルコールランプを安全に操作し，金属の温まり方の特徴

を調べる実験をしている。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験結果を基に，熱したところから順に温まっていく様子を図などに表現して発表し，金属の温まり方

について話し合い，まとめる。

金属は，熱せられた部分から順に温まっていく。

見方や考え方

第

４

学

年
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本時②（21／28時）

＜本時の目標＞

水を熱し続けて調べた実験結果を基に，水の様子と温度変化とを関係付けて考え，表現して

いる。 (思考・表現②)

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

ビーカーに入れた水を温め続けたときの水の様子と温度変化について，それぞれの班で実験し，実

験結果を出している。実験結果は，他の班の結果と比べやすいように，グラフにしてまとめている。

水は温め続けると，どうなるのだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○水を熱し続けたときの水の様子と温 ◇共通性や傾向が視覚的に捉えられるように，各グループが透明

度変化について，班の実験結果を発 シートに記した水の温度変化のグラフを重ねさせる。

表する。

・水を温めると水の温度はどんどん高 ◇パソコンなどでの処理が可能ならば工夫して，全体の実験結果

くなっていくと思ってたけれど，大 の共通性や傾向が視覚的に捉えられるように，グラフを提示す

きな泡が激しく出始めると温度は上 る。

がらなくなったよ。
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結果 水を温め続けたときの時間と水の温度の変化 ＜２班＞

時間(分) ０ ２ ４ ６ ８ 10 12

温度(℃) 15 35 48 58 70 83 96

水を温め続けたときの水の様子

50℃ぐらいから湯気が出てきて，

小さなあわが出始めた。90℃近くにな

ると，大きなあわがはげしく出てきて，

水の量はへってきた。

温度(℃)

時間(分)

＜学級全体の実験結果のグラフ＞ これ以上温度が上がらない

問題
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・水の温度が96℃まで高くなると，そ ◇水の量の変化については，「水の量は温め続けるとどうなりま

の後，温度は変わらなかったよ。 したか」と発問し，自分の班の実験結果と他の班の実験結果を

比べて共通点や差異点を意識させるようにする。

・90℃近くになると，大きな泡がたく

さん出てきたよ。水の量は，温める ◇自分の予想と照らし合わせ，実験結果について考えさせるよう

前に比べて温めた後は減っていた にする。

よ。

・温めたら水の温度は高く上がり続け

ると思っていたけど，95℃近くにな

るとそれ以上高くならなかった。

・ほかの班と比べると，同じように

95℃まで上がった後，それ以上は上

がらなかったよ。

○学級全体の実験結果から，全体で共 ◇水を熱し続けたときの水の様子と温度変化について，学級全体

通していることは何かについて発表 の実験結果から共通して何が言えるかということに着目させ，

する。 まとめさせる。

・各班の実験結果のグラフを重ねる ＜考察をまとめた板書例＞

と，水を温め続けると水の温度は

100℃に近付いて，そこから温度は変

わらない。大きな泡が出てきて，水

の量は減ってきたと言える。

○水の中から泡が出て，煮え立つ状態 ◇水の中から泡が出て，煮え立つ状態のことを「沸騰」という言

のことを「沸騰」という言葉で表現 葉で表現することを知らせる。

することを知る。

○水を熱し続けたときの変化について ◇問題に対応して，学級全体で共通した結論は何であったかとい

「沸騰」という言葉を使用し，結論 うことをまとめさせる。

をまとめ，発表する。

・水を熱し続けて，水の温度が100℃

近くになると，沸騰し続け，沸騰し

ている間は温度は変わらないけれ

ど，水の量は減ると言える。 ◆思考・表現②

水の温まり方について，温度変化と関係付けて考察し，自

分の考えを表現している。（発言分析・記述分析）

水は，熱し続けると100℃近くで沸騰し，沸騰している間は温度は上がらない。

考察

①水を温め続けると，湯気が出始める。その後，

小さなあわが出てきて，温度が100℃に近くなる

と，大きなあわになる。

②100℃まで温度が高くなると，その後は温めても

温度は上がらない。

見方や考え方

第

４

学
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（５）アルコールランプにおけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例② つまずき事例③

アルコールランプの芯に アルコールランプの芯の 火のついたマッチの先端

マッチを接触させて点火 真上からふたをかぶせて を下向きに持つ

する 消火する

指導の手立て① 指導の手立て② 指導の手立て③

アルコールランプの芯に アルコールランプの芯の 火のついたマッチの先端を

マッチを接触させて点火す 真上からふたをかぶせて消 下向きに持つ児童には，火は

る児童には，火を近付ける 火する児童には，火は上に 上に向かって燃えるなどの火

だけで点火することを指導 向かって燃えるなどの火の の特性を理解させ，火を扱う

することが大切である。 特性から操作を理解させる 機会を増やし，恐怖心を和ら

例えば，火が芯に接触し ことが大切である。 げることが大切である。

なくても点火する様子を観 例えば，火の上部の空気 例えば，実際に火をつけ

察させ，火は芯の少し上の が熱いことから「どこから る前に，ろうそくの火を観

部分に近付けるだけでよい ふたをかぶせるとよいか」 察したり，火のつけ方など

ことを指導する。また，点 など，火の特性を踏まえた を練習したりする。また，

火や消火の際に，アルコー 安全な消火の仕方を考えさ 火は上に向かって燃え上が

ルランプを転倒させると危 せる。また，一度ふたをし ることから，マッチの火を

険であることを伝え，転倒 て火を消した後，再びかぶ 上または横向きにして持つと

防止のためにアルコールラ せることは，消火の確認と 安全であるなど，正しい使

ンプを押さえることも指導 ふたを開けやすくするため い方をすれば，安全に使用

することが大切である。 であることを指導すること できることを指導すること

が大切である。 が大切である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「金属，水，空気と温度」で紹介している。

アルコールランプを手
で押さえると安全だね。

アルコールランプの芯
の上でマッチを滑らすよ
うにするといいんだね。

熱
い
空
気

火の上は熱いから，横
からふたをかぶせると熱
くないし，安全だね。

火は上に向かって，
燃えるんだね。正しく
持てば，熱くないし，
安全だね。

第

４

学

年
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２．「電気の働き」（全12時間）

（１）単元の狙い

電気の働きについて興味・関心をもって追究する活動を通して，乾電池のつなぎ方や光

電池に当てる光の強さと回路を流れる電流の強さとを関係付ける能力を育てるとともに，

それらについての理解を図り，電気の働きについての見方や考え方をもつことができるよ

うにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①乾電池や光電池に豆電 ①乾電池や光電池に豆電 ①簡易検流計などを適切 ①乾電池の数やつなぎ方

球やモーターなどをつ 球やモーターなどをつ に操作し，乾電池と光 を変えると，豆電球の

ないだときの明るさや ないだときの明るさや 電池の性質を調べる実 明るさやモーターの回

回り方に興味・関心を 回り方を関係付けて， 験やものづくりをして り方が変わることを理

もち，進んで電気の働 それらについて予想や いる。 解している。

きを調べようとしてい 仮説をもち，表現して ②豆電球の明るさやモー ②光電池を使ってモー

る。 いる。 ターの回り方の変化な ターを回すことなどが

②電気の働きを使っても ②乾電池の数やつなぎ方， どを調べ，その過程や できることを理解して

のづくりをしたり，そ 光電池に当てる光の強 結果を記録している。 いる。

の働きを利用した物を さを変えて，回路を流

見つけたりしようとし れる電流の強さとその

ている。 働きを関係付けて考察

し，自分の考えを表現

している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○乾電池の向きを変えた二つの電気 ◇乾電池の向きが違う同じ形の電気自動車を用意

自動車が違う向きに走る様子を観 し，スタートラインからそれぞれが逆方向に走

５ 察する。 る様子から，原因について話し合わせる。

時 ・どうして片方は後ろ向きに走るの

間 かな。

モーターの回る向きは，何によって変わるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○乾電池の向きの違いから，電流の ◇乾電池の向きが違う電気自動車の走る様子を基

向きについて予想や仮説をもつ。 に，電流の向きについて予想や仮説をもたせる。

・乾電池の向きが変わるとモーター

の回転の向きが変わるのかな。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

電流の向きとモーターの回る ◇安全な実験方法を指導し，ショート回路などの

向きを調べる。 注意をする。

○乾電池の向きと回路を流れる電流 ◇検流計の使い方を教科書などを利用して指導す

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験１

問題

第

４

学

年
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本時①（7/12）

の向きとの関係について調べる。 る。

・乾電池の向きを変えたらモーター ◇モーターの回転は軸だけでは見にくいので，

の回る向きも変わった。 モーターにプロペラなどを装着して実験する

・乾電池の向きを変えたら検流計の ように助言する。

針の向きも変わった。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果から，乾電池の向きと回 ◇自分たちのグループの結果だけでなく他のグ

路を流れる電流の向きとの関係に ループの結果も併せて考察させるようにする。

ついて発表する。

・乾電池の向きを変えると電気の流

れる向きが変わるんだ。

・電気は流れる向きが決まっている

んだ。

○モーターの回る向きは何によって

変わるかについて結論を書く。

乾電池の向きを変えると，回路に流れる電流の向きが変わり，モー

ターの回る向きが変わる。

○乾電池１個とモーターを使って電 ◇条件を制御するため，自動車をつくるのに必要

気自動車をつくり，走らせる。 な材料は教師が準備する。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○直列つなぎ，並列つなぎにした電 ◇電気自動車の乾電池を２個に増やしたときのつ

気自動車を走らせ，速さの違いの なぎ方を，図を使って記録させておく。

３ 要因について話し合う。

時 ・乾電池のつなぎ方が違うのかな。

間 ○直列つなぎ，並列つなぎについて ◇直列つなぎ，並列つなぎを指導する。

知る。

乾電池の数やつなぎ方を変えると，電気の働きはどのように変わ

るのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○つなぎ方と電気の働きについて予 ◇直列つなぎと並列つなぎでは，電気の働きがど

想や仮説をもつ。 のように変わるかについて予想や仮説をもたせ

・乾電池のつなぎ方を変えると電気 る。

の流れる量が変わるのかな。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

乾電池の数やつなぎ方を変え ◇乾電池１個のときの電流の強さを基準として，

て，電気の働きを調べる。 直列つなぎと並列つなぎの電流の強さを比較す

るように助言する。

○直列つなぎ，並列つなぎのそれぞ ◇つなぎ方の違いで電流の強さは変わるかについ

れの電気の働きを調べる。 て，モデル図などを活用して説明できるように

・並列つなぎの電流の強さは乾電池 助言する。

１個分と同じくらいだ。

技能②

行動観察・記録分析

実験２

問題

見方や考え方

第

４

学

年
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【言語活動Ⅱ】

○実験結果から，乾電池のつなぎ方 ◇直列つなぎと並列つなぎを電気用図記号を使っ

と流れる電流の強さとの関係につ て整理し，まとめるようにさせる。

いて発表する。

・直列つなぎと並列つなぎでは，流

れる電流の強さが違う。

○乾電池のつなぎ方による電気の働

きについて結論を書く。

乾電池を２個つなぐ回路には，直列つなぎと並列つなぎがある。直

列につなぐと，回路に流れる電流が強くなり，電気の働きが大きく

なる。並列につなぐと，電流の強さや電気の働きの大きさは，乾電

池１個のときと変わらない。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○光電池が利用されている身近な製 ◇光電池を利用した電卓などに日光を当て，光電

品に日光を当てた際の働く様子を 池の効果を見せる。その際，光の当て方を変え，

４ 観察する。 光電池で動く物が動かなくなる様子も見せるよ

時 ・光の当て方で動きが変わったよ。 うにする。

間

光電池に当てる光の強さを変えると，電気の働きは変わるのだろ

うか。

【言語活動Ⅰ】

○光電池に当てる光の強さと電気の ◇光電池を利用した製品に日光を当てた際の働く

働きについて予想や仮説をもつ。 様子を基に，光電池に当てる光の強さと電気の

・光の強さによって光電池の働きは 働きについて予想や仮説をもたせる。

変わると思う。

○光電池の日光の当て方と電気の働

きについて調べる計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

光電池に日光を当てて電気の ◇日光の量を変えるには，日光の当たる角度を変

働きを調べる。 える方法や日光を遮る方法，鏡で日光を反射さ

せる方法があることに気付かせる。

○鏡を使って光電池に当てる光の強 ◇鏡で日光を反射させるときには，人の顔に当て

さを変え，電気自動車の走る速さ ないように指導する。

を比較して調べる。 ◇天候が悪い場合には，電気スタンドの光を当て

・鏡を２枚にして日光を反射させる て実験させる。

と１枚のときよりも速く走った。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果から，光電池に当てる光 ◇光電池に当てる光の強さによって光電池の働き

の強さと流れる電流の強さとの関 が変わることを，モーターの回転などの現象面

係について発表する。 だけでなく，検流計を使用して数値化した結果

・光電池に当てる光の強さを変える から考察させるようにする。

と流れる電流の強さが違う。

○光の強さによる光電池の働きにつ ◇光電池の利用について，教科書や資料で調べる

いて結論を書く。 ように助言する。

思考・表現①

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解①

記述分析

本時②（8/12）

実験３

問題

見方や考え方

第

４

学
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光電池に当たる光が強くなると，光電池の電気を起こす働きが大き

くなり，回路に流れる電流も強くなる。

【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○乾電池や光電池を使ったおもちゃ ◇乾電池や光電池を利用したおもちゃなどを提示

の工夫している点について話し合 し，その仕組みや工夫などから，おもちゃの動

う。 きに合わせた乾電池のつなぎ方や光電池の働き

・光電池を使ったメリーゴーラウン が工夫する点であることに気付かせる。

ドは，光の当て方によって回転す

る速さを調節できるようにしてい

る。

乾電池や光電池の働きを変えるおもちゃを工夫してつくることが

できるだろうか。

○乾電池のつなぎ方や光電池に当て

る光の強さを変えて電気の働きを

変えるおもちゃづくりについて設

計図をかく。

・光電池に色セロハンを重ねていき ◇光電池を使う場合は，曇りの日では光電池の働

ながら速さが調節できるおもちゃ きが弱まることと関連させながら製作させる。

をつくってみよう。

○できあがったおもちゃを見せなが ◇おもちゃづくりで工夫した点を，「直列つなぎ」

ら，どのような点を工夫したか発 や「並列つなぎ」，「光の強さ」，「電流」などの

表する。 言葉を使って説明させる。

乾電池のつなぎ方や光電池に当てる光の強さを変えることで，電気

の働きを変えたおもちゃをつくることができる。

知識・理解②

記述分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

問題

見方や考え方

見方や考え方

第

４

学

年
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（４）本時案

本時①（７／12時）

＜本時の目標＞

導線や検流計などを適切に配線し，乾電池の直列つなぎと並列つなぎのつなぎ方の違い

によるモーターの回り方や電流の強さの違いを調べ，その結果を記録している。（技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

直列つなぎ，並列つなぎにしたプロペラの回る様子を比較し，速さの違いの要因についての予想や

仮説をもち，実験の計画を立てている。

乾電池の数やつなぎ方を変えると，電気の働きはどのように変わるのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

◇検流計のつなぎ方や使い方，針の振れる意味などを指導する。

乾電池の数やつなぎ方を変え

て，電気の働きを調べる。

○乾電池１個で検流計とモーターなど

をつないだ回路をつくり，電流の強

さやモーターの回り方を調べる。

・乾電池１個では電流の強さは0.5ぐ

らいだった。 ◇簡単に配線が変更できるように，みのむし付きリード線など

を使用する。

○乾電池２個を直列につなぎ，検流計 ◇データが記録しやすいように表などを作成し，乾電池１個の

とモーターをつないで，電流の強さ ときと，２個にしたつなぎ方との結果を比較できるようにす

やモーターの回り方を調べる。 る。

・直列につなぐと，電流の強さが強く ◇実験データは，複数回の結果から適切なデータを採用するよ

なり，モーターも速く回った。 うに指導する。

実験２

検流計の使い方

回路に直列になるように
つなぐ

直列つなぎ 並列つなぎ

乾電池の＋極と，ほかの乾電池
の－極をつなぐつなぎ方

乾電池の＋極同士と，－極同士
をまとめてつなぐつなぎ方

注意！!

乾電池だけをつなぐと，強い
電流が流れ，熱くなるので，
絶対にやらない

プロペラのとび方のちがい

→かん電池のつなぎ方

どう線のつなぎ方

かん電池の数，どう線の長さ
高くとんだ あまりとばない

つなぎ方がちがうと何がちがうのか

→回るスピードがちがう（速い，おそい）

電流の強さがちがう（強い，弱い）

問題

第

４

学

年
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◇つまずき事例①「ショート回路にする」

◇つまずき事例②「検流計を回路に直列につなぐことができない」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.58）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「電気の働き」参照

・ショート回路になっていないかを確 ◇ショート回路については実験前に指導し，誤ってショート回

認してから，スイッチを入れるよう 路につないで発熱などの危険な状況になったときの対処につ

にした方がいいな。 いても指導しておく。

○乾電池２個を並列につなぎ，検流計

とモーターをつないで，電流の強さ

やモーターの回り方を調べる。

・並列につなぐと，電流の強さやモー

ターの回る速さは，乾電池１個のと

きと同じくらいだ。

○配線を変えた並列つなぎについて

も，電流の強さやモーターの回り方 ◇基本的な並列つなぎについて調べ終わった班には，配線の仕

を調べる。 方を変えた並列つなぎも調べるように助言する。

・配線が変わっても，並列つなぎなら

ば電流の強さやモーターの回る速さ ◇複数の配線がある並列つなぎは，電気用図記号を用いて回路

は，乾電池１個のときと同じだ。 を表すことで，配線について理解させることが考えられる。

＜児童の実験記録＞

◆技能②

モーターの回り方の変化などを調べ，その過程や結果を記

録している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験結果を基に，乾電池のつなぎ方と電流の強さとの関係について発表し，乾電池のつなぎ方による電

気の働きについて，まとめる。

乾電池を２個つなぐ回路には，直列つなぎと並列つなぎがある。直列につなぐと，回路に流

れる電流が強くなり，電気の働きが大きくなる。並列につなぐと，電流の強さや電気の働き

の大きさは，乾電池１個のときと変わらない。

見方や考え方

第４学年「電気の働き」
実験

第

４

学

年
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本時②（８／12時）

＜本時の目標＞

乾電池１個と２個の直列つなぎや並列つなぎの回路を流れる電流の強さとその働きとを

関係付けて考察し，自分の考えを表現している。 (思考・表現②)

乾電池の数やつなぎ方を変えると，モーターの回り方が変わることを理解している。
（知識・理解①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

<前時まで>

乾電池２個で直列つなぎと並列つなぎの回路をつくり，それぞれの電流の強さやプロペラの回り方

（電気の働き）について実験し，記録している。

乾電池の数やつなぎ方を変えると，電気の働きはどのように変わるのだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果から，乾電池のつなぎ方の ◇直列つなぎと並列つなぎによる電流の強さや電気の働きにつ

違いと電流の強さや電気の働きとの いての実験結果を黒板や電子黒板に表や写真で一覧できるよ

関係について発表する。 うにし，それを活用して，説明するように助言する。

・乾電池２個を直列つなぎにすると，

モーターは乾電池１個のときよりも ◇それぞれの班の結果を比べ，全体の傾向が捉えられるように

速く回り，電流の強さも強かった。 するため，全体の結果が一覧できる板書をする。

・乾電池２個を並列つなぎにすると，

乾電池１個と同じような速さで回

り，電流の強さも同じだった。

・並列つなぎのつなぎ方はいくつか

あったけど，どれも電流の強さは乾

電池１個のときと同じだった。
＜結果を一覧にまとめた板書例＞

結果 電流の強さとモーターの回る速さ

かん電池１こ 直列つなぎ へい列つなぎ
電流の モーターの 電流の モーターの 電流の モーターの
強さ 回る速さ 強さ 回る速さ 強さ 回る速さ

０．２
比べる

０．５
かん電池１こ

０．２
かん電池１こ

きじゅん より速い と同じ

結果 かん電池１こ 直列つなぎ へい列つなぎ

はん 電流の モーターの 電流の モーターの 電流の モーターの
強さ 回る速さ 強さ 回る速さ 強さ 回る速さ

１ 0.2 あまり速くない 0.5 とても速い 0.25 あまり速くない
風も少ない 風が強い 風は少し

２ 0.2 あまり速くない 0.4 かん電池１このと 0.2 かん電池１このと
きより速く回った きと変わらない

３ 0.2 まぁまぁ速い 0.5 より速く回って 0.2 かん電池１こと同
風は少し感じる 風を感じる じ

４ 0.2 回り方はあまり 0.4 速く回り音がす 0.25 回り方はおそい
速くない る，風も強い 風も少ない

問題

第

４

学

年
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＜考察をまとめた板書例＞

〇学級全体の実験結果から言えること ◇学級全体の実験結果から，乾電池１個をつないだときの電流

を考察する。 の強さや電気の働きを基準として，直列つなぎ，並列つなぎ

・直列つなぎは電流の強さが乾電池１ の電流の強さと電気の働きについて共通して言えることは何

個のときよりも強いので，モーター かを考察させる。

の回り方も速くなる。

・並列つなぎは電流の強さが乾電池１ ◇学級全体の考察の場での児童の発言を，ノートにまとめさせ

個のときと同じ強さなので，モー る。

ターの回り方も同じようになる。

＜児童の実験記録＞

○乾電池のつなぎ方の違いと電流の強 ◇乾電池１個の電流の強さや電気の働きを基準として，直列つ

さや働きとの関係について結論を書 なぎ，並列つなぎの電流の強さや電気の働きについて結論を

き，発表する。 かかせる。

・乾電池２個を直列につなぐと，回路 ◆思考・表現②

を流れる電流が強くなり，電気の働 乾電池の数やつなぎ方を変えて，回路を流れる電流の強さ

きが大きくなる。乾電池２個を並列 とその働きを関係付けて考察し，自分の考えを表現している。

につなぐと，電流の強さや電気の働 （発言分析・記述分析）

きは乾電池１個のときと変わらな

い。 ◆知識・理解①

乾電池の数やつなぎ方を変えると，モーターの回り方が変

わることを理解している。（記述分析）

乾電池を２個つなぐ回路には，直列つなぎと並列つなぎがある。直列につなぐと，回路に流

れる電流が強くなり，電気の働きが大きくなる。並列につなぐと，電流の強さや電気の働き

の大きさは，乾電池１個のときと変わらない。

考察

①直列つなぎにすると，電流はかん電池１この

ときよりも強く，モーターが回る速さも速い。

②へい列つなぎにすると，電流はかん電池１こ

のときと同じ強さで，モーターが回る速さも

同じ。

見方や考え方
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（５）乾電池のつなぎ方と検流計におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

ショート回路にする 検流計を回路に直列につなぐことができ

ない

指導の手立て① 指導の手立て②

ショート回路にする児童には，ショート 検流計を回路に直列につなぐことができ

回路は強い電流が流れて発熱し，危険であ ない児童には，回路のイメージを意識させ

ることを理解させることが大切である。 ることが大切である。

ショート回路の場合は，導線や乾電池が 例えば，輪の中につなぐというイメージ

熱くなったら，乾電池を外したり断線させ をもてるように電気用図記号などを用い

たりすることを指導する。 て，回路に流れる電流の向きを意識させる。

抵抗を入れずに乾電池と検流計をつなぐ その上で，電気の流れに沿って指などで回

場合にも同様である。例えば，検流計の針 路の上をなぞりながら，検流計が直列につ

の振れ方に着目させ，検流計の針が振り切 ながれているかどうかを確かめるなどの指

れる場合は，ショート回路になっているこ 導の工夫が考えられる。

とに気付かせることが大切である。 なお，検流計の目盛りの読み方について

は，算数科の学習との関連を図るなどの指

導の工夫が大切である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「電気の働き」で紹介している。

乾電池が熱くなってるよ。

あれ，スイッチ
を入れていないの
に検流計の針が振
り切っているよ。

熱くなったらショート回路かもし
れないね。乾電池を外したり回路を
切ったりすればいいんだね。

検流計は直列につながないと，電
流の強さを測れないんだね。

第

４

学

年
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３．「月と星」（全14時間）

（１）単元の狙い

天体について興味・関心をもって追究する活動を通して，月や星の動きと時間の経過を

関係付ける能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，月や星に対する豊かな

心情を育て，月や星の特徴や動きについての見方や考え方をもつことができるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①月や星の位置の変化， ①月や星の位置の変化と ①必要な器具を適切に操 ①月は日によって形が変

星の明るさや色に興 時間や，星の明るさや 作し，月や星を観察し わって見え，１日のう

味・関心をもち，進ん 色を関係付けて，それ ている。 ちでも時刻によって位

で月や星の特徴や動き らについて予想や仮説 ②地上の目印や方位など 置が変わることを理解

を調べようとしてい をもち，表現している。 を使って月や星の位置 している。

る。 ②月や星の位置の変化と を調べ，その過程や結 ②空には，明るさや色の

②月や夜空に輝く星から 時間を関係付けて考察 果を記録している。 違う星があることを理

自然の美しさを感じ， し，自分の考えを表現 解している。

観察しようとしてい している。 ③星の集まりは，１日の

る。 うちでも時刻によっ

て，並び方は変わらな

いが，位置が変わるこ

とを理解している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○午後に東の空から昇ってくる半月 ◇上弦（月齢７）のころの月が出てきたところで

（上弦のころの月）の写真を見て， 導入できるように，月齢や月の出の時刻を調べ

７ 今まで見た月や月の動きについて ておく。

時 話し合う。

間 ・見たことある。半月だね。

・月の高さや方位は分からないな。

月は，どのように動くのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○月をしばらく見ていると動いてい ◇月の位置を確認し，しばらくたつと月が動いた

ることから，この後の月の動きに ことを基に，その後の動きを予測しておくよう

ついて予想や仮説をもつ。 にする。

・上の方にどんどん昇っていくのか

な。

○夜間に各家庭で観察する際に，地 ◇地上目標物や方位を用いて月の位置を正しく記

上目標物や方位を用いて月の位置 録するように指導したり，観察カードを用意し

を記録する計画を立てる。 たりする。

◇夜間に家庭で観察するので，交通や防犯などの

安全に関する指導を十分行うとともに，家庭の

協力を得られるようにしておく。

思考・表現①

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

問題
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【体験活動Ⅱ】

◇大型の傘や教室掲示物を用いるなど，実際の天

半月や数日後の月の位置を時 球の空間に近い情報交換の場を工夫する。

間をおいて記録し，月の動き ◇深夜や曇天が続いたときなど，直接観察が難し

方を調べる。 い場合の情報を補完するために，コンピュー

ターシミュレーションを提示できるようにして

○地上目標物や方位を用いて月の位 おく。

置を記録する。 ◇複数日の観察結果を，一つにまとめる用紙を用

○夜間に家庭で，半月と数日後の月 意する。

の動きを観察する。 ◇高さを調べる際には，にぎりこぶし１つ分を約

・半月は太陽と同じように南の空を 10°として計測し，記録させる。

通って西の方に動いていた。 ◇方位磁針を使用して，方位を意識しながら，観

察させる。

【言語活動Ⅱ】

○観察結果について情報交換する。 ◇月の動きを発表する際には，方位や高さを明確

○数日後，再度夜間に家庭で月の形 にさせて情報交換させる。

や動きを観察する。

○複数日の月を観察した結果を整理

する。

○観察記録を基に月の動き方につい

てまとめる。

月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を通っ

て，西の方に沈むように動いて見える。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○夏に見られる幾つかの星座の写真 ◇学習の時期とは別に，夏休みなど観察しやすい

から，夏休みなどに星空を見上げ 時期に探しやすい星座などを紹介し，星を見る

７ た経験について思い出す。 機会が増えるように勧めておく。

時 ○月の観察をしている中で，同時に ◇月の観察カードで星についても気付いた記述や

間 見える星について興味・関心を 発言があれば取り上げる。

もったことや探した星座などにつ

いて話し合う。

星の集まりは，どのように動くのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○星の明るさや色の特徴や，今夜見 ◇その夜に見える１等星や主な星座などが分かる

えそうな星座などの星の集まりに ように，星座早見や写真などを用意する。

ついて予想や仮説をもつ。

・それぞれの星がばらばらに動くと

思う。

・星の集まりはいつも同じ形だから

どれも同じように動くと思う。 ◇月のときの観察方法を応用して，複数ある星の

○月の観察を基に，夜間に各家庭で 位置を記録する方法を考えるように助言する。

行う観察の計画を立てる。

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能①②

記録分析

知識・理解①

記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

本時①（9/14）

観察１

問題

見方や考え方
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【体験活動Ⅱ】

◇街の明かりや視野などに応じて，適切な星座な

星の明るさや色などの違い どの集まりを助言する。

や，星の集まりの動きの決ま

りを調べる。 ◇星座早見の使い方を指導する。

○夜間に家庭で星空を見上げ，明る ◇深夜や曇天が続いたときなど，直接観察が難し

さや色に特徴のある星を探す。 い場合の情報を補完するために，コンピュー

○白鳥座や夏の大三角などの星の集 ターシミュレーションを提示できるようにして

まりを探し，見えた位置を記録し， おく。

その後の動きを観察する。

○１時間後など時間をおいて，再び ◇星座早見と併せて方位磁針も使用しながら観察

同じ星の集まりを探して，位置を させる。

記録する。

○状況に応じて，数回夜空の星を観

察する。

【言語活動Ⅱ】

○家庭で観察してきた星の特徴や動 ◇自分が調べた星の動きだけでなく，他の児童の

きについて情報交換する。 観察記録とも比較し，星の動き方や色などにつ

・星には明るさの違うものがあっ いて考察させる。

た。

・星の集まりは，同じように動き，

並び方は変わらない。

○観察記録を基に星の動き方や色に

ついて結論を書く。

星は，明るく輝いたり，青や白，赤など色が違ったりするものがあ

り，星の集まりは，１日のうちでも時刻によって並び方は変えずに

位置が変わる。

技能②

記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解③

発言分析・記述分析

観察２

本時②（10/14）

知識・理解②

発言分析・記述分析

見方や考え方
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半月の観察結果

月は太陽と

同じように東

から西へ動く

（４）本時案

本時①（９／14時）

＜本時の目標＞

月や太陽の動きと関係付けて，星の集まりの動き方について予想や仮説をもち，自分の考

えを表現している。 (思考・表現①)

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

月の動きの観察をきっかけとして，同時に見える星について話し合い，月や太陽の動きと関係付け

て，星の集まりがどのように動くかという問題意識をもっている。

星の集まりは，どのように動くのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○既習の月の動きを基に，星の動きに ◇月の動きを基にして，星の動きについての問題を捉えるように

ついて考える。 する。

・月は時間がたつと，見える場所が変 ＜児童のノート記録＞

わる。

・月は日がたつと，見える形が変わる。

・星は月のように時間がたつと，見え

る場所が変わるのかな。

・星座の形（星の並び方）は，時間が

たつと変わるのかな。

○星の集まりがどのように動くかにつ

いて予想や仮説をもつ。

・星は月と同じ動きではなくて，星は ◇月の動きや太陽の動きを根拠として，星の集まりがどのように

星で違う動きになると思うので，南 動くかについて予想や仮説をもたせるようにするため，月の動

から西へ直線みたいに動いていくと きや太陽の動きの図などを掲示しておく。

思う。 ＜月の動きを提示した板書例＞

・星も月や太陽と同じように，南から

西へ曲線をかいて動いていくと思

う。

◇黒板に星の集まりと動きの予想を図にして表すことで，共有さ

せ，自分の予想との違いを捉えさせる。

○明るい星が並んでいる夏の大三角が ◇ネオンや街灯の光害で夜空の明るい市街地でも観察できる１等

どのように動くかについて予想を確 星や２等星などの明るい星を観察させるようにする。

問題

第

４

学

年



- 63 -

夏の大三角の動き
約束１．目印をかいておこう

２．こぶしを目安に高さを調べよう
（こぶし１つ分：約10°の高さ）

←東 南 西→

90

60

30

0

こぶし
３つ分

こぶし
６つ分

こぶし
９つ分

かめるために，観察の計画を立てる。 ◇高さを調べる際には，月と同様に，にぎりこぶしを用いて確認

・方位を調べるために方位磁針がいる させる。

ね。

・高さは90°だから，こぶし９つ分だ。 ◇「観察したい方位を調べるために何が必要か」と問いかけ，方

・方位磁針で南を調べて，こぶしを９ 位磁針が必要であることを児童に自覚させるようにする。

つ分のところに星座カードを持って

見上げたら，今日の南の星空はこん ◇方位磁針と星座カードを活用し，星空の中に見える星座の高さ

な風に見えるのか。 や時間による見え方の具体的なイメージをつかませる。

＜にぎりこぶしを用いた高さの計測＞ ＜星座カード＞

○夏の大三角の動き方を記録するワー ◇夏の大三角が見える位置と時間とを関連付けながら記録するこ

クシートの書き方を考える。 とを意識させる。

・午後７時と午後９時の夏の大三角が ◇観察は１日ではなく，何日か続けて調べるようにする。

見えた位置を記録しよう。 ◇月の観察と同じように，方位のほかに，動かない物（目印）と

・何日か観察できるように，記録用紙 ともに記録させる。

を用意しよう。

・建物や木などの動かない物を目印に
＜ワークシート例＞

して観察しよう。

◆思考・表現①

星の位置の変化や時間を関係付けて予想や仮説をもち，表

現している。（発言分析・記述分析）

次時以降の活動

星や星座の動き方を観察するため，星座早見の使い方を習得する。

星は，明るく輝いたり，青や白，赤など色が違ったりするものがあり，星の集まりは，１

日のうちでも時刻によって並び方は変えずに位置が変わる。

目の高さからこぶしを積み
重ねて，およその高さを調
べる。

見方や考え方
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本時②（10／14時）

＜本時の目標＞

星座早見を使って，星の集まりの位置などを適切に調べ，記録している。 （技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

月の動き方について調べた活動を参考にし

て，星の集まりはどのように動くかについて

予想や仮説をもち，調べる計画を立てている。

星の集まりは，どのように動くのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

星の明るさや色などの違いや，

星の集まりの動きの決まりを ◇街の明かりや視野などに応じて，適切な星座などの集まりを

調べる。 助言する。

○星座早見の使い方を学ぶ。 ◇星座早見の使い方を指導する。

・こうやって星座早見は使うのか。

・早く夜空を見てみたい。 ◇方位磁針を使って方位を確定することも併せて指導する。

○教師の指定した日時と方位に見える ◇日付と時刻を合わせた星座早見を，両手でしっかりと持たせた

星座を，星座早見を使って調べる。 後，観察する方位の文字が星座早見の下にきていることを確認

・この時刻にはこの星座が見えるよ。 して，その方位に体を向けるように指導する。体が観察する方

・昼間でも星座が出ているんだね。 位にきちんと向いてから，星座早見を上方にかざすように指導

する。

観察２

① ②
③

観察する日時の月日の目盛り
と，時刻の目盛りを合わせる

方位磁針を使って，観察する
方位を調べる

星座早見の観察する方位の文
字を下にして，上方にかざす

星座早見の使い方

問題

第４学年「月と星」
観察・実験器具の使い方

第

４

学

年
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・私の星座の双子座がいつ，どの方位 ◇誕生月の星座などの話題を取り上げ，興味をもたせながら星

に見えるか，星座早見を使って調べ 座早見の使い方を指導する。

てみよう。

◇つまずき事例①「星座早見の観察する方位の文字を下にして持たない」

◇つまずき事例②「星座早見のみで星座を探そうとする」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.66）参照

つまずき事例①については付属ＤＶＤ「月と星」参照

【家庭での観察活動】

○夜間に家庭で星空を見上げ，明るさ ◇夕方や夜間に家庭で観察をするので，防犯や交通安全に注意す

や色に特徴のある星を探す。 るように指導するとともに，家庭の協力を得るようにする。

＜児童の観察記録＞

○白鳥座や夏の大三角などの星の集ま

りを探し，見えた位置を記録し，そ

の後の動きを観察する。

○１時間後など時間をおいて，再び同

じ星の集まりを探して，位置を記録

する。

○状況に応じて，数回夜空の星を観察

する。

◆技能②

地上の目印や方位などを使って星の位置を調べ，その過程

や結果を記録している。（記録分析）

次時以降の活動

星の集まりの様子や時間ごとの動きなどに着目し，数日間にわたり観察する。調べた観察記録を基に，

星の集まりの様子や時間ごとの動きについて話し合い，その特徴をまとめる。

星は，明るく輝いたり，青や白，赤など色が違ったりするものがあり，星の集まりは，１

日のうちでも時刻によって並び方は変えずに位置が変わる。

見方や考え方

第４学年「月と星」
観察・実験器具の使い方

第４学年「月と星」
観察・実験器具の使い方

第

４

学

年
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（５）星座早見におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

星座早見の観察する方位の文字を下にして 星座早見のみで星座を探そうとする

持たない

指導の手立て① 指導の手立て②

星座早見の観察する方位の文字を下にし 星座早見のみで星座を探そうとする児童

て持たない児童には，星座早見で観察する には，観察する方位に向くためには，第３

ためには，観察したい方位を下にして星座 学年で学習した方位磁針で，方位を調べる

早見を掲げて観察するという使い方を理解 必要があることを理解させることが大切で

させることが大切である。 ある。

星座早見の使い方を習得するためには， 例えば，調べたい方位を方位磁針を使っ

①観察する日時の目盛りと時刻の目盛りを て調べ，体の正面を調べたい方位に向ける

合わせること，②観察する方位の文字が真 ように指導する。また，星座早見は観察す

下にくるように持つこと，③方位磁針で確 る方位を調べる道具ではないことを確認す

認した方位に向き，上にかざすようにする ることが大切である。

こと，の順に指導することが大切である。

注意する点として，両手でしっかりと

持って，観察する星空へと掲げるようにし

ないと，方位がずれてしまうことがあるな

どの助言をするようにする。

また，星座早見の使い方の手順図を使用

しながら指導すると効果的である。

※つまずき事例①については，付属ＤＶＤ「月と星」で紹介している。

南

南の空の星を観察してみよう。
この星座はどこにあるのかな。

観察する方位の文字が星座早見の
下にくるようにして上方にかざさな
いといけないんだね。

観察する方位を
方位磁針で調べ，
体の正面をその方
位に向けよう。

第

４

学

年
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［第５学年］

１．「物の溶け方」（全13時間）

（１）単元の狙い

物の溶け方について興味・関心をもって追究する活動を通して，物が水に溶ける規則性

について条件を制御して調べる能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，物

の溶け方の規則性についての見方や考え方をもつことができるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①物を水に溶かし，物が ①物の溶け方とその要因 ①物の溶け方の違いを調 ①物が水に溶ける量には

溶ける量や水の量と温 について予想や仮説を べる工夫をし，ろ過器 限度があることを理解

度を変えたときの現象 もち，条件に着目して 具や加熱器具などを適 している。

に興味・関心をもち， 実験を計画し，表現し 切に操作し，安全で計 ②物が水に溶ける量は水

自ら物の溶け方の規則 ている。 画的に実験をしてい の量や温度，溶ける物

性を調べようとしてい ②物が溶ける量を，水の る。 によって違うことや，

る。 温度や水の量と関係付 ②物の溶け方の規則性を この性質を利用して，

②物が水に溶けるときの けて考察し，自分の考 調べ，その過程や結果 溶けている物を取り出

規則性を適用し，身の えを表現している。 を定量的に記録してい すことができることを

回りの現象を見直そう る。 理解している。

としている。 ③物が水に溶けても，水

と物とを合わせた重さ

は変わらないことを理

解している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○水の入ったペットボトルに食塩の ◇少量の食塩を水の中に入れるように指示し，粒

粒を落とし，食塩が水に溶ける様 が水中を落下しながら溶ける様子を観察するよ

６ 子を観察する。 うに助言する。

時 ・モヤモヤしたものを出しながら溶 ◇食塩が水に溶けて見えなくなった状態を取り上

間 けている。 げ，「水溶液」の用語を指導する。

・どんどん下にたまっていく。

○食塩の結晶を虫眼鏡などで観察し

記録する。

食塩を水に溶かすと，全体の重さはどうなるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○食塩を溶かす前と溶かした後の水 ◇食塩を溶かす前と溶かした後の水溶液全体の重

溶液全体の重さの変化について予 さの変化について予想や仮説をもたせ，その理

想や仮説をもつ。 由を発表させる。

・水に溶けると見えなくなって重さ

は軽くなると思う。

・物は細かくしても重さは変わらな ◇第３学年「Ａ(1)物と重さ」の学習を想起させ

いから，見えなくなるほど細かく て予想させる。

ても重さは変わらないと思う。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

問題

第

５

学

年
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○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】 ◇実験のイメージが湧くように，図を示して実験

方法を確認する。

食塩を溶かす前と溶かした後 ◇メスシリンダーの使い方を指導する。その際，

の重さを調べる。 正確に水の量を測定したいという必然性をもた

せ，電子黒板などを使用して目盛りの読み方な

○100ｍＬの水に20ｇの食塩を溶か どについて正しい操作方法を身に付けさせる。

す前と溶かした後の重さを調べ ◇正確に測定するために，水がこぼれないように

る。 することを助言する。

・食塩を溶かしても重さは変わらな ◇問題をしっかり意識することができるように，

かった。 重さをはかる前にもう一度重さがどうなってい

るかを予想するように助言する。

◇正確なデータを取ることができるように，食塩

を溶かした後も，薬包紙や棒びんの重さについ

て考えるように助言する。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に食塩を水に溶かし ◇食塩を入れると体積も増えることに着目させ，

たときの全体の重さについて発表 溶けて見えなくなっても体積が増えたことから

する。 食塩は液の中に存在していることを考察させ

・食塩は溶けて見えなくなっても重 る。

さはなくならない。食塩を入れた

分だけ体積も増えた。

○食塩が水に溶けたときの全体の重

さについて結論を書く。

食塩を水に溶かすと，食塩は見えなくなっても，全体の重さは変

わらない。

【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○食塩を水に溶かし，食塩は水にど ◇食塩をかく拌せずにガーゼなどに包んで水に溶

のように溶けているかを話し合 かし，水の中でどのように溶けているかについ

う。 て一人一人にイメージをもたせる。

・溶けた食塩は下に沈んだままだと

思う。 ◇溶けた食塩を丸い粒や色の濃淡などで表し，水

・上の方もしょっぱくなるから，全 の中に溶けている食塩について一人一人の考え

体的に溶けていると思う。 を図や絵で表現させる。

食塩は水の中でどのように溶けているのだろうか。

○食塩が水にどのように溶けている ◇食塩が溶けている様子は目に見えないことか

かについて予想や仮説をもつ。 ら，食塩水を食紅などで着色し，しばらく置い

・下の方が濃くて，上の方が薄いと て色の広がりから全体に広がって溶けているこ

思う。 とを観察させる。

・下が濃いのは同じ考えだけど，上

には食塩は溶けていないと思う。

○着色した濃い食塩水を水の入った

ビーカーに静かに入れて二層に

実験１

知識・理解③

記述分析

本時①（2/13）

技能②

行動観察・記録分析

見方や考え方

問題

第

５

学

年
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し，しばらく置いておく。

・２週間くらいしたら全体に色が広

がった。どの部分にも食塩が溶け

ているということだね。

・色だけが広がったかもしれない。

○全体に色が広がった液を上，中， ◇単に色が移動しただけと考える児童もいるた

下の違う高さから混ぜないように め，違う高さからそれぞれ液を取り出して蒸発

同じ量ずつ取り，蒸発させるとど させると，どこも同じ量の食塩が出てくること

れも食塩が出てくるかを調べる。 から，食塩は水の中全体に一様に溶けているこ

・どれも同じ量の食塩が出てきた。 とを確認させる。

このことから，食塩は液全体に同 ◇実験結果を基に予想で考えた図や絵を見直し，

じように溶けていると言えるね。 再度図や絵で表し，考察させる。

食塩は，水の中で液全体に同じように広がって溶けている。

【体験活動Ⅰ】

［事象への働きかけ］

○水の入ったビーカーにさじ１杯の ◇事象提示から，食塩をさじですり切り１杯ずつ

食塩が溶ける様子を観察し，食塩 溶かすことやガラス棒でかく拌する実験方法を

は何杯でも溶けるかを話し合う。 見せておく。

・溶けて見えなくなっても食塩はあ

るから溶ける限度はあると思う。

食塩は，水に限りなく溶けるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○食塩が水に限りなく溶けるかどう ◇食塩を水に溶かした様子について，溶けた食塩

かについて予想や仮説をもつ。 を粒で表したり，色の濃淡で表したりするなど

・食塩が水に溶ける量は限度がある 図や絵で表現させるようにする。

と思う。

・溶けて見えなくなるから限りなく

溶けると思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇他のグループの実験結果と比較するために，実

食塩は水にどれくらい溶ける 験で扱う水の量，一度に入れる食塩の量，溶か

かを調べる。 し方などをそろえるように事前に指導してお

く。

○50ｍＬの水にさじですり切り何杯 ◇メスシリンダーの使い方を確認する。

溶けるかを調べる。

・７杯溶かしたら溶け残りが出た。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に食塩を水に溶かし ◇実験結果を表やグラフにまとめるように助言す

たときの限度について発表する。 る。

・食塩をさじ７杯溶かしたら溶け残

りが出た。このことから食塩が水 ◇実験で使った水溶液は，後の実験でも使用する

に溶ける量には限度がある。 ので，残しておくように指示する。

○食塩が水に溶ける限度について結

論を書く。

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験２

知識・理解①

記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

見方や考え方

問題

第

５

学

年
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決まった量の水に溶ける食塩の量には，限度がある。

【体験活動Ⅰ】

［事象への働きかけ］

○前時で使用した食塩が溶け残った ◇これまで物を溶かした生活経験から水の温度を

ビーカーを観察し，溶け残りを溶 上げることや水の量を増やすことに気付かせ

かす方法について話し合う。 る。

・温度を上げるとよく溶けると思う。

水の量を増やしたり，水の温度を上げたりすると，水に溶ける食

塩の量は増えるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○水の量を増やしたり，水の温度を ◇生活経験などから，溶け残った食塩を溶かす方

上げたりしたら，溶け残りの食塩 法について考えさせる。

が溶けるかについて予想や仮説を

もつ。

・水の量を増やせばその分，溶ける

量は多くなると思う。

・水の温度を上げるとよく溶けると

思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇他のグループの実験結果と比較するために，実

水の量や温度を変えて，水に 験で扱う水の量，一度に入れる食塩の量，溶か

溶ける食塩の量を調べる。 し方などをそろえるように事前に指導してお

く。

○溶け残りのある食塩水の水の量を ◇高温の湯を扱うので，やけどをしないように，

増やしたり，温めたりして溶け残 湯の扱い方を指導する。

りが溶けるかを調べる。

・水を増やすと完全に溶けたよ。温 ◇溶け残りのある食塩水の水の量を増やしたり，

度を上げてもあまりよく溶けな 湯せんで温めたりして確かめた後，定量的に実

かった。正確に水の量や温度を決 験を行うようにする。

めて実験してみよう。

○50ｍＬと100ｍＬの水にそれぞれど ◇実験結果を表やグラフにまとめるように助言す

れだけ食塩が溶けるかを調べる。 る。

・水の量を２倍にすると溶ける食塩

の量も２倍になった。

○20℃，30℃，60℃でそれぞれどれく ◇食塩の実験を基に，第２次のミョウバンの溶け

らいの食塩が溶けるかを調べる。 方について調べるようにする。

・食塩は水の温度を上げても溶ける

量はほとんど変化しなかった。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に，水の量や温度を ◇データを客観的に捉え，どのように解釈できる

変えたときの溶ける食塩の量につ かを考えさせる。

いて発表する。

・一定量の水に溶ける食塩の量は決 ◇50ｍＬ，100ｍＬの水にそれぞれ溶ける量から，

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験３

本時②（6/13）

見方や考え方

問題

第

５

学

年
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まっている。食塩は水の温度を上げ 一定量の水に溶ける食塩の量へと一般化できる

ても溶ける量はあまり変わらない。 ように考察させる。

○水の量や温度による水に溶ける食 ◇実験結果をグラフに表すことで，差異点ではな

塩の量について結論を書く。 く全体的な共通性や傾向に着目させる。

水の量を増やすと溶ける食塩の量は増える。水の温度を上げても，

決まった量の水に溶ける食塩の量は，あまり変わらない。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○ミョウバンの結晶を虫眼鏡などで ◇食塩の粒の形と比較させて，ミョウバンの粒の

詳しく観察し，ミョウバンの溶け 特徴を記録させる。

４ 方について話し合う。

時 ・食塩と同じように溶けると思う。

間

ミョウバンを水に溶かすと，食塩と同じような溶け方をするのだ

ろうか。

【言語活動Ⅰ】

○食塩で行った三つの実験を振り ◇食塩の溶け方を振り返って，ミョウバンの溶け

返って，ミョウバンの溶け方につ 方について予想や仮説をもたせる。

いて予想や仮説をもつ。

・砂糖は温度を上げるとよく溶ける

から，物によって水の溶け方は違

うかもしれない。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇食塩で行った実験１～３と同様の実験を，ミョ

ミョウバンの溶け方を調べる。 ウバンでも行うように指示する。

○食塩で行った実験１～３について ◇食塩のときと同じ条件で実験するように指導す

同じ条件でミョウバンについて調 る。

べる。

・ミョウバンは食塩と違って温度を ◇実験で使った水溶液は後の実験でも使用するの

上げるとよく溶けた。 で，残しておくように指示する。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基にミョウバンの溶け ◇実験結果を基に，食塩と比較させながら考察さ

方について発表する。 せる。

・一定量の水に溶けるミョウバンの

量は決まっている。ミョウバンは

食塩とは違って水の温度を上げる

と溶ける量は増える。

○水の量や温度による溶けるミョウ

バンの量について結論を書く。

ミョウバンは，食塩と同じように，水に溶けて見えなくなっても全体

の重さは変わらない。水の量を増やすと溶けるミョウバンの量も増

える。また，水の温度を上げると，溶けるミョウバンの量は増える。

思考・表現②

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

知識・理解②

記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

実験４

見方や考え方

見方や考え方

問題

第
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第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○前時で溶かしたミョウバン水を観 ◇前時で溶かしたミョウバン水を提示し，ビー

察し，溶けているミョウバンを取 カーの周りやミョウバン水の上面にミョウバン

３ り出すことができるかどうかを話 が析出している部分に着目させて，溶けている

時 し合う。 ミョウバンを取り出すことができるかどうかを

間 ・食塩水を蒸発させると食塩が出て 考えさせる。

きたから，ミョウバンも蒸発させ

ると出てくると思う。

・ミョウバン水は蒸発させなくても

ミョウバンが出てきているよ。

水に溶けた食塩やミョウバンを取り出す方法にはどんな方法があ

るのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○ミョウバン水から透明な液だけを ◇自然に置いたミョウバン水からミョウバンが析

取り出し，この液にミョウバンが 出したことから，透明な液を取り出しさらに低

溶けているかについて予想や仮説 い温度にすれば析出するかもしれないという見

をもつ。 通しをもたせる。

・もっと温度が下がればミョウバン

は出てくると思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇ろ過の方法について，教科書などを利用して指

水溶液から，溶けている食塩 導する。

やミョウバンを取り出す方法 ◇溶け残りのあるミョウバン水をろ過して，透明

について調べる。 な液にするように指示する。

◇ミョウバン水を調べた後，食塩水も同様な方法

○ミョウバン水をろ過し，透明な部分 で調べるように助言する。

を取り出して，その液を冷やすと ◇蒸発皿を使って水を蒸発させる方法についても

ミョウバンは出てくるかを調べる。 実験を行わせ，指導する。

・透明な液を冷やすとミョウバンが ◇安全眼鏡を着用して実験するように指導する。

出てきた。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に透明な液を冷やす ◇透明な液から結晶が出てくる様子を，図や絵を

とミョウバンが出てきたことにつ 使って表現するように助言する。

いて発表する。

・物は温度によって溶ける量が決 ◇実験で使用したミョウバン水とモールなどを利

まっている。ミョウバンは冷やす 用して，ミョウバンのブローチづくりを行わせ，

と多く出てきた。食塩は温度を下 温度によるミョウバンの析出する量について考

げてもほとんど出てこなかった。 察させる。

○温度を下げると溶けた物が析出す

ることについて結論を書く。

水溶液を冷やしたり，水溶液から水を蒸発させたりすると，水溶液

に溶けている食塩やミョウバンを取り出すことができる。透明な水

溶液にも食塩やミョウバンは溶けている。

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解②

記述分析

実験５

見方や考え方

問題

第

５

学
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（４）本時案

本時①（２／13時）

＜本時の目標＞

100ｍＬの水に食塩20ｇを溶かし，食塩を水に溶かす前と溶かした後の重さを比べる過

程と結果を定量的に記録している。 （技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

食塩を水に溶かすと，全

体の重さは軽くなる，変わ

らないなどの予想や仮説を

もっている。その予想を確

かめるために，どんな実験

をしたらよいかを考え，実

験の計画を立てている。

食塩を水に溶かすと，全体の重さはどうなるのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

○水に食塩を溶かす前と溶かした後の ◇実験のイメージが湧くように,図を示して実験方法を確認する。

全体の重さをはかる方法を確認す

る。

・溶かした後は，薬包紙ものせてはか

らないといけないんだね。

食塩を溶かす前と溶かした後

の重さを調べる。

○電子てんびんとメスシリンダーの使 ◇電子黒板などを使って，電子てんびんとメスシリンダーの使

い方を確認する。 い方を指導する。

問題

実験１

①水平なところに置
く

②スイッチを入れ，
表示が０ｇである
ことを確認する

③はかる物を静かに
のせる

電子てんびんの使い方 メスシリンダーの使い方

①ビーカーで100ｍＬよ
り少なめに水を入れる

②真横から液面を見なが
ら，スポイトで水を
100ｍＬまで少しずつ
足す

とかす前 とかした後

問題 食塩を水にとかすと，全体の重さはどうなるのだろうか

予想

変わらない

・とけても，塩の
重さは変わらな
いから

・なくなることは
ないから

軽くなる

・見えなくなる
→なくなる

・塩がけずれる

重くなる

・水と混ざり合って，
重くなる

第

５

学

年
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○100ｍＬの水に食塩20ｇを溶かす前 ◇正確な実験をするために，水や食塩だけでなく，棒びんや薬

の全体の重さをはかる。 包紙にも重さがあることを知らせる。

・まずは水，棒びん，薬包紙，食塩の

全体の重さを調べてみよう。

・正確にはかるために，こぼさないよ

うに気を付けよう。

・溶かしても見えなくなるだけでなく

ならないから，溶かす前と溶かした

後の重さは変わらないはずだよ。

・溶かすと消えるから，少し軽くなっ

ているはずだ。

・全部合わせると，重さは188.2ｇに

なったよ。

◇つまずき事例①「食塩の重さに見当がつけられない」

◇つまずき事例②「薬包紙の重さを意識できない」

◇つまずき事例③「上皿てんびんがつり合っていないまま，計測を始める」

◇つまずき事例④「上皿てんびんの針が止まるまで待っていたり，指で針を止めたりする」

※つまずき事例①～④の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（pp.77-78）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「物の溶け方」参照

○100ｍＬの水に食塩20ｇを溶かし， ◇正確にはかることができるように，水がこぼれないようにす

全体の重さをはかり，定量的に記録 ることを助言する。

する。 ◇問題をしっかり意識することができるように，重さをはかる

・棒びんの中に食塩を入れて振ったら 前に重さがどのようになっているかを予想させるようにする。

食塩が見えなくなった。 ◇正確なデータを取ることができるように，食塩を溶かした後

・見えなくなったから重さもなくなっ も，薬包紙や棒びんの重さについて考えるように助言する。

たかもしれない。

・見えないけど重さがあるはずだ。
＜児童のワークシート＞

・溶かす前の重さは188.2ｇで溶かし

た後の重さも188.2ｇだった。

○結果から分かったことを記録する。

・溶かす前は187.1ｇで，溶かした後

も187.1ｇでした。

・食塩を溶かすと，全体の重さは変わ

らないということが分かりました。

・食塩を溶かすと，全体の重さは変わ

らないということは，見えなくなっ

ただけで，消えてはいないというこ ◆技能②

とも分かりました。 物の溶け方の規則性を調べ，その過程や結果を定量的に記

録している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験結果を基に食塩を水に溶かしたときの全体の重さについて，体積変化についても着目しながら考察

し，物が水に溶けたときの全体の重さの変化についてまとめる。

食塩を水に溶かすと，食塩は見えなくなっても，全体の重さは変わらない。

見方や考え方

食塩を溶かした後の全体の重さをはかる 第５学年「物の溶け方」
実験

第

５

学
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本時②（６／13時）

＜本時の目標＞

水の温度や水の量を変化させたときの実験結果から，食塩が溶ける量を水の温度や水の

量と関係付けて考察し，自分の考えを表現している。 （思考・表現②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

溶け残った食塩を溶かしきる方法として，「水の量を増やす」，「水の温度を上げる」を挙げ，実験を

通して結果を出している。

水の量を増やしたり，水の温度を上げたりすると，水に溶ける食塩の量は増えるのだろ

うか。

【言語活動Ⅱ】

＜水の量について＞

○実験結果を基に水の量を変えたとき ◇考えを整理させるために，前時の実験結果から言えることを

の溶ける食塩の量について，自分の 文にまとめさせる。

予想と照らし合わせた考えをノート ◇データを客観的に捉え，どのように解釈できるかを考えさせ

に書き，発表し合う。 る。

・水の量を50ｍＬから100ｍＬの２倍

にすると，溶ける食塩の量も18ｇか

ら35ｇと予想どおり約２倍になって

いたよ。

・水の量によって溶ける食塩の量は決

まってるんだね。

・きっと水の量を３倍にすると溶ける

食塩の量も３倍になるよ。

◇50ｍＬ，100ｍＬの水にそれぞれ溶ける量から，一定量の水に

溶ける食塩の量へと一般化できるように考察させる。

＜水の温度について＞

○実験結果を基に水の温度を変えたと ◇考えを整理させるために，前時の実験結果から言えることを

きの溶ける食塩の量について，自分 文にまとめさせる。

の予想と照らし合わせた考えをノー ◇データを客観的に捉え，どのように解釈できるかを考えさせ

トに書き，発表し合う。 る。

問題

＜水の量に関する実験結果について予想と照らして考察した記述＞

＜水の量に関する各班の実験結果を整理した板書＞
第

５

学
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・19℃から30℃になったときは，１ｇ ◇根拠をもって考察できるようにするため，実験結果のどの部

増えたけど，60℃にしてもあまり変 分から考えを生み出したかを明らかにしながら考察させる。

わらなかったよ。

・食塩は水の温度を30℃から60℃に上

げても，予想と違って溶ける量はあ

まり変わらなかったよ。

・１ｇしか変わってないということ

は，温度を上げても溶ける食塩の量

は少ししか変わらないと言えそうだ

よ。

○板書に整理された各グループの実験

結果を全体的に見て，水の温度を上

げたときの溶ける食塩の量の傾向に

ついて話し合う。

・水の温度を上げても溶ける量は増え

ないね。

・少しは増えている班があるけど，

減っている班もあるからほとんど変 ◇実験結果をグラフに表すことで，差異点ではなく全体的な共

わらないって言えると思うよ。 通性や傾向に着目させる。

・グラフで表してみても，ほとんど変

わらないって言えるよ。

・自分たちの班だけではなくどの班も

同じように溶ける量が変わっていな

いから，水の温度を上げても溶ける

量はあまり変わらないって言えそう

だよ。

○水の量や温度による食塩が水に溶け ◇自分が立てた予想や仮説と実験結果を照らし合わせたり，グ

る量について結論を書く。 ラフで示される傾向を捉えさせたりして，実験結果から何が

・水の量によって溶ける食塩の量は決 言えるかを考察させる。

まっているね。

◆思考・表現②

食塩が溶ける量を，水の温度や水の量と関係付けて考察し，

自分の考えを表現している。（発言分析・記述分析）

水の量を増やすと溶ける食塩の量は増える。水の温度を上げても，決まった量の水に溶

ける食塩の量は，あまり変わらない。

＜水の温度に関する実験結果について予想と照らして考察した記述＞

＜水の温度に関する各班の実験結果を整理した板書＞

＜水の温度に関する実験結果を整理したグラフ＞

見方や考え方
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（５）電子てんびん，上皿てんびんにおけるつまずきに対する指導の手立て

＜電子てんびん＞

つまずき事例① つまずき事例②

食塩の重さに見当がつけられない 薬包紙の重さを意識できない

指導の手立て① 指導の手立て②

食塩の重さに見当がつけられない児童に 薬包紙の重さを意識できない児童には，

は，１ｇの量を基準としてはかり取り，１ｇ 薬包紙にも重さがあることを実感させるこ

のおよその量を意識させることが大切であ とが大切である。

る。 例えば，上皿てんびんの片方の皿に薬包

例えば，５ｇの食塩をはかり取る際，電 紙をのせ，傾く様子を観察したり，薬包紙

子てんびんにのせた食塩の量と表示を見 の束を持ち，その重さを体感したりするこ

て，残りがどれくらいになるかを考え，の とで薬包紙にも重さがあることを理解させ

せる食塩の量を調節することができるよう ることが大切である。また，薬包紙の重さ

にする。その際，食塩１ｇを示すことで， を数値に表し，補正しない場合と補正した

その量から重さを意識させ，見当をつけて 場合のはかり取れる薬品の量を，上記の板

食塩をはかり取れるようにすることが大切 書例のように計算式に示すことで，重さの

である。また，食塩を調節する回数を制限 違いを明確にさせ，補正する意味を理解さ

する指導の工夫により，正確で丁寧な操作 せるような指導が大切である。

をする必然性をもたせることが大切であ

る。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「物の溶け方」で紹介している。

あと0.2ｇなのにずいぶん多くのせ
てしまったよ。

薬包紙には重さは
ないと思う。

１ｇは思っていたよ
りも少ないんだね。こ
れが１ｇだから，５ｇ
にするにはほんの少し
のせればいいね。

今，3.5ｇだから，あ
と1.5ｇのせればよい。
どれくらいの量になるか
を考えて調節しよう。

傾いているよ。薬包紙にも重さが
あるんだね。

表示を０にしない

薬包紙０．３ｇ＋食塩４．７ｇ＝表示５．０ｇ

→食塩４．７ｇしかはかり取っていない

表示を０にする

薬包紙０ｇと考える＋食塩５．０ｇ＝表示５．０ｇ

→食塩５．０ｇがはかり取れる

＜板書例＞

５ｇをはかり取ろう

第
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＜上皿てんびん＞

つまずき事例③ つまずき事例④

上皿てんびんがつり合っていないまま， 上皿てんびんの針が止まるまで待ってい

計測を始める たり，指で針を止めたりする

指導の手立て③ 指導の手立て④

上皿てんびんがつり合っていないまま， 上皿てんびんの針が止まるまで待ってい

計測を始める児童には，物をはかる前にて たり，指で針を止めたりする児童には，左

んびんを水平にする操作の意味を理解させ 右の針の振れ幅を意識させることが大切で

ることが大切である。 ある。

例えば，調節ねじでてんびんを左右に傾 例えば，左右の皿に同じ重さの分銅をの

けたり，水平にしたりする活動を行い，調 せたときの針の動きを拡大して投影し，全

節ねじの扱い方と水平にする仕組みを理解 体で針の動きと読み取り方を確認する。針

させる。また，生活科でのどんぐりを使っ が左右に同じだけ振れている様子を確認し

たやじろべえづくりや第３学年「Ａ(1)物 た上で，針が振れていてもつり合っている

と重さ」で使った大型てんびんなど，これ ことを確かめることができることを理解さ

までの経験を想起させ，上皿てんびんと関 せる。また，精密機器であるため，指で針

連付けるようにし，操作方法や仕組みなど を止めたり，分銅を手で持ったりすること

を指導することが大切である。 で，正確な測定ができなくなることも指導

することが大切である。

少し傾いているけど大丈夫だよね。
針を止めてみないと，つり合ったか分

からないよね。

振れ幅を見れば，針を止めなく
てもつり合っているかが分かる仕
組みなんだね。

ねじを調節することは，やじろべえの
どんぐりの位置を調節することと同じな
んだね。はかり始める前に左右のバラン
スをとって水平につり合わせることが必
要だね。

第
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２．「電流の働き」（全14時間）

（１）単元の狙い

電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの変化について興味・関心をもって追究する

活動を通して，電流の働きについて条件を制御して調べる能力を育てるとともに，それら

についての理解を図り，電流の働きについての見方や考え方をもつことができるようにす

る。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①電磁石の導線に電流を ①電磁石に電流を流した ①電磁石の強さの変化を ①電流の流れているコイ

流したときに起こる現 ときの電流の働きの変 調べる工夫をし，導線 ルは，鉄心を磁化する

象に興味・関心をも 化とその要因について などを適切に使って， 働きがあり，電流の向

ち，自ら電流の働きを 予想や仮説をもち，条 安全で計画的に実験や きが変わると，電磁石

調べようとしている。 件に着目して実験を計 ものづくりをしてい の極が変わることを理

②電磁石の性質や働きを 画し，表現している。 る。 解している。

使ってものづくりをし ②電磁石の強さと電流の ②電磁石の強さの変化を ②電磁石の強さは，電流

たり，その性質や働き 強さや導線の巻数，電 調べ，その過程や結果 の強さや導線の巻数に

を利用した物の工夫を 磁石の極の変化と電流 を定量的に記録してい よって変わることを理

見直したりしようとし の向きを関係付けて考 る。 解している。

ている。 察し，自分の考えを表

現している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○電磁石を使ったクレーンゲームを ◇クレーンゲームの時間を十分に確保し，様々な

する。 気付きをもたせることで追究する問題を見いだ

６ ○電磁石が鉄を引き付ける様子を観 させる。

時 察し，疑問や調べてみたいことを ◇つり上げるおもりの重さをいろいろ変えてお

間 発表する。 き，もっと強い電磁石をつくりたいという意欲

・電流が流れているときだけ磁石の をもたせる。

働きがある。 ◇導線を巻いたものを「コイル」，コイルに鉄心

・つり上げられない重さの物があ を入れたものを「電磁石」と呼ぶことを説明す

る。 る。

電磁石には，どんな性質や働きがあるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○永久磁石のような性質が電磁石に ◇第３学年「Ａ(4)磁石の性質」や第４学年「Ａ(3)

もあるかどうかについて予想や仮 電気の働き」の学習を想起させる。

説をもつ。

・電磁石は電流を流したときだけ磁 ◇永久磁石と比較しながら電磁石の性質や働きを

石の働きをもつと思う。 考えさせる。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

電磁石を鉄に近付けたり，方

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

問題

実験１

第
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本時②（9/14）

位磁針を使ってＮ極やＳ極が

あるかを調べたりする。

○電流を流した電磁石に鉄を近付け ◇電流を流したままにするとコイルが熱くなった

たり，方位磁針を使って極がある り，乾電池の消耗が早まったりするので，こま

かどうかを調べたりする。 めにスイッチを切るように指導する。

・永久磁石を近付けたら，くっつい

たり，離れたりしたよ。電磁石に

も極はあるんだね。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に，電磁石の性質や ◇永久磁石の性質と比較しながら，電磁石の性質

働きについて発表する。 をまとめさせる。

・電流を流したときだけ電磁石は磁

石の働きをもつ。

○実験結果を基に電磁石の性質と働

きについて結論を書く。

電磁石は，電流を流したときだけ鉄心が磁石になる。また，電磁

石には永久磁石と同じようにＮ極とＳ極があり，電流の向きが変

わると，極が変わる。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○クレーンゲームを再度操作し，重 ◇電磁石を強くする方法とその理由を自分なりの

いおもりをつり上げるために，電 言葉で表現させる。

５ 磁石を強くする方法について話し

時 合う。

間 ・乾電池を増やして電流を強くすれ

ばいいと思う。

電磁石を強くするには，どうしたらよいのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○電磁石を強くする方法について予 ◇コイルの巻数については，予想することが難し

想や仮説をもつ。 いので，乾電池１個でも重い物をつり上げるこ

・電流を強くすればいいと思う。 とができる強力電磁石などのコイルの様子を提

・強力な電磁石はたくさん導線を巻 示し，巻数について考えさせるようにする。

いていたから巻数を増やせば強く ◇実験で制御する条件を表に整理し，変える条件

なると思う。 と変えない条件とを明確にして実験を構想させ

○実験の計画を立てる。 る。

【体験活動Ⅱ】

電流の強さや導線の巻数を変 ◇実験方法がイメージしやすいように，比較して

えて電磁石の強さについて調 条件の違いが分かるような図で示して，実験方

べる。 法を確認できるようにする。

○乾電池１個と２個，100回巻きコ ◇正確な実験データが得られるように，実験を複

問題

技能②

行動観察・記録分析

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

知識・理解①

記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

本時①（8/14）

実験２

見方や考え方

第
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イルと200回巻きコイルをそれぞ 数回行うことを知らせる。

れ比較しながら複数回調べる。

・電流を強くしたり，コイルの巻数 ◇正しい結果を出すことができるように新しい電

を多くしたりするとクリップがた 池を準備しておく。

くさん付いた。

◇乾電池が１個と２個で，電流の強さが変わるこ

とを確認するために，検流計や電流計をつなげ

る活動を取り入れる。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に，電流の強さやコ ◇電磁石の強さは，複数回調べた合計を比較して

イルの巻数と電磁石の強さとの関 もよい。

係について発表する。

・電流を強くすることやコイルの巻

数を増やすことは，電磁石の働き

を強くする。

○実験結果を基に電磁石の働きを強

くすることについて結論を書く。

電流を強くしたり，導線の巻数を増やしたりすると，電磁石は強く

なる。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○クリップモーターなどの電磁石の ◇電磁石の性質を利用したおもちゃを提示するこ

性質を利用したおもちゃを観察す とにより，製作意欲を高めるようにする。

３ る。

時 ・面白いな。つくってみたいな。

間

電流の働きを利用して，どんなおもちゃができるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○資料などで身の回りにある電磁石 ◇身の回りの電気器具を実際に見せたり，資料な

の働きを利用した道具や機械につ どで調べさせたりする。

いて話し合う。

○電磁石の性質を利用した道具やお ◇モーターは電磁石と永久磁石の性質を利用した

もちゃを考え，設計図をかく。 ものであることを説明し，電流の向きや強さが

【体験活動Ⅱ】 変わるとモーターの回る向きや速さが変わるこ

○道具やおもちゃをつくる。 とを電磁石の働きと関係付けて考えさせる。

【言語活動Ⅱ】

○つくったおもちゃで遊んだり，電 ◇製作したおもちゃなどで遊ぶだけでなく，電磁

磁石のどのような性質を利用して 石のどのような性質を利用しているかを説明さ

いるかを友達に説明したりする。 せることで，理解を深めるようにする。

・つくったブザーはスイッチを入れ

ると電流が流れ，電磁石に鉄板が

引き付けられて音が鳴ります。

電流を流したときだけ鉄心が磁石になり，鉄を引き付ける性質を利

用したおもちゃをつくることができる。

問題

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解②

記述分析

技能①

行動観察・記録分析

見方や考え方

見方や考え方

第
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【体験・言語活動Ⅲ】

［事象への働きかけ］

○製作したコイルを利用したモー ◇製作したおもちゃの動きをもっと速くする方法

ターが回転する様子を観察し， について話し合わせ，電磁石の働きを強くする

もっと速く回転させる方法につい 方法を想起させる。

て話し合う。

・電磁石を強くする方法が使えない

かな。

コイルを利用したモーターをもっと速く回転させるには，どうし

たらよいのだろうか。

○電磁石を強くする方法と関連させ

予想や仮説をもつ。

・電磁石を強くしたときのように電

流を強くしたりコイルの巻数を増

やしたりすればいいと思う。

○コイルを利用したモーターを強く ◇これまでの学習を基に，条件を制御して調べる

する実験の計画を立て，製作する。 ことに気付かせ，実験の計画を立て，実験を行

・やっぱり，乾電池を増やしたり， うようにさせる。

コイルの巻数を増やしたりすると

コイルを利用したモーターの回転

が速くなった。

○製作活動を基に電磁石の働きを強 ◇これまでに学習した電磁石の性質が適用される

くすることについて結論を書く。 ことについて考察させる。

電磁石を利用したおもちゃでも，電流を強くしたり，導線の巻数を

増やしたりすると，電磁石の働きは強くなる。

問題

思考・表現②

発言分析・記述分析

見方や考え方

第
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＜電流の強さに着目した児童のノート記録＞

（４）本時案

本時①（８／14時）

＜本時の目標＞

電磁石の働きを強くするための予想や仮説をもち，電流の強さやコイル（導線）の巻数

などの条件に着目して実験を計画し，表現している。 （思考・表現①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

体験活動Ⅰでのクレーンゲームをきっかけとして，重いおもりをつり上げるための電磁石を強くす

る方法について問題意識をもっている。

○前時のクレーンゲームで気付いたこ ◇前時までの活動から生まれた気付きや疑問を確認し，設定し

とや疑問から導かれた問題を確認す た問題に対する意識を高めさせる。

る。

電磁石を強くするには，どうしたらよいのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○電磁石を強くする方法について予想 ◇これまでの学習を基に根拠をもって予想や仮説をもたせる。

や仮説をもつ。

・電流が強いとモーターが速く回った ◇電磁石を強くする方法として，コイルの巻数を予想すること

から電流を強くすればいいと思う。 が難しいので，乾電池１個でも重い物をつり上げることがで

・強力な電磁石はたくさん導線を巻い きる強力電磁石などのコイルの様子を提示し，巻数について

ていたから巻数を増やせば強くなる 考えさせるようにする。

と思う。

◇予想や仮説がもてない児童には，前学年で学習した乾電池２

個を直列につないだときの豆電球の明るさやモーターの回る

速さの変化を想起させ，電磁石を強くする場合に当てはめて

考えさせるようにする。

○自分の予想や仮説を検証するための ◇実験前に，仮説が正しければどんな結果が得られるかを想定

実験方法を，変える条件と変えない させる。

条件に着目し，結果を想定しながら

構想する。

・電磁石の強さは，電磁石に引き付け

られる鉄の重さで比べるといいね。

・引き付けられたクリップの数で比べ

ると分かりやすいよ。

・何によって電磁石が強くなったかを

調べるためには，変える条件は一つ

だけにするといいね。

・同じ実験を１回よりも３回行った方

が正しい結果が得られるね。

＜電流の強さについて調べる方法＞

・変えるのは電流の強さだから，乾

電池１個と直列つなぎにした２個

問題

第

５

学

年
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で比べるといいね。 ◇自分の予想や仮説が正しければ，実験結果がどのようになる

・コイルの巻数は同じにしよう。 か見通しをもつために，実験前にあらかじめ結果を書き込む

・予想が正しかったら，乾電池２個 表を作成しておく。

の方が多く引き付けられるはずだ

よ。

＜コイルの巻数について調べる方法＞

・変えるのはコイルの巻数だから，

100回巻きと200回巻きで比べると

いいね。

・乾電池の数は同じにしようね。

・100回巻きのコイルと200回巻きの ◇実験で制御する条件を表に整理し，変える条件と変えない条

コイルとでは，巻き付ける導線の 件とを明確にして実験を構想させる。

長さが変わってしまうけどいいの

かな。

・導線の長さは同じにしなくてはい

けないから，残った導線は切らな

いで束ねておくといいね。

・予想が正しかったら，200回巻きの

方が多く引き付けられるはずだよ。

・クリップの付け方もそろえないと， ◇クリップの付け方について，一つずつ下につなげていくか，

結果が大きく変わっちゃうね。 同時に複数付けるかによって結果が大きく異なる。実際にそれ

らの様子を提示して，どちらにそろえて実験を行うかについて

の必要性に気付かせる。

◆思考・表現①

電磁石の働きを強くする方法について予想や仮説をもち，

条件に着目して実験方法を計画し，表現している。

（発言分析・記述分析）

次時以降の活動

乾電池の数や導線の巻数を変えて，それぞれ比較しながら複数回調べる。調べた実験結果を基に，電流

の強さやコイルの巻数と電磁石の強さとの関係について発表し，電流を強くすることやコイルの巻数を増

やすことで，電磁石の働きが強くなることをまとめる。

電流を強くしたり，導線の巻数を増やしたりすると，電磁石は強くなる。

＜実験前に用意した結果を書き込む表＞

調べる要因 変える条件 変えない条件

電流の強さ 電流の強さ
コイルの巻数(導線の巻数)

導線の長さ

コイルの巻数
コイルの巻数（導線の巻数）

電流の強さ

（導線の巻数） 導線の長さ

＜調べる要因を抽出し「変える条件」と「変えない条件」を整理した表＞

かん電池の数 １回目 ２回目 ３回目 平均

１個

２個

(直列つなぎ)

見方や考え方

第

５

学
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まき数を 増やす

電流が多く流れる

電流がたまるところが多い

まき数を減らす

多いと混雑する

問題 電じ石を強くするにはどうしたらよいだろうか

予想

理由

理由

電流を 強くする

かん電池を直列にする

数を増やすとモーターが

速く回った

→じ石が強くなる

本時②（９／14時）

＜本時の目標＞

電磁石を強くするために電流の強さとコイル（導線）の巻数に着目して，電磁石の強さ

の変化を調べ，その過程や結果を定量的に記録している。 （技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

電流の強さを変えたり，コイルの巻数を変えたりすれば電磁石が強くなるという予想や仮説をもち，

実験の計画を立てている。

電磁石を強くするには，どうしたらよいのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

○電流の強さを変える実験とコイルの ◇実験方法がイメージしやすいように，比較して条件の違いが

巻数を変える実験方法を確認する。 分かるような図で示して，実験方法を確認できるようにする。

・100回巻きの方は残った導線は束ね

ておくんだね。

電流の強さや導線の巻数を変

えて電磁石の強さについて調

べる。

◇電磁石をつくる際には，導線がかたよりなく同じ向きに巻く

○電磁石のつくり方を確認する。 ように指導する。

○電流の強さを変えて，電磁石の強さ ◇電磁石の強さを調べるために，

を調べ，結果を記録する。 クリップが付く個数で調べること

・乾電池１個のときと，２個を直列つ を説明する。

なぎにするときで比べよう。

・乾電池２個にすると電流の強さが大

きくなるかは検流計で確かめよう。

・乾電池２個の方が電流が強くなっ

問題

実験２

電磁石のつくり方

① ② ③

導線（エナメル線）の先を残
して，同じ向きに巻く

導線の両端を紙やすりなどで
はがす

鉄心を入れる
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て，乾電池１個のときよりもクリッ ◇電流の強さの実験について正確なデータを出すことができる

プが多く付いた。 ように，新しい乾電池を準備しておく。

◇乾電池が１個と２個で，電流の強さが変わることを確認する

ために，検流計や電流計をつなげる活動を取り入れる。

◇正しい実験結果が得られるように，実験を複数回行うことを

知らせる。

◇つまずき事例①「導線をかたよりなく同じ向きに巻くことができない」

◇つまずき事例②「巻数を変えて調べる際に，残った導線を切る」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.87）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「電流の働き」参照

○コイルの巻数を変えて，電磁石の強 ◇安全に実験することができるように，巻数を増やすとエナメ

さを調べ，結果を記録する。 ル線が熱くなることを知らせる。

・100回巻きと200回巻きの電磁石をつ

くって，クリップを一つずつつなげ
＜児童のワークシート＞

ていこう。

・クリップの個数で比べてみよう。

・100回巻きよりも，200回巻きのとき

の方がクリップがたくさん付いた。

○結果から分かったことを記録する。

・100回巻きと200回巻きとで比べてみ

たら，100回巻きは２個で，200回巻

きは５個のクリップが付きました。

・乾電池を１個と２個で比べたら，１

個のときはクリップが２個で，乾電

池２個のときは５個も付きました。

・電磁石を強くするためには，巻数を

増やすことと，電流を強くすれば良

いことが分かりました。 ◆技能②

電磁石の強さの変化を調べ，その過程や結果を定量的に記

録している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

複数回調べた実験結果を基に，電流の強さやコイルの巻数と電磁石の強さとの関係について考えを発表

し，電流を強くすることやコイルの巻数を増やすことで，電磁石の働きが強くなることをまとめる。

電流を強くしたり，導線の巻数を増やしたりすると，電磁石は強くなる。

見方や考え方

電磁石の強さを調べる実験（電流の強さ） 第５学年「電流の働き」
実験

第

５

学
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（５）電磁石におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

100回巻きコイル 200回巻きコイル

導線をかたよりなく同じ向きに巻くこと 巻数を変えて調べる際に，残った導線を

ができない 切る

指導の手立て① 指導の手立て②

導線をかたよりなく同じ向きに巻くこと 巻数を変えて調べる際に，残った導線を

ができない児童には，導線を均一に巻かな 切る児童には，導線の長さを統一すべき条

いと正しい実験結果が得られないことを理 件の一つとして理解させることが大切であ

解させた上で，巻き方の指導をすることが る。

大切である。 例えば，実験で制御する条件を表に整理

例えば，児童が二人組になり，一人が導 し，変える条件と変えない条件とを明確に

線を伸ばして持ち，もう一人が筒を動かし して，変える条件以外は全て同じ条件にす

ながら，かたよりなく同じ向きになるよう ることを意識して実験を構想できるように

に注意して巻くように指導する工夫が考え 指導する。

られる。 また，100回巻きコイルをつくる際には，

また，導線を巻いている際に小さなルー 200回巻きコイルをつくったときの導線の

プができた場合には，導線を強く引っ張る 長さを想起させることで，残った導線を

と切れてしまうことがあることも指導する 切ってしまうと，導線の長さと巻数の二つ

ことが大切である。 の条件の違いが生じてしまい，条件を統一

して実験できないことに気付かせるような

指導が大切である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「電流の働き」で紹介している。

100回巻きコイルで残った導線は
切ってしまおう。

私が導線の端を
持っているね。

二人で巻くと，かた
よりなく同じ向きに巻
きやすいね。

残った導線を切ってしまうと，導線の
長さまで条件が変わってしまうんだね。

第
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３．「動物の誕生」（全17時間）
（１）単元の狙い

動物の発生や成長について興味・関心をもって追究する活動を通して，動物の発生や成

長について推論しながら追究する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，

生命を尊重する態度を育て，動物の発生や成長についての見方や考え方をもつことができ

るようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての

関心・意欲・態度 知識・理解

①魚の卵の内部の様子や ①動物の発生や成長につ ①魚を育てたり，魚の卵 ①魚には雌雄があり，生

水中の小さな生物，人 いて予想や仮説をも の内部の変化の様子や まれた卵は日がたつに

の母体内での成長の様 ち，条件に着目して観 水中の小さな生物を顕 つれて中の様子が変化

子に興味・関心をも 察を計画し，表現して 微鏡などを操作したり してかえることを理解

ち，自らそれらの変化 いる。 して，それらを継続 している。

や成長を調べようとし ②動物の発生や成長とそ 的・計画的に観察して ②魚は，水中の小さな生

ている。 の変化に関わる時間を いる。 物を食べ物にして生き

②卵の内部の変化の様子 関係付けて考察し，自 ②魚の卵の内部の変化の ていることを理解して

や人の母体内での成長 分の考えを表現してい 様子や水中の小さな生 いる。

の様子に生命の神秘さ る。 物を観察し，その過程 ③人は，母体内で成長し

を感じ，それらの生命 や結果を記録してい て生まれることを理解

の連続性を調べようと る。 している。

している。 ③人が母体内で成長して

いく様子を，映像資料

や模型などを活用して

調べ，その過程や結果

を記録している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○メダカの入った水槽を観察し，卵 ◇これまでに児童が飼育したことがある動物も想

を産ませるためには，どんなこと 起させ，どのように生まれてきたかを考えさせ

３ が必要かを話し合う。 る。

時 ・雄と雌がいないと卵が産まれない ◇メダカの雄と雌を自分で飼育し，卵を産ませた

間 と思う。 いという意欲を高める。

メダカは，雄と雌とでどのような違いがあるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○メダカの雄と雌の見分け方につい ◇カブトムシの雌雄の違いなどを想起させ，体形

て予想や仮説をもつ。 に目が向くように支援する。

・ひれのどこかの部分を見れば見分

けがつくと思う。

【体験活動Ⅱ】

実際にメダカを観察して，雄 ◇雌雄のメダカをビーカーに入れ，グループで観

と雌の違いを調べる。 察させる。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

観察１

問題

第
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○雄と雌の違いを観察する。 ◇１匹のメダカをしっかり見て，体形を記録する

・背びれの部分に違いがあるよ。 ように支援する。その後，もう一方のメダカと

○教科書や模型などの資料を見て， 比較して調べるようにする。

メダカの雄，雌を確認する。

【言語活動Ⅱ】

○メダカの雄と雌の違いについて観 ◇メダカの雄と雌の拡大図を用意して，観察結果

察した結果を基に発表する。 と比べられるように支援する。

・雄には背びれに切れ込みがある。

・雌の尻びれは幅が狭く，雄は広い。

○観察した結果を基にメダカの雄と

雌の違いについて書く。

メダカには，雄と雌があり，体形の様子に違いがある。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○水草に産み付けられた卵を拡大投 ◇メダカの水槽を毎日観察させ，産卵したばかり

影機で大きく映して観察し，卵の の卵を傷つけないようにペトリ皿に水草ごと移

６ 成長について話し合う。 し，保管しておく。

時 ○解剖顕微鏡などを使って，メダカ ◇解剖顕微鏡で観察させることで，もっと詳しく

間 の卵を観察する。 調べたいという意欲をもたせる。

・泡みたいなものがある。 ◇解剖顕微鏡は，初めて使うので使い方をしっか

・メダカの形にどうやってなってい り身に付けさせる。

くのかな。丸い部分は心臓かな。

メダカの卵は，どのように育っていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○卵を採取し，メダカの卵の中の様 ◇自分が観察している卵や水槽の中の卵が，どの

子を解剖顕微鏡で観察した後，今 ように成長していくかについて予想や仮説をも

後どのように育っていくかについ たせる。

て予想や仮説をもつ。 ◇成長段階の異なる卵の観察記録を用意し，どの

・頭から成長するんじゃないかな。 順番で卵が成長するかを考えさせ，予想や仮説

・大きな泡は心臓になるのかな。 をもちやすいようにする。

【体験活動Ⅱ】

◇採取した卵を観察させ，観察カードに日時，水

メダカの卵の様子を継続的に 温，何日目の卵か，色，内部の変化，大きさや

観察し，成長の様子を調べる。 感想などを記入できるようにする。

◇顕微鏡カメラで実際の映像を映し出すか，視聴

○毎日観察カードに卵の様子につい 覚機器を活用し，観察ノートを映し出し，情報

て記録していく。 を共有して話し合うように助言する。

・心臓が動いていたよ。 ◇自分たちの観察カードと教科書や資料にある卵

・血液が流れているのが分かった の成長の様子の写真を比較しながら成長につい

よ。 て話し合わせる。

思考・表現①

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

技能②

行動観察・記録分析

知識・理解①

行動観察・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

本時①（5/17）

観察２

問題

見方や考え方
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【言語活動Ⅱ】

○観察結果を発表する。

○観察結果を基に今後の観察計画を

話し合う。

○卵からメダカになるまでの観察結

果を基にメダカの卵の成長につい

て話し合う。

○卵の中の成長の様子について観察 ◇卵の中の成長の様子について，変化していく順

したことを基にまとめる。 序を時系列にまとめたことを書かせる。

産まれた卵は，日がたつにつれて中の様子が変化して子メダカに

なってかえる。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○池などにいる水中の小さな生物の ◇メダカの飼育を通して，えさを与えた経験を基

入ったビーカーを拡大投影機で映 に池などにすんでいるメダカなどの魚の食べ物

３ して観察し，メダカはこれらを食 から，水中の小さな生物の存在に興味・関心を

時 べるかについて話し合う。 もたせる。

間

池の水の中には，メダカなどの魚の食べ物になるものがいるのだ

ろうか。

【言語活動Ⅰ】

○池の水の中にはメダカの食べ物に ◇池の水の中のメダカが「口をパクパクさせてい

なる生物がいるかについて予想や たり，えさを与えなくても生きていたりするこ

仮説をもつ。 と」などの根拠を基に，魚の食べ物になるもの

・えさを与えなくても池のメダカは があるという予想や仮説をもたせ，意欲的に調

生きているから，小さな生物はメ べさせるようにする。

ダカの食べ物だと思う。

○池の中の小さな生物を調べる計画

を立てる。

【体験活動Ⅱ】

◇地面や水草の近くなど，様々な場所の水を採取

池の中の小さな生物を調べ させる。

る。 ◇肉眼などでは小さな生物は十分に観察できない

ことから，小さな生物を大きく観察したいとい

○池の中の小さな生物を顕微鏡で観 う気持ちをもたせ，顕微鏡を使用する必然性を

察する。 もたせる。

・これは教科書に出ているミジンコ ◇顕微鏡の使い方とプレパラートのつくり方を指

だ。 導し，観察させるようにする。顕微鏡やプレパ

・ミジンコをメダカの入った水槽に ラートのつくり方は，本単元が初めてなので，

入れると食べた。 観察を通して確実に身に付けさせるようにす

る。

◇１種類ずつ記録させ，形や動きなどの特徴につ

いても記録させる。

知識・理解①

発言分析・記述分析

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

本時②（11/17）

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

観察３

問題

見方や考え方

第
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【言語活動Ⅱ】

○池の中の小さな生物やそれをメダ ◇児童が実際に観察した生物を提示し，全体で共

カが食べたかどうかについて，観 有しながら，観察結果を発表させるようにする。

察を基に発表する。

○池の中の小さな生物はメダカの食

べ物になっているかについてまと

める。

メダカは，池の中の小さな生物を食べて生きている。

第 【体験活動Ⅰ】

４ ［事象への働きかけ］

次 ○メダカの受精卵が変化して子メダ ◇人の受精卵の写真や大きさを提示し，人は母体

カとなったことを基に，人の成長 内で成長することを指導するとともに，どのよ

５ の様子について話し合う。 うに育っていくかについて興味・関心をもてる

時 ・人間も初めは卵だったのかな。 ようにする。

間

受精卵は，母親の体内でどのように育っていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○生まれる頃の子どもが母親のおな ◇受精卵と誕生してきた赤ちゃんを提示すること

かの中でどのような様子かを話し で，メダカの成長過程を基に母体内でどのよう

合い，どのように成長するかにつ に成長していくかを考えさせる。

いて予想や仮説をもつ。 ◇生まれる頃の胎児の様子を図に表すことによっ

・お母さんから栄養をもらって成長 て，今までもっていた見方や考え方が整理され，

していくと思う。どこでもらって 互いの考えに気付く。そこから，子宮の中で胎

いるのかな。 児が成長する様子を調べたいという意欲がもて

○調べる計画を立てる。 るようにする。

【体験活動Ⅱ】

◇胎児と母体がへその緒でつながっていることに

映像資料や模型などで，母体 気付かせ，育つのに必要な養分をへその緒を通

内の成長の様子を調べる。 して，母親からもらっていることを指導する。

○資料だけでなく，胎児の模型など ◇動きや立体感が分かるように，胎児の模型や映

も実際に活用しながら調べる。 像資料などを活用できるようにする。

・卵から3000ｇまですごく大きく成

長するんだね。 ◇胎児の成長の様子を調べることを通して，人の

・へその緒や胎盤の役割は大切だ 誕生や生命の連続性について理解できるように

ね。 する。

【言語活動Ⅱ】

○調べた結果を整理し考察する。

受精した卵は，母体内でへその緒を通して養分をもらい，少しずつ

成長して体ができていき，産まれる。

知識・理解②

記述分析

知識・理解③

記述分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能③

行動観察・記録分析

思考・表現②

記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

見方や考え方

資料などの活用

問題

見方や考え方
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（４）本時案

本時①（５／17時）

＜本時の目標＞

採取したメダカの卵を観察し，この後どのように育っていくかについて予想や仮説をも

ち，観察を計画し，表現している。 （思考・表現①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

メダカの卵を虫眼鏡や解剖顕微鏡で観察し，

卵の成長について話し合い，どのように育って

いくかについて問題意識をもっている。

メダカの卵は，どのように育っていくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○解剖顕微鏡で観察した様子から，メ ◇自分の観察している卵の様子から，メダカの卵の成長につい

ダカの卵がどのように育っていくか て興味・関心をもたせる。

について予想や仮説をもつ。

・卵の中に泡みたいなものが見えた ◇成長段階の異なる実物の卵や観察記録を用意し，どの順番で

よ。この泡が増えていくのかな。 卵が成長するかを考えさせ，予想をもちやすいようにする。

・メダカの頭と目のような部分が観察

できたよ。頭の方から先に成長して

いくと思う。

・メダカの体の部分が見えたから，こ

こからだんだん大きくなるんじゃな

いかな。

＜児童の観察記録＞

問題

メダカのたまごの観察

大きな目と体の形ができてい

るのが分かった。

メダカのたまごの観察

大きな頭のようなものが見ら

れた。

メダカのたまごの観察

たまごの中に小さなあわがた

くさんあった。

Ａ Ｂ Ｃ
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○自分の予想や仮説を基に，メダカの ◇予想や仮説についてグループで話し合わせたり，発表させた

卵の成長について話し合う。 りし，自分とは異なる考えを知ることで，観察して確かめた

・泡がたくさんあるのは初めのときだ いという気持ちをもたせるようにする。

と思うな。

・毎日観察して，どの順番で成長する

か調べてみたいな。

○観察の計画を立てる。 ◇卵がどのように成長するかを調べるためには，特定の卵を継

・産み付けられたばかりの卵から観察 続的に観察する必要があることに気付かせるようにする。

を始めよう。

・続けて観察すれば，卵がどのように ◇水草と一緒に観察することで，卵を傷つけないことや，ペト

成長するか分かるね。 リ皿の中で，続けて観察できるよさに気付かせる。

・解剖顕微鏡を使った方が細かい部分

までよく分かるよ。 ◇自分の予想や仮説と照らし合わせて観察し，観察記録を取る

・細かい部分まで記録した方が卵の変 ように指導する。

化の様子を比べることができるね。

◆思考・表現①

卵の観察から，動物の発生や成長について予想や仮説をも

ち，観察を計画し，表現している。（発言分析・記述分析）

次時以降の活動

解剖顕微鏡を使い，メダカの卵の様子を継続的に観察し，卵からメダカになるまでの成長の様子を調べ，

記録する。観察結果を基に，卵の中の成長の様子についてまとめる。

産まれた卵は，日がたつにつれて中の様子が変化して子メダカになってかえる。

出典：解剖顕微鏡 文部科学省「小学校理科の観察，実験の手引き」平成23年３月 p.130

見方や考え方

ぼくは，心臓より先に体が
できると思うから，Ｃ，Ａ，
Ｂの順で成長すると思う。

私は，先に心臓ができると
思うから，Ｃ，Ｂ，Ａの順で
成長すると思う。

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ
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本時②（11／17時）

＜本時の目標＞

顕微鏡を適切に操作して，水中の小さな生物を観察し，その特徴を絵や言葉で記録して

いる。 （技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

池の水の中にメダカの食べ物となる生物がいるかどうかについて予想や仮説をもち，調べる計画を

立てている。

池の水の中には，メダカなどの魚の食べ物になるものがいるのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

◇地面や水草の近くなど，様々な場所の水を採取させる。

池の中の小さな生物を調べる。 ◇肉眼などでは小さな生物は十分に観察できないことから，小

さな生物を大きく観察したいという気持ちをもたせ，顕微鏡

○池の水を採取する。 を使用する必然性をもたせる。

・どのあたりの水を取ればいいかな。

○採取した池の水の中から，メダカの

食べ物となりそうなものを肉眼や虫

眼鏡で探し，観察する。

・小さな生物がいるよ。

・これがメダカの食べ物になる生物か

な。

・虫眼鏡ではあまりよく見えないの

で，もっと大きくしてみたいな。

○顕微鏡の使い方を知る。 ◇プレパラートのつくり方について確認する。

・接眼レンズを近付けるときはよく見 ◇顕微鏡の各部の名称と操作方法を確認する。

ないとプレパラートに当たってしま ・各部の名称（ 接眼レンズ，対物レンズ，反射鏡，のせ台，調

うんだね。 節ねじ，クリップ など）

・直射日光の当たらない，平らな場所に置くように指導する。

問題

観察３

顕微鏡の使い方

① ② ③ ④

＜プレパラートのつくり方＞

カバーガラス

スライドガラス

スライドガラスに見る物

をのせ，ピンセットで

カバーガラスをかける

対物レンズをいちばん低

い倍率にする。接眼レン

ズをのぞきながら反射鏡

を動かして，明るく見え

るようにする。

のせ台にプレパラートを

置き，クリップで留める。

横から見ながら調節ねじ

を回して，対物レンズと

プレパラートをできるだ

け近付ける。

接眼レンズをのぞきなが

ら調節ねじを回して，対

物レンズとプレパラート

との間を離していき，ピ

ントを合わせる。

第
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水中の小さな生物

気付いたこと
足みたいなものがピクピク動

く。たまごみたいなものがお

なかの中に入っていた。目み

たいなのもあった。

水中の小さな生物

気付いたこと

三日月のような形をして
いた。

水中の小さな生物

気付いたこと
丸の中に丸があり，小さな点

々が見える。動かないものも

いる。動いているものは回転

しながら動いている。

○メダカの食べ物と思われる小さな生 ◇１種類ずつ記録させ，形や動きなどの特徴についても記録さ

物を顕微鏡で観察し，ワークシート せる。

に記録する。 ＜児童の観察記録＞

・いろいろな種類の生物がいるよ。動

いているのもいるよ。

◇つまずき事例①「接眼レンズをのぞいたまま，対物レンズにプレパラートを近付ける」

◇つまずき事例②「プレパラートの動かし方を間違え，観察対象が視野の中心にならない」

◇つまずき事例③「ピントが合っていない状態で観察する」

◇つまずき事例④「接眼レンズをのぞかずに，反射鏡だけを調節する」

◇つまずき事例⑤「観察対象をゴミや気泡などと間違える」

※つまずき事例①～⑤の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（pp.96-97）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「動物の誕生」参照

○自分が観察した生物がどのようなも ◇池の中にいる生物の写真をいくつか示し，説明させる。

のだったかについて発表し，全体で （例）ミジンコ，ミカヅキモ，ボルボックス など

共有する。

・ぼくが見つけた生物は丸いけど，と

げとげしたものがあって，中に丸い

ものが３個くらいありました。

〇観察した実際のプレパラートを，テ ◇児童が発見した実際の生物を全体に提示することで，学級全

レビなどに接続した教師用の顕微鏡 体に複数の種類の生物を観察する機会を与える。

で提示されたものから，実際に観察

できた生物を視覚的に共有する。

・ミジンコのおなかに赤ちゃんがいる

よ。

・実際に見ていない生物を見てみたい

な。

○メダカの食べ物になるかどうかを確 ◇メダカの食べ物となっていそうな小さな生物を入れ，実際に

認するために，ミジンコを水槽に入 捕食するかを観察させる。

れる。

・メダカは食べるのかな。 ◆技能①

・メダカが小さな生物を食べたよ。 顕微鏡などの器具を適切に使い，水中の小さな生物を観察

している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

調べた結果を基に，水中の小さな生物やそれをメダカが食べたかどうかについて発表し，メダカの食べ

物についてまとめる。

メダカは，池の中の小さな生物を食べて生きている。

見方や考え方
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（５）顕微鏡におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例② つまずき事例③

接眼レンズをのぞいたま プレパラートの動かし方 ピントが合っていない状

ま，対物レンズにプレパ を間違え，観察対象が視 態で観察する

ラートを近付ける 野の中心にならない

指導の手立て① 指導の手立て②

接眼レンズをのぞいたまま，対物レンズ プレパラートの動かし方を間違え，観察対

にプレパラートを近付ける児童には，接眼 象が視野の中心にならなかったり，ピントが

レンズをのぞきながらステージを動かす 合っていない状態で観察したりする児童には，

と，カバーガラスが割れたり，対物レンズ 顕微鏡で観察する前に，スライドガラスの動

に傷が付いたりする場合があることを理解 きと観察対象の見え方について十分に理解さ

させることが大切である。 せておくことが大切である。

例えば，二人一組にして，一人が観察し 例えば，新聞紙やＯＨＰシートに書いた小

ている様子をもう一人が見守り，アドバイ さな文字を見る作業を取り入れ，文字は反転

スするように指導する。その際，ピントを して見え，プレパラートを動かすと，反対側

合わせるときに，のせ台を下から上へと上 に動くことを理解させる。また，文字がはっ

げていくなど，本人が気付かずに適切でな きり見えるまで，調節ねじを動かしピントを

い操作をしている場合に，お互いが注意で 合わせる作業に慣れさせることが大切である。

きるような指導の工夫が考えられる。 これらの操作を，顕微鏡カメラを使用して大

きく映し出し，実際の操作に入る前に全員で

確認するような指導の工夫も考えられる。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「動物の誕生」で紹介している。

上下左右が反対に見える

動かしたい方向と

反対に動かす

下からステージを上げていくと，レンズに
ぶつけてしまうよ。

顕微鏡では上下左右が反対に見える
んだ。ピントが合うと，小さな文字も
はっきり見えるね。
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つまずき事例④ つまずき事例⑤

接眼レンズをのぞかずに，反射鏡だけを 観察対象をゴミや気泡などと間違える

調節する

指導の手立て③ 指導の手立て④

接眼レンズをのぞかずに，反射鏡だけを 観察対象をゴミや気泡などと間違える児

調節する児童には，光を採り入れることの 童には，事前に観察対象について確認させ

意味を理解させることが大切である。 ることが大切である。

例えば，反射鏡の操作によって，光を採 例えば，観察の中で，小さな生物とゴミ

り入れた場合と，採り入れない場合の見え や気泡などが比較できるように，顕微鏡カ

方の違いを，顕微鏡カメラを使用してスク メラを使用してスクリーンに大きく映し出

リーンに大きく映し出すなどして比較し， すなどして，小さな生物とゴミなどとの違

反射鏡の役割が理解できるように指導する いを比較させ，全員が理解できるように指

ことが考えられる。その際，光が十分でな 導することが大切である。

い場合は顕微鏡照明装置などを使用するこ

とが考えられる。反射鏡だけでなくＬＥＤ

がついている場合は，併せて活用するよう

に指導することが大切である。

光を採り入れた方がこんなによ
く見えるんだね。

小さな生物だと思っていたけ
れど，ゴミなんだ。

＜光を採り入れた場合＞＜光が不十分な場合＞

第
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［第６学年］

１．「水溶液の性質」（全10時間）

（１）単元の狙い

いろいろな水溶液の性質や金属を変化させる様子について興味・関心をもって追究する

活動を通して，水溶液の性質について推論する能力を育てるとともに，それらについての

理解を図り，水溶液の性質や働きについての見方や考え方をもつことができるようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①いろいろな水溶液の液 ①水溶液の性質や働きに ①水溶液の性質を調べる ①水溶液には，酸性，ア

性や溶けている物及び ついて予想や仮説をも 工夫をし，リトマス紙 ルカリ性及び中性のも

金属を変化させる様子 ち，推論しながら追究 や加熱器具などを適切 のがあることを理解し

に興味・関心をもち， し，表現している。 に使って，安全に実験 ている。

自ら水溶液の性質や働 ②水溶液の性質や働きに をしている。 ②水溶液には，気体が溶

きを調べようとしてい ついて，自ら行った実 ②水溶液の性質を調べ， けているものがあるこ

る。 験の結果と予想や仮説 その過程や結果を記録 とを理解している。

②水溶液の性質や働きを を照らし合わせて推論 している。 ③水溶液には，金属を変

適用し，身の回りにあ し，自分の考えを表現 化させるものがあるこ

る水溶液を見直そうと している。 とを理解している。

している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○４つの水溶液（炭酸水，塩酸，ア ◇４つの水溶液（炭酸水，塩酸，アンモニア水，

ンモニア水，食塩水）を観察する。 食塩水）を提示する。

３

時 ４つの水溶液はどのように分けられるのだろうか。

間 ○水溶液はどのような性質で分けら ◇既習経験を想起させて，安全な実験方法を確認

れるかについて話し合う。 してから実験させる。

・見た目で分ける。 ◇水溶液を蒸発させる際には，安全眼鏡を着用し

・においで分ける。 て実験するように指導する。

・蒸発させて溶けているもので分け ◇食塩水以外の水溶液は，水を蒸発させても何も

る。 残らないことを確認させ，何が溶けているかに

・水溶液だからきっと何か溶けてい ついて考えさせる。

るはずだよ。 ◇炭酸水から出てくる泡について，既習経験など

を活用して話し合わせる。

炭酸水には，何が溶けているのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○炭酸水から出る泡の正体について ◇炭酸水のラベルや栓の表示などを手がかりにし

予想や仮説をもつ。 て，何が溶けているかを考えさせる。

・空気が入っていると思う。

・炭酸飲料の表示に，二酸化炭素と

記載がある。二酸化炭素が溶けて

いるのかな。

問題

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

思考・表現①

記述分析

問題

第

６

学

年



- 99 -

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

炭酸水から出る泡について調 ◇石灰水などの薬品を使用する際には，安全眼鏡

べる。 を着用するように指導する。

○炭酸水から出る泡を水上置換で集 ◇ここでは，安全に扱える炭酸水で実験を行う。

気瓶に集める。 塩化水素とアンモニアを水に溶かす実験は行わ

・石灰水が白く濁ったよ。 ない。

・集めた気体の中にろうそくの火を ◇二酸化炭素を溶かす実験では，炭酸用ペットボ

入れるとすぐに消えた。 トルを使用する。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果から，炭酸水に溶けてい ◇炭酸水から出る泡が二酸化炭素であることを複

たものについて発表する。 数の実験結果から考察させる。

・炭酸水には二酸化炭素が溶けてい

た。 ◇二酸化炭素を水に溶かす実験結果から，炭酸水

・気体検知管で調べたら二酸化炭素 には二酸化炭素が溶けていることを捉えさせ

だった。 る。

・二酸化炭素が水に溶けると水の性

質が変わるんだ。 ◇塩酸やアンモニア水に溶けている気体について

○塩酸とアンモニア水に溶けている は，教科書などを活用して指導する。

気体について資料で調べる。

○溶けているものという性質で４つ

の水溶液を調べた結果を表にまと

め，結論を書く。

炭酸水には，気体の二酸化炭素が溶けている。塩酸やアンモニア

水にも気体が溶けている。水溶液には気体が溶けているものがあ

る。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○石灰石に塩酸を注ぐと石灰石が溶 ◇塩酸が石灰石を溶かす働きがあることから，金

けて，二酸化炭素が出てくる様子 属との反応について興味・関心をもたせる。

４ を観察する。

時

間 塩酸は，鉄やアルミニウムを変化させるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○塩酸が鉄やアルミニウムを溶かす ◇トイレ用洗剤やアルミニウム鍋などの注意書き

かについて予想や仮説をもつ。 から，塩酸と金属は反応するのではないかとい

・トイレ用洗剤に塩酸が入ってい う予想や仮説の根拠をもたせるようにする。

て，「アルミ不適」と表示されて

いるから，きっと変化すると思う。

○実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

塩酸に鉄やアルミニウムを入 ◇アルミニウム片は，事前に紙やすりで両面を

れて様子を調べたり，溶けた 削っておくと反応しやすい。スチールウールは，

技能①

行動観察・記録分析

実験１

知識・理解②

記述分析

実験２

問題

見方や考え方
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ものを取り出し，溶けたもの 試験管の口径よりも小さいものを使用する。大

の性質を調べたりする。 きいものは発生する水素によって外へ飛び出す

ことがあるので注意する。また，換気に注意す

○２本の試験管にそれぞれスチール る。

ウールとアルミニウム片を入れ，

塩酸を入れて変化を調べる。 ◇溶けたものを取り出す際には，少量の液で実験

・盛んに泡を出して溶けている。 するように助言する。

・試験管が熱くなっている。

・出てきた２種類の粉は，塩酸には ◇取り出した粉を塩酸で再び溶かす場合には，泡

溶けるけど，泡を出さずに溶けた。 の発生に注意して観察するように助言する。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を全体で確認する。 ◇実験中に気付いたこと，出てきた粉の色や光沢，

・塩酸に溶かして出てきた物は鉄や 塩酸を入れたときの反応などの視点で結果を整

アルミニウムとは違う性質のもの 理できるようにする。

だった。

○実験の結果から，塩酸に溶けて出 ◇黒板に提示した結果を一覧して，考察できるよ

てきた物の性質についてグループ うにする。

で考察する。

○問題を振り返って結論を書く。 ◇「金属」という言葉を使ってまとめさせるよう

にする。

◇他の水溶液（食塩水，炭酸水，アンモニア水な

ど）についても同様に調べるようにする。

塩酸は，鉄やアルミニウムを溶かし，元の金属とは違うものに変化

させる働きがある。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○酸性，アルカリ性の表示がある洗 ◇身近な洗剤などを提示し，水溶液はリトマス紙

剤などを観察し，リトマス紙を を使うと性質によって仲間分けできることを知

３ 使って，洗剤が酸性，アルカリ性 らせる。

時 であることを確認する。 ◇リトマス紙の使い方・扱い方を教科書などを活

間 ・リトマス紙は便利だね。 用して指導する。

・使ってみたいな。

４つの水溶液は，リトマス紙を使うとどのように分けられるのだ

ろうか。

【言語活動Ⅰ】

○４つの水溶液の仲間分けについて ◇提示した洗剤などの成分表を参考に予想や仮説

予想や仮説をもつ。 をもたせる。

・酸性の洗剤のラベル表示に塩酸が

記してあったから，塩酸は酸性だ

と思う。

○実験の計画を立てる。

思考・表現②

発言分析・記述分析

知識・理解③

記述分析

本時①（7/10）

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

問題

見方や考え方

第
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【体験活動Ⅱ】

◇薬品を使用する際には，安全眼鏡を着用するよ

４つの水溶液や身近な水溶液 うに指導する。

の性質を，リトマス紙を使っ ◇水溶液同士を混ぜないように指導する。

て調べる。

◇炭酸水は塩酸に比べ，リトマス紙の色の変化が

○リトマス紙によって４つの水溶液 分かりにくいが，よく観察させ，同じ酸性とし

の液性を調べる。 て仲間分けするように指導する。その際，洗剤

・やっぱり塩酸は青いリトマス紙が などに表示がある弱酸性という表現に着目さ

赤になって，赤いリトマス紙は赤 せ，酸性やアルカリ性は強さによって幅がある

のままだから酸性だった。 ことを指導してもよい。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に，水溶液の仲間分

けについて発表する。 ◇水溶液の液性を調べた後，リトマス紙の結果か

・塩酸と炭酸水は酸性だった。 ら３つの性質に仲間分けできることを指導す

・食塩水は中性だった。 る。

・アンモニア水はアルカリ性だっ

た。 ◇ほかにも身の回りの水溶液を調べさせ，水溶液

○水溶液の性質について結論を書 は３つに仲間分けできることを確認させる。

く。

◇水溶液の性質をまとめた表にリトマス紙の結果

を記入させる。

水溶液は，リトマス紙を使うと，酸性の水溶液，中性の水溶液，ア

ルカリ性の水溶液の３つの仲間に分けることができる。

技能①

行動観察・記録分析

関心・意欲・態度②

記述分析

知識・理解①

記述分析

実験３

本時②（9/10）

見方や考え方
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（４）本時案

本時①（７／10時）

＜本時の目標＞

塩酸が鉄やアルミニウムを変化させるという働きについて，実験結果と予想や仮説を照

らし合わせて推論し，自分の考えを表現している。 （思考・表現②）

塩酸は鉄やアルミニウムを変化させることを理解している。 （知識・理解③）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

鉄やアルミニウムに塩酸を加えて溶ける

様子や，溶けた液の性質を調べている。

塩酸は，鉄やアルミニウムを変化させるのだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を全体で確認する。 ◇実験中に気付いたこと，出てきた粉の色や光沢，塩酸を入れた

（塩酸を入れたとき） ときの反応などの視点で結果を整理できるようにする。

・実験中，どちらも泡が出ていた。

・塩酸に入れた鉄もアルミニウムもだ ＜塩酸に鉄を入れたときの結果を一覧にした板書例＞

んだん小さくなって，見えなくなっ

た。

・鉄やアルミニウムは塩酸に溶けたと

言える。

・液の温度が上昇した。

（出てきた物の色や様子）

・鉄を溶かした液からは，黄色みが

かった粉が出てきた。

・アルミニウムを溶かした液を蒸発さ

せると，白っぽい粉が出てきた。 ＜塩酸にアルミニウムを入れたときの結果を一覧にした板書例＞

・どちらの粉も光沢はない。

（もう一度塩酸を入れたとき）

・それぞれの粉は塩酸に溶けた。

・泡は出てこなかった。

問題

結 果

塩酸を 出てきた物 もう一度
鉄

入れたとき の色や様子 塩酸を入れる

あわが出た 黄色 見えなくなった
１班

小さくなった 光っていない あわはない

鉄が見えなく うすい黄色 あわは出なかっ
２班

なった た

結 果

ｱﾙﾐ 塩酸を 出てきた物 もう一度

ﾆｳﾑ 入れたとき の色や様子 塩酸を入れる

鉄よりもはげし 白い粉が出て 粉が見えなく
１班

くあわが出た きた なった

あわが出て， 食塩のような白 あわは出なかっ
２班

とけた いつぶが残った た
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○実験結果から，塩酸に溶けて出てき ◇黒板に提示した結果を一覧して，考察できるようにする。

た物の性質についてグループで考察

する。

・鉄もアルミニウムも見えなくなった

から，塩酸に溶けたと言える。

・出てきた粉は，溶ける前の金属と色

が違うので，同じだと考えにくい。

・出てきた粉に塩酸を入れて泡が出れ

ば，鉄やアルミニウムかもしれない

けれど，泡は出てこなかったので，

鉄やアルミニウムではないと考えら

れる。

・塩酸に溶かしたときは，気体が出た ◇食塩が水に溶けたときとの違いに着目して考察することで，塩

り，熱くなったりすることが，食塩 酸が金属を変化させる働きがあるのではないかという見方に

を水に溶かしたときと違う。 つながるようにする。

・塩酸に溶かすと，元の鉄やアルミニ

ウムに戻らないことも食塩を水に溶

かしたときとは違っている。

○グループで考察したことを全体で交 ◇グループから出された考えとその理由を全体で吟味しながらま

流する。 とめるようにする。

・塩酸は，鉄やアルミニウムなどを溶

かして，別の物に変える。それは，

鉄やアルミニウムを溶かした液から

出てきた粉は，元の金属と色や性質

が違うからである。

○問題を振り返って結論をまとめる。 ◇「金属」という言葉を使ってまとめるようにする。

・塩酸に鉄やアルミニウムを溶かした

液から出てきた固体は，元の金属と ◇他の水溶液（食塩水，炭酸水，アンモニア水など）についても

は違う性質をもつ。 同様に調べるようにする。

・塩酸は，鉄やアルミニウムなどの金 ◆思考・表現②

属を溶かし，違うものに変化させる。 塩酸が金属を変化させる働きについて，自ら行った実験の

結果と予想や仮説を照らし合わせて推論し，自分の考えを表

現している。（発言分析・記述分析）

◆知識・理解③

塩酸は鉄やアルミニウムを変化させることを理解している。

（記述分析）

塩酸は，鉄やアルミニウムを溶かし，元の金属とは違うものに変化させる働きがある。

出典：塩酸にアルミニウムや鉄を入れて様子を調べる実験

文部科学省「小学校理科の観察，実験の手引き」平成23年３月 p.153

見方や考え方

第
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本時②（９／10時）

＜本時の目標＞

リトマス紙を適切に使い，水溶液は酸性，中性及びアルカリ性の３つの仲間に分けられ

ることを実験を通して調べている。 （技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

４つの水溶液を，においや見た目，溶けているもの

など，様々な性質で分けて，表にまとめている。

洗剤の酸性，アルカリ性の表示から，液性に着目し，

リトマス紙ではどのように分けられるかについて予想

や仮説をもち，実験の計画を立てている。

４つの水溶液は，リトマス紙を使うとどのように分けられるのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

４つの水溶液や身近な水溶液 ◇リトマス紙の使い方を指導する。

の性質を，リトマス紙を使っ

て調べる。

○リトマス紙の使い方を確認し，実験

の見通しをもつ。

○４つの水溶液の液性をリトマス紙を ◇水溶液を調べる際には，安全眼鏡を着用するように指導する。

使って調べる。

◇水溶液同士は混ぜないように指導する。

問題

実験３

リトマス紙の使い方

① ② ③

リトマス紙は直接，手で持たず，
ピンセットで取り出す

リトマス紙にガラス棒で
水溶液を付ける

使ったガラス棒は，１回ごとに
水で洗い，乾いた布で拭く

第
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学
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◇つまずき事例①「リトマス紙を直接手で触る」

◇つまずき事例②「ガラス棒の洗浄をしない」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.106）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「水溶液の性質」参照

・やっぱり塩酸は青いリトマス紙が赤 ◇４つの水溶液はすべて無色透明なので，試験管にラベルをつ

になって，赤いリトマス紙は赤のま けるなど，児童がどの水溶液を調べているかが分かりやすく

まだったから酸性だった。 なるように工夫する。

・アンモニア水は，赤のリトマス紙を

青に変化させたから，アルカリ性だ

ね。

・食塩水はリトマス紙の色が変化しな

い。酸性でもアルカリ性でもないん

だね。

・炭酸水は一瞬赤になった気がしたけ

ど，すぐに元のリトマス紙の色になっ

た。中性と酸性どっちなのかな。

・同じ酸性でも，強いものと弱いもの ◇炭酸水は塩酸に比べ，リトマス紙の色の変化が分かりにくい。

があるのかな。 児童の実態に応じて，教師が提示実験をするなどし，酸性の仲

間であることを指導する。その際，洗剤などに表示がある弱酸

○実験結果や考えたことを記録する。 性という表現に着目させ，酸性やアルカリ性は強さによって幅

があることを指導してもよい。
＜児童の実験記録＞

◇実験結果と日常生活の体験とを結び付けて気付いている児童や

水溶液の液性による特徴に着目している児童に声をかけ，次時

の話し合いへとつなげる。

◆技能①

水溶液の性質を調べる工夫をし，リトマス紙を適切に使っ

て，安全に実験をしている。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験結果を基に，水溶液の仲間分けについて発表し，調べた水溶液が３つの仲間に分けられることにつ

いてまとめる。

水溶液は，リトマス紙を使うと，酸性の水溶液，中性の水溶液，アルカリ性の水溶液の３つ

の仲間に分けることができる。

見方や考え方
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（５）リトマス紙におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

リトマス紙を直接手で触る ガラス棒の洗浄をしない

指導の手立て① 指導の手立て②

リトマス紙を直接手で触る児童には，手 ガラス棒の洗浄をしない児童には，実際

で触ってはいけない理由をしっかり理解さ に十分洗浄した場合と洗浄が不十分な場合

せるとともに，ピンセットの使い方に慣れ の結果を見せ，洗浄の必要性を理解させる

させることが大切である。 ことが大切である。

例えば，手の汗などがリトマス紙に付く 例えば，水溶液が混ざると妥当な結果が

と反応する場合があることを知らせ，ピン 出ないことを理解させた上で，ガラス棒を

セットで扱う必要性を指導することが大切 洗浄するように指導することが考えられ

である。１枚だけリトマス紙を取り出そう る。ガラス棒などの洗浄についても，調べ

とする際に，片手でリトマス紙の入れ物を る水溶液を変えるたびに洗い場に行かせる

持ち，もう一方の手でピンセットを使って のではなく，机上に洗浄瓶や廃液用のビー

リトマス紙を取り出そうとするが，両手と カーを用意することで洗浄の手順を意識付

もに不安定であるためうまく取り出せない ける指導の工夫が考えられる。

状況も見られる。児童の技能に差がある場

合には，児童に応じた操作方法を指導して

いくことが大切である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「水溶液の性質」で紹介している。

食塩水も塩酸と同じ酸性になったよ。

１回ごとにガラス棒を洗わないと，
正しい実験結果が得られないんだね。

リトマス紙を手で触ると，汗などで反
応してしまうことがあるから，ピンセッ
トを使わないといけないんだね。
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２．「電気の利用」（全15時間）

（１）単元の狙い

生活に見られる電気の利用について興味・関心をもって追究する活動を通して，電気の

性質や働きについて推論する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，電気

はつくったり蓄えたり変換したりできるという見方や考え方をもつことができるようにす

る。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①電気の利用の仕方に興 ①電気の性質や働きとそ ①電気の性質や働きとそ ①電気は，つくりだした

味・関心をもち，自ら の利用について予想や の利用の仕方を調べる り蓄えたりすることが

電気の性質や働きを調 仮説をもち，推論しな 工夫をし，手回し発電 できることを理解して

べようとしている。 がら追究し，表現して 機などを適切に使っ いる。

②電気の性質や働きを適 いる。 て，安全に実験をして ②電気は，光，音，熱な

用してものづくりをし ②電気の性質や働きとそ いる。 どに変えることができ

たり，日常生活に使わ の利用について，自ら ②電気の性質や働きを調 ることを理解してい

れている電気を利用し 行った実験の結果と予 べ，その過程や結果を る。

た道具を見直したりし 想や仮説を照らし合わ 定量的に記録してい ③電熱線の発熱は，その

ようとしている。 せて推論し，自分の考 る。 太さによって変わるこ

えを表現している。 とを理解している。

④身の回りには，電気の

性質や働きを利用した

道具があることを理解

している。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○手回し充電ライトを操作し，電気 ◇自転車のライトや手回し充電ライトなどの身近

をつくる方法について話し合う。 な発電機について紹介し，電気は自分でつくる

６ ・何かを回転させると電気がつくら ことができることを話し合わせる。

時 れるのかな。

間

手回し発電機を使って，電気をつくることができるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○電気をつくる方法について予想や ◇手回し発電機を提示し，電気がつくられること

仮説をもつ。 を調べるにはどうしたらよいかを話し合わせ

・モーターが入っている。 る。

・モーターを回転させると電気がつ ◇手回し発電機を速く回し過ぎると，つないだ器

くられるのかな。 具が破損することがあるので注意させる。

○実験の計画を立てる。 ◇全員に手回し発電機を体験させることにより，

自分の力で電気をつくりだすことができること

を実感させる。

【体験活動Ⅱ】

◇電気は，光，音，運動などに変換されて使うこ

手回し発電機を使って電気が とができることに気付かせる。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

実験１

問題

第

６

学

年
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本時①（8/15）

つくられることを調べる。

○手回し発電機に発光ダイオード ◇手回し発電機のハンドルを回すのをやめるとど

（ＬＥＤ）や豆電球，モーターな うなるかを考えさせ，蓄電に意識を向けさせる。

どを接続し，手回し発電機のハン

ドルを回し，電気がつくられるか ◇災害用発電機など蓄電する物があることからコ

を調べる。 ンデンサーを紹介し，電気は蓄えて使うことが

・手回し発電機のハンドルを回すと できることを体験させる。

電気をつくることができた。

・ハンドルを止めると電気はつくら

れない。

・コンデンサーにつくった電気を蓄

えることができる。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に，電気をつくるこ ◇手回し発電機を使った実験結果を基に，電気は

とができることや，つくった電気 つくりだしたり蓄えたり，変換したりできるこ

は変換されたり保存されたりする とを捉えさせるようにする。

ことについて考察する。

○電気の性質について，結論を書く。

手回し発電機を使って電気をつくりだすことができ，つくった電

気をコンデンサーに蓄えて使うことができる。

電気は，光，音，運動などに変えて使うことができる。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○豆電球と発光ダイオードでは，手 ◇豆電球と発光ダイオードの点灯では，手回し発

回し発電機を回す手応えが違うこ 電機の手応えが違うことから，使われる電気の

４ とから，使われる電気の量の違い 量を意識させる。

時 について話し合う。

間 ・発光ダイオードの方が楽にハンド

ルを回すことができるね。

豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うのだろう

か。

【言語活動Ⅰ】

○豆電球と発光ダイオードでは，使 ◇豆電球と発光ダイオードの点灯で手回し発電機

われる電気の量が違うかについて の手応えが違うことを再度確認させる。また，

予想や仮説をもつ。 省エネなどの観点からテレビの宣伝などの情報

・発光ダイオードは省エネと宣伝さ も自分の考えを表現する上で参考にさせる。

れている。きっと発光ダイオード

の方が使われる電気の量が少ない

だろう。

○実験の計画を立てる。 ◇調べる内容を明確にし，条件を表に整理するな

・手回し発電機でコンデンサーに電 どして，具体的な実験方法を考えさせる。

知識・理解①

記述分析

技能①

行動観察・記録分析

知識・理解②

記述分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

見方や考え方

問題

第

６

学

年
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本時②（9/15）

気をためて，豆電球と発光ダイ

オードの点灯時間を調べてみよ

う。

【体験活動Ⅱ】

◇明かりが点灯している時間に違いがあった場合

コンデンサーに同じ量の電気 には，何が言えるかについて確認する。

を蓄え，豆電球と発光ダイ

オードの点灯時間の違いを調 ◇手回し発電機の使い方や点灯時間を測定する上

べる。 で統一する条件を確認する。

○豆電球と発光ダイオードの点灯時 ◇結果を班ごとにまとめるとき，豆電球と発光ダ

間をそれぞれ調べる。 イオードの結果に違いが出なかったり，他の班

・やっぱり発光ダイオードの方が長 と極端に結果が違ったりする班に対しては，実

く点灯していた。 験方法を見直しするように促す。

【言語活動Ⅱ】

○豆電球と発光ダイオードを比較し ◇実験結果から数値化させ，それを基に表現させ

た実験結果を基に，使われる電気 るようにする。

の量について考察する。

・発光ダイオードの方が点灯時間が

長いということは，使われる電気

の量が豆電球に比べて少ないとい

うことだ。

○発光ダイオードの特性について結 ◇エネルギー資源の有効利用の観点からまとめさ

論を書く。 せる。

発光ダイオードは，豆電球より少ない電気で明かりを点灯させるこ

とができる。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○太さの違う電熱線で発泡ポリスチ ◇太さの違う電熱線によって発熱の仕方に違いが

レンを切って，手応えを比べる。 あることを意識させる。

５ ・太い電熱線はすっと簡単に切るこ

時 とができるよ。

間

太さの違う電熱線では，発熱の仕方に違いがあるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○太さの違う電熱線の発熱の仕方に ◇発泡ポリスチレンを切った体験から予想や仮説

ついて予想や仮説をもつ。 をもたせる。

・電熱線の太い方が細い方より発熱

が大きいと思う。

○太さの違う電熱線の発熱の仕方を

調べる実験の計画を立てる。

【体験活動Ⅱ】

電熱線の発熱は電熱線の太さ ◇電熱線の長さや乾電池の数などの条件を制御さ

によって変わることを実験 せて実験を行わせる。

技能②

行動観察・記録分析

思考・表現①

発言分析・記述分析

実験２

実験３

見方や考え方

問題

第

６

学

年
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し，生活の中で電気を利用し ◇表やグラフを使って実験結果を定量的にまとめ

た様々な道具があることを調 考察させる。

べる。

○太さの異なる電熱線の発熱につい ◇発熱の仕方を調べる実験では，ろうやサーモ

て調べる。 テープで調べるなど，児童の発想を大切にして

・太い電熱線の方がろうがとけるの 実験させる。

が早い。

・電球のフィラメントが太くて明る ◇電熱線に電流を流すと発熱することを，電気ス

く熱いものがあるよ。 トーブなどの身近な電気製品の発熱と関連させ

てまとめさせる。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果の表やグラフを基に，太 ◇実験結果の表やグラフの数値を基に考察させ

さの違う電熱線の発熱について考 る。

察する。

・電熱線の太い方が発熱が大きく，

ろうがすぐにとけた。

○電気を利用したものづくりをす ◇発電や蓄電など学習したことを適用させるもの

る。 づくりを行わせる。

・昼間に光電池で発電した電気をコ

ンデンサーに蓄電し，蓄えた電気

を使って夜に発光ダイオードを点

灯させる道具をつくってみたい。

○電熱線の発熱について結論を書

く。

電熱線は太さによって発熱の仕方が違う。

電気の性質や働きを利用したものづくりをすることができる。

関心・意欲・態度②

記述分析(ものづくり)

知識・理解③

記述分析

知識・理解④

記述分析

見方や考え方

第

６

学

年



- 111 -

（４）本時案

本時①（８／15時）

＜本時の目標＞

豆電球と発光ダイオードが点灯するときに使われる電気の量の違いについて，体感など

を通して予想や仮説をもち，実験を計画し，表現している。 （思考・表現①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

手回し発電機を使って豆電球と発光ダイオードを

点灯させたときの手応えの違いから，使われる電気

の量について話し合っている。

豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○豆電球と発光ダイオードでは，使わ ◇実際に，豆電球と発光ダイオードを点灯させて，体感を基に

れる電気の量が違うかについて予想 予想できるようにする。

や仮説をもつ。

・点灯させるときの手応えに違いがあ

るのだから，使われる電気の量にも

違いがあると思う。

・同じ電気の量なら明かりがつく時間

が違うのかな。

・手応えが小さい発光ダイオードの方

が，長い時間つくと思う。

・発光ダイオードの方が光が強くて明

るいから，使われる電気の量は多い ◇日常生活に見られる信号機などを取り上げ，発光ダイオード

と思う。 を利用する有効性などから予想させることも考えられる。

・両方とも明かりがつくから，電気の

量も同じくらい使うんじゃないか

な。

・発光ダイオードはよく省エネと宣伝

されているから，発光ダイオードの

方が使われる電気の量が少ないはず

だよ。

問題

＜発光ダイオードを利用した信号機＞

＜発光ダイオードを利用した電光掲示板＞

第

６

学

年
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変える条件 点灯させる物

豆電球 発光ダイオード

変えない条件 コンデンサーにためる電気の量を同じにする

（手回し発電機を回す回数，回す速さ）

※豆電球と発光ダイオードについて，各班１回ずつ調べる

＜予想をまとめた板書＞

○豆電球と発光ダイオードの使われる ◇調べる内容を明確にし，条件を表に整理するなどして，具体

電気の量について調べる実験の計画 的な実験方法を考えさせる。

を立てる。

・手回し発電機でコンデンサーに電気 ＜条件を整理する表＞

をためて，豆電球と発光ダイオード

の点灯時間を調べてみよう。

・比べるには，条件を同じにしなくて

はいけないね。

・コンデンサーにためる電気の量を同

じにして比べよう。

・ためる電気の量を同じにするには，

手回し発電機を回す回数を同じにし ◇手応えや生活経験を基にしながら，点灯時間について考えら

なくてはいけないね。 れるようにする。

・回す速さも同じにしないと電気の量

が変わってしまうよ。 ◇回す速さをそろえることに意識が向かない場合は，回す速さ

によって，点灯する明るさが異なったことを想起させ，つく

られる電気の量が変わることを理解させる。

◆思考・表現①

電気の性質や働きとその利用について予想や仮説をもち，

推論しながら追究し，表現している。（発言分析・記述分析）

次時以降の活動

コンデンサーに蓄える電気の量などの条件を制御して，豆電球と発光ダイオードの点灯時間を調べる。

実験結果を数値化し，比較する。比較した実験結果を基に，使われる電気の量について考察し，発光ダイ

オードの特性についてまとめる。

発光ダイオードは，豆電球より少ない電気で明かりを点灯させることができる。

豆電球と発光ダイオードでは

使われる電気の量はちがうのだろうか。

予想

使われる電気の量は...

・豆電球の方が多い（手応えが大きいから）

・発光ダイオードの方が多い（光が強いから）

・同じ（両方光るから）

見方や考え方第

６

学

年
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本時②（９／15時）

＜本時の目標＞

コンデンサーに同じ量の電気を蓄え，豆電球と発光ダイオードの点灯時間の違いを調べ，

結果を定量的に記録している。 （技能②）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うかについて，予想や仮説をもち，実験の計

画を立てている。

豆電球と発光ダイオードでは，使われる電気の量が違うのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

コンデンサーに同じ量の電気 ◇予想や仮説をもたせることで，実験の目的を明確にする。

を蓄え，豆電球と発光ダイオー

ドの点灯時間の違いを調べる。 ◇予想や仮説を確認する際に，明かりが点灯している時間に違

いがあった場合では，何が言えるかについても確認する。

○予想や仮説を確認する。

・発光ダイオードの方が手応えが小さ

かったから，豆電球より長くつくと

思う。

・発光ダイオードが長く明かりがつい

たら，使う電気が少ないことが分か

る。

○実験方法を確認する。 ◇実験における手回し発電機の使い方や点灯時間を測定する上

・同じ量の電気をためて，豆電球と発 で統一する条件を確認する。

光ダイオードのどちらが長く明かり

がつくかを比べればいいね。

・回す回数と速さを同じにして，ため

る電気の量を同じにしよう。

○実験における手回し発電機の使い方

を確認する。

問題

実験における手回し発電機の使い方

コンデンサーには
極性があるので，手
回し発電機と同極に
なるようにつなぐ

実験２

＜条件を整理する表＞

変える条件 点灯させる物

豆電球 発光ダイオード

変えない条件 コンデンサーにためる電気の量を同じにする

（手回し発電機を回す回数，回す速さ）

※豆電球と発光ダイオードについて，各班１回ずつ調べる

手回し発電機の回
す速さをそろえて，
同じ回数（60回）回
して，コンデンサー
に電気をためる

メトロノーム

第

６

学

年
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結 果

班 豆電球 発光ダイオード

１班 ３８秒 ３分２０秒

２班 ３２秒 ３分１６秒

３班 ３７秒 ３分１５秒

４班 ３８秒 ４分以上

○豆電球と発光ダイオードの点灯時間 ◇ストップウォッチで点灯時間を測定し，記録させる。

の違いを調べる実験をする。

・手回し発電機の回す速さや回数に気 ◇手回し発電機を回す速さについては，メトロノームや手拍子

を付けて，電気をためよう。 などを用いて合わせることが考えられる。

・ストップウォッチで正確に明かりが

ついている時間を調べよう。

・発光ダイオードがつかないよ。電気

がコンデンサーにうまくたまってい

ないのかな。

・発光ダイオードとコンデンサーが同

じ極でつながれていないのかな。

◇つまずき事例①「手回し発電機でコンデンサーに蓄電する際に，回す速さをそろえることを意識できない」

◇つまずき事例②「手回し発電機の極性が分からず，コンデンサーへの接続を間違える」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.115）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「電気の利用」参照

○実験結果を記録する。 ◇結果を班ごとにまとめる際に，豆電球と発光ダイオードの結

・豆電球は30秒台なのに対して，発光 果に違いが出なかったり，他の班と極端に結果が違ったりす

ダイオードは３分以上長くついた。 る班に対しては，実験方法を見直しするように促す。

・豆電球より発光ダイオードの方が使

われる電気の量が少ないんだね。 ＜発光ダイオードと豆電球の点灯時間＞

◆技能②

豆電球と発光ダイオードの点灯時間の違いについて調べ，

結果を定量的に記録している。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験で調べた豆電球と発光ダイオードの点灯時間を数値化したデータを比較する。比較した実験結果を

基に，使われる電気の量について考察し，発光ダイオードの特性についてまとめる。

発光ダイオードは，豆電球より少ない電気で明かりを点灯させることができる。

見方や考え方

豆電球の点灯時間を調べる 第６学年「電気の利用」
実験

第

６
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（５）手回し発電機とコンデンサーにおけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

１回目 ２回目

手回し発電機でコンデンサーに蓄電する 手回し発電機の極性が分からず，コンデ

際に，回す速さをそろえることを意識で ンサーへの接続を間違える

きない

指導の手立て① 指導の手立て②

手回し発電機でコンデンサーに蓄電する 手回し発電機の極性が分からず，コンデ

際に，回す速さをそろえることを意識でき ンサーへの接続を間違える児童には，回す

ない児童には，回す速さによってつくられ 向きによる極の変化を意識させることが大

る電気の量が変わってしまうことや，速く 切である。

回し過ぎると接続したコンデンサーなどが 例えば，手回し発電機を極性のある発光

破損する場合があることを理解させること ダイオードや電子オルゴールなどに接続

が大切である。 し，点灯や音の有無により，手回し発電機

例えば，メトロノームや手拍子などで， の極を確認する指導の工夫が考えられる。

回す速さをリズムに合わせて一定にするよ

うな指導の工夫が考えられる。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「電気の利用」で紹介している。

？

回す速さを変えてしまうと，条件が
変わってしまったり，コンデンサーが
壊れてしまったりするよ。

発光ダイオードを利用して

極を確かめる

＋極と－極の

印を付ける

発光ダイオードに極があったように，
コンデンサーにも極があるんだね。

手回し発電機の＋極はどっちかな。

第
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３．「人の体のつくりと働き」（全18時間）

（１）単元の狙い

生物の体のつくりと働きについて興味・関心をもって追究する活動を通して，生物の体

のつくりと働きの関係を推論しながら調べる能力や生命を尊重する態度を育てるとともに，

それらについての理解を図り，生命の体の働きについての見方や考え方をもつことができ

るようにする。

（２）単元の評価規準

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての
関心・意欲・態度 知識・理解

①人や他の動物の呼吸， ①人や他の動物の体のつ ①指示薬や気体検知管， ①体内に酸素が取り入れ

消化，排出，循環など くりと呼吸，消化，排 石灰水などを安全に られ，体外に二酸化炭

の働きに興味・関心を 出，循環などの働きや 使って呼気と吸気の違 素などが出されている

もち，自ら体の内部の その関わりについて予 いを調べている。 ことを理解している。

つくりや働きを調べよ 想や仮説をもち，推論 ②映像資料や魚の解剖， ②食べ物は，口，胃，腸

うとしている。 しながら追究し，表現 模型などを活用して呼 などを通る間に消化，

②人や他の動物の体のつ している。 吸，消化，排出，循環 吸収され，吸収されな

くりや働きに生命のた ②人や他の動物の体のつ などの働きを調べてい かった物は排出される

くみさを感じ，それら くりと呼吸，消化，排 る。 ことを理解している。

の関係を調べようとし 出，循環などについて， ③人や他の動物を観察し，③血液は，心臓の働きで

ている。 自ら調べた結果と予想 呼吸，消化，排出，循 体内を巡り，養分，酸

や仮説を照らし合わせ 環などの働きを調べ， 素及び二酸化炭素を運

て推論し，自分の考え その過程や結果を記録 んでいることを理解し

を表現している。 している。 ている。

④体内には生命を維持す

るための様々な臓器が

あることを理解してい

る。

（３）単元計画

時 学習活動 教師の支援・留意点 評価規準，評価方法

第 【体験活動Ⅰ】

１ ［事象への働きかけ］

次 ○人などの動物が生きていくために ◇最低限必要な要素である「空気」，「水」，「食べ

は，何が必要かを考える。 物」が出るように促す。

５ ・空気がないと苦しくなるよ。

時 ・食べ物も必要だよ。

間

吸う空気と吐いた空気では，どのような違いがあるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○吸う空気と吐いた空気の違いにつ ◇酸素と二酸化炭素を意識させる。

いて予想や仮説をもつ。

・酸素を吸って二酸化炭素を吐くっ ◇第６学年「Ａ(1)燃焼の仕組み」で学習した「二

て聞いたことがあるから，吸う空 酸化炭素には石灰水を白く濁らせる性質があ

気と吐いた空気は違うと思う。 る」ことを想起させ，実験の計画を話し合うよ

○実験の計画を立てる。 うな場を設ける。

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

問題

第

６
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【体験活動Ⅱ】

◇吸う空気と吐いた空気を比較して観察，実験で

石灰水や気体検知管を使った きるようにする。

り，資料を活用したりして，

吸う空気と吐いた空気に違い ◇酸素用気体検知管は，実験のときに非常に熱く

があるかを調べる。 なるので，あらかじめやけどをしないように指

導する。

○吸う空気と吐いた空気の違いを調

べる。 ◇実験結果が一目で分かるように絵や表にまとめ

・吐いた空気はやっぱり二酸化炭素 るように助言する。

が多かったよ。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を整理し，発表する。 ◇各班の結果を一覧にして，共通性や傾向が捉え

・吸う空気と吐いた空気では，酸素 られるようにする。

や二酸化炭素の割合が変わった。

○酸素を取り入れ，二酸化炭素を出 ◇自分の体を使って，空気を吸ったり吐いたりさ

すことは体のどこで行われている せ，体のどの部分に変化があるかを体感させ，

かを資料や模型などで調べる。 どこに空気が取り入れられているかについて予

・保健の学習で空気は肺に入ると学 想や仮説をもたせてから調べさせる。

習したよ。

○他の動物（ウサギ，魚）の呼吸に ◇資料や模型を活用して調べさせる。

ついても資料や模型を使って調べ

る。

○吸う空気と吐いた空気の違いにつ

いて結論を書く。

吸った空気の中の酸素は，肺で血管を通して体内に取り入れられ，

体外に二酸化炭素などが出されている。

第 【体験活動Ⅰ】

２ ［事象への働きかけ］

次 ○ご飯をよくかんだときの味の変化 ◇準備ができない場合は，給食の時間にご飯をよ

について話し合う。 くかませて変化の様子や気付いたことを記録す

５ ・だんだん甘くなってきた感じがす るように促しておく。

時 る。

間

ご飯は口からどのように変化していくのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○変化するかどうかについてご飯を ◇ご飯がでんぷんであることや，かんでいるとき

よくかんだときの経験などを基に にだ液と混ざっていることなどに着目させる。

予想や仮説をもつ。

・甘くなったから砂糖みたいなもの

に変わったのかな。

○実験の計画を立てる。 ◇でんぷんがあることを調べるには，ヨウ素液で

知識・理解①

記述分析

実験１

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現②

発言分析・記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

本時②（4・5/18）

本時①（3/18）

問題

見方や考え方

第

６

学
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調べればよいことを助言する。

【体験活動Ⅱ】

ご飯粒のでんぷんがだ液に ◇実験するときには，条件を制御して行うように

よって変化するかをヨウ素液 させる。変える条件は「だ液を入れた物」，「だ

を使ったり，資料を使ったり 液を入れない物」，変えない条件は「ご飯粒の

して調べる。 量」，「温める湯の量と温度」と整理する。

○でんぷんがだ液によって変化する ◇湯を使うのは，体温と同じようにするためであ

かを調べる。 ることを指導する。

・ご飯をすり潰してだ液を入れた方 ◇資料図や模型を使って，食べ物の通り道を捉え

は青紫色に変化しなかった。 させ，口，食道，胃，小腸，大腸，肛門が一つ

の管になっていることを捉えるようにする。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を整理し，発表する。 ◇それぞれの働きについて，資料やインターネッ

・でんぷんはだ液によって変化す トを活用して調べられるようにする。インター

る。 ネットの情報については，理解できるものを記

○口で変化した食べ物がどのような 録させる。

仕組みで消化され，養分として体

に吸収されるかを資料や模型，イ

ンターネットを活用して調べる。

・やっぱりでんぷんは糖に変わった

と資料にあったよ。

○他の動物（ウサギ，魚）の消化に

ついても資料や模型を使って調べ

る。

○でんぷんがだ液によって変化する

ことについて結論を書く。

食べ物は，口から食道，胃，小腸へと運ばれながら消化され，体に

吸収されやすい物に変化したり，体外に排出されたりする。

第 【体験活動Ⅰ】

３ ［事象への働きかけ］

次 ○血液はどのように体の中を循環し ◇心臓の位置，肺の位置，小腸・大腸の位置，肝

ているかを，「体の血液循環図」 臓，腎臓の位置などを確認させ，酸素や養分が

４ を活用し，心臓を中心にして指で どのように全身に運ばれているかについて興

時 血液の流れを確かめ，話し合う。 味・関心を高めるようにする。

間 ・血液は心臓から出て，心臓に戻っ

てくるね。

血液は，どのように体の中を循環し，どのような働きをしている

のだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○心臓がどのように血液を全身に運 ◇心臓はポンプのように動いていることが分かる

んでいるかを資料やインターネッ ように映像資料などを提示する。

トを活用して調べ，まとめる。

○調べたことを基に分かったことを ◇実際に心臓が動いていることや血液が体のすみ

技能①

行動観察・記録分析

思考・表現②

記述分析

関心・意欲・態度①

発言分析・記述分析

知識・理解②

記述分析

実験２

問題

見方や考え方

第
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発表する。 ずみまで流れている様子に興味・関心が高まる

・血液は体中のすみずみまで行って ように助言する。

いる。

【体験活動Ⅱ】

◇本実験では，拍動と脈拍の定義をしっかり確認

心臓の拍動と脈拍を調べ，心 させる支援を行うようにする。

臓が血液を腕まで運んでいる

ことを確かめる。

○脈拍と拍動数を調べ，脈拍と拍動 ◇「血液の流れ」の観察では，魚の血液の流れを

のリズムが同じであることを確か 観察するようにする。

め，記録する。

・心臓から血液を送り出しているリ ◇人の血液の流れについては，映像資料などを利

ズムだね。 用する。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を基に分かったことを発 ◇まとめでは，体を循環して不要になった物は，

表する。 腎臓で血液中からこし出され，余分な水分とと

○メダカの尾びれを観察し，観察結 もに尿としてぼうこうにためられてから体の外

果を記録する。 に出されることを捉えるようにする。

○観察結果を基に血液の流れについ

て分かったことを発表する。

○資料や人体模型などを活用して，

観察結果と比較しながら血液の流

れを確かめる。

○心臓から送り出された血液の働き

について結論を書く。

・血液は酸素や栄養を運んでいる。

心臓から送り出された血液は，体のすみずみまで張り巡らされた血

管の中を流れて，酸素や二酸化炭素や不要になった物を運んでいる。

第 【体験活動Ⅰ】

４ ［事象への働きかけ］

次 ○小型人体解剖模型を各グループで ◇「呼吸に関わっている臓器」，「消化に関わって

用意し，生命活動を維持するため いる臓器」，「血液循環に関わっている臓器」，「そ

４ には，どんな臓器があるかを話し の他の大事な臓器」に分けて考えられるように

時 合う。 図などを提示する。

間 ・呼吸するために肺があるね。

生命活動を維持している臓器の位置や働きは，どのようになって

いるのだろうか。

【言語活動Ⅰ】

○自分の体を使って，それぞれの臓 ◇これまでの学習を振り返り，実際に自分の体と

器がどこにあるかについて予想や 対応させて予想や仮説をもたせることにより，

仮説をもつ。 自分の体と模型とを一体化して考えさせるよう

・食べ物を消化するのは胃でおなか にする。

のあたりかな。

実験３

知識・理解③

記述分析

思考・表現②

記述分析

関心・意欲・態度②

発言分析・記述分析

技能③

行動観察・記録分析

問題

見方や考え方

第
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【体験活動Ⅱ】

映像資料や人体模型，魚の解

剖などで，体内に様々な臓器

があることを調べる。

○人体模型を使って，自分の体と対 ◇人体模型で調べる際には，「呼吸に関わってい

比させながら位置を調べ，結果を る臓器」，「消化に関わっている臓器」，「血液循

記録する。 環に関わっている臓器」，「その他の大事な臓器」

・腎臓って背中の方にあるんだ。 に分けて記録用紙に書くように助言する。

【言語活動Ⅱ】

○資料やインターネットを活用した

り，魚を解剖したりして調べた結

果を整理し，まとめる。

○調べた結果を基に分かったことを ◇分かったことを発表する際には，私たちの体に

発表する。 は生命を維持していくための大事な臓器がある

・それぞれの臓器は関連しているこ ことやそれぞれが関連し合っていることを助言

とが分かった。 する。

○人の臓器の働きについて結論を書

く。

体内には，生命活動を維持するための様々な臓器があり，それぞれ

が相互に関連しながら生命を維持している。

知識・理解④

記述分析

思考・表現②

記述分析

技能②

行動観察・記録分析

資料などの活用

見方や考え方

第
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（４）本時案

本時①（３／18時）

＜本時の目標＞

石灰水や気体検知管を安全に使い，呼気と吸気の違いについて実験を通して調べている。

（技能①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

吸う空気と吐いた空気

の違いについて予想や仮

説をもち，実験の計画を

立てている。

吸う空気と吐いた空気では，どのような違いがあるのだろうか。

【体験活動Ⅱ】

◇吸う空気と吐いた空気を比較して実験できるようにする。

石灰水や気体検知管を使った

り，資料を活用したりして，

吸う空気と吐いた空気に違い

があるかを調べる。

○前時に立てた予想を確認する。

・吐いた空気は，物が燃えるときと同 ◇石灰水は「Ａ(1)燃焼の仕組み」の実験で使用した経験がある

じで二酸化炭素が増えていると思 が，使い方を再確認することで正しく実験できるようにする。

う。

○石灰水を使った実験方法を確認す

る。

・吐いた空気を袋に集めて，石灰水で

調べてみよう。

○石灰水で吐いた空気を調べる。

・やっぱり白く濁ったから，二酸化炭

素が増えている。

・酸素はどうなっているのかな。

・酸素と二酸化炭素の割合がひっくり

返るんじゃないかな。

・ほとんど二酸化炭素になるのかな。

・気体検知管を使って吐いた空気の酸

素と二酸化炭素の割合を調べればい

いと思う。 ◇空気中の気体の割合の表を提示することで，そこからどのよう

に変化したか自分の考えを述べることができるようにする。

問題

実験１

石灰水の使い方

②①

袋の中に息を吹き込む 袋の中に石灰水を入れ，よく振る

吸う空気とはいた空気では

どのようなちがいがあるのだろうか。

予想

酸素が減る（少し，半分くらい）

二酸化炭素が増える（かなり，少し）

多くなる

吸う空気 はいた空気

第６学年「人の体のつくりと働き」
実験の計画

第

６

学

年
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○気体検知管の使い方を確認する。 ◇使い方を再確認することで正しく実験できるようにする。

◇酸素用気体検知管は，実験のときに非常に熱くなるので，やけ

どをしないようにあらかじめ指導する。

◇気体検知管の目盛りの読み方を指導する。

19％ 19.5％ 19％

◇つまずき事例①「検知管を逆さに取り付ける」

◇つまずき事例②「検知管の目盛りの読み取りを間違える（変色域の境界が鮮明でない場合）」

※つまずき事例①，②の詳細についてはつまずきに対する指導の手立て（p.125）参照

つまずき事例①，②については付属ＤＶＤ「人の体のつくりと働き」参照

○吸う空気と吐いた空気の違いを気体 ◇実験結果が一目で分かるように表でまとめるようにする。

検知管で調べ，結果を記録する。 ＜児童の実験記録＞

・吐いた空気はやっぱり二酸化炭素が

増えていた。

・酸素が全くなくなると思っていたけ

れど，違った。酸素が減った分，二

酸化炭素が増えている。

◇実験結果を記録するときには，問題に戻り，調べたことから何

が言えるかについて考察できるように支援する。

◆技能①

気体検知管，石灰水などを安全に使って，呼気と吸気の違

いを調べている。（行動観察・記録分析）

次時以降の活動

実験結果を基に，吸う空気と吐いた空気の違いを酸素や二酸化炭素の割合で表し，発表する。酸素を取

り入れ，二酸化炭素を出すことが体のどこで行われているかを，資料などを用いて調べ，まとめる。

吸った空気の中の酸素は，肺で血管を通して体内に取り入れられ，体外に二酸化炭素など

が出されている。

境界が不鮮明な場合

見方や考え方

気体検知管の使い方

① ② ③ ④

検知管を回しながら
倒して，折る

矢印の向きを確認し，
気体採取器に取り付け
る

調べる気体の中に気体検知管
の先を入れ，ハンドルを引き，
決められた時間待つ

色が変わったところ
の目盛りを読み取る

境界が目盛りの中間で

変色した場合

境界が斜めに

変色した場合

酸素の割合を調べる
第６学年「人の体のつくりと働き」

実験

第

６

学

年
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本時②（４・５／18時）

＜本時の目標＞

人の呼吸について，石灰水や気体検知管で調べた結果と予想や仮説とを照らし合わせて

推論し，自分の考えを表現している。 （思考・表現②）

実験結果や資料などの情報を基に，人や他の動物は体内に酸素が取り入れられ，体外に

二酸化炭素などが出されていることを理解している。 （知識・理解①）

＜本時の展開＞

学習活動 教師の支援（◇）・評価規準，評価方法（◆）

＜前時まで＞

吸う空気と吐いた空

気の違いを，石灰水や

気体検知管を使って調

べ，結果を出している。

吸う空気と吐いた空気では，どのような違いがあるのだろうか。

【言語活動Ⅱ】

○実験結果を整理し，考えられること ◇各班の結果を一覧にして，共通性や傾向が捉えられるように

をノートに書く。 する。

・酸素は全てなくなると予想していた

けれど，まだ残っていることが分か ◇吐いた空気の中にも酸素が残っていることや，水（水蒸気）

る。 が含まれていることにも気付かせるようにする。

・二酸化炭素はもっと多くなると思っ ◇ホワイトボードなどを活用し，結果をまとめた図表やグラフ

ていたけれど，意外と少ない。 を使って発表できるようにする。

・どの班の結果も，吐いた空気は，酸 ＜ホワイトボード記入例＞

素の割合が減って，二酸化炭素は逆

に増えている。

・班によって差はあるけれど，吸う空

気にはほとんどなかった二酸化炭素

が増えている。

・酸素が減った分だけ，二酸化炭素が

増えているようだ。

・袋に水滴が付いていたから，吐いた

空気には水が含まれていると言える。 ＜児童の実験記録＞

○問題を振り返ってまとめる。

・吐いた空気は，吸う空気よりも酸素

が少なく，二酸化炭素が多くなるこ

とから，人の体の中では，どこかで

酸素を取り入れ，二酸化炭素を出し

ていると考えられる。

ちっ素 約80％ 酸素
約17％

約0.03％
二酸化酸素など

約４％

吸う空気

はいた空気

（１班）

酸素 約17％

二酸化炭素 約４％

酸素は全てなくなる

と予想していたが，

まだ残っていること

が分かった。

ちっ素 約80％
酸素
約21％

結果

吸う空気 はいた空気

酸 素 (１班) (２班) (３班)

約21％ 酸素 約17% 酸素 約17% 酸素 約18%

二酸化炭素

約0.03％ 二酸化炭素 約4% 二酸化炭素 約3% 二酸化炭素 約3%

問題

第

６

学

年
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○酸素を取り入れ二酸化炭素を出すこ ◇空気を吸ったり吐いたりしたとき，体のどの部分に変化があ

とは体のどこで行われているかを資 るかを体感できるようにして，体のどこに空気が取り入れら

料や模型などで調べる。 れているかについて予想や仮説をもてるようにする。

・大きく息をすると，胸が膨らむ。

・吸った空気は，気管を通って肺に入 ◇映像資料や模型を用意しておき，呼吸や体のしくみについて

る。 調べられるようにする。

・人は肺で呼吸をしている。 ＜小型人体解剖模型＞

・肺には血管が通っていて，酸素の一

部が血液に取り入れられる。

○他の動物の呼吸についても資料など

を使って調べる。

・ウサギも人と同じように肺で呼吸を

しているようだ。

・魚は血管が通っているえらで呼吸を

している。

◇「酸素」，「二酸化炭素」，「血液」という言葉を用いながら，

肺とえらの働きについての共通点に気付かせるようにする。

○資料などで調べた結果を全体で交流 ◇結果を表にまとめるなどして，整理できるようにする。

する。 ＜結果をまとめた板書例＞

・陸で生活する動物は肺で呼吸してい

る。

・魚はえらで呼吸している。

・クジラは水中で生活しているけれど

も肺で呼吸している。

・カエルはオタマジャクシのときはえ

らで呼吸し，親になると肺で呼吸す

るようになる。

○吸う空気と吐いた空気の違いについ ◇模型や図などを効果的に使い，互いに説明できるようにする。

て交流し，結論をまとめる。

・動物は，酸素を取り入れて二酸化炭 ◆思考・表現②

素を出している。 人の呼吸について，自ら調べた結果と予想や仮説とを照ら

・人やウサギは肺で，魚はえらで酸素 し合わせて推論し，自分の考えを表現している。

を体内に取り入れ，二酸化炭素を出 （発言分析・記述分析）

している。

◆知識・理解①

人や他の動物では，体内に酸素が取り入れられ，体外に二

酸化炭素などが出されていることを理解している。（記述分析）

吸った空気の中の酸素は，肺で血管を通して体内に取り入れられ，体外に二酸化炭素など

が出されている。

出典：小型人体解剖模型 文部科学省「小学校理科の観察，実験の手引き」平成23年３月 p.172

結 果

肺で呼吸
ヒト，イヌ，ウサギ，カエル（親）

イルカ，クジラ

えらで呼吸
メダカ，コイ

カエル（子）

見方や考え方

第

６

学

年



- 125 -

（５）気体検知管におけるつまずきに対する指導の手立て

つまずき事例① つまずき事例②

検知管を逆さに取り付ける 検知管の目盛りの読み取りを間違える

（変色域の境界が鮮明でない場合）

指導の手立て① 指導の手立て②

検知管を逆さに取り付ける児童には，適 検知管の目盛りの読み取りを間違える児

切に差し込まないと，正しい実験結果が得 童には，検知管の色が変化している位置を

られないことを理解させることが大切であ 見極め，目盛りを正しく読めるようにする

る。 ことが大切である。

例えば，気体検知管に記された矢印に着 検知管の変色域の境界が鮮明でない場合

目させ，調べる気体が気体検知管の中を通 や，境界が斜めに変色している場合には，

る向きと関連付けて，正しく取り付けられ 例えば，変色している箇所に油性ペンで印

るようにする。また，手順として吸入する を付け，読み取る位置を明確にする指導の

側の先端を先に折り取り，すぐにゴム製の 工夫が考えられる。境界が目盛りの中間で

カバーを取り付けるように指示すること 変色している場合には数値の幅を確認し，

で，気体検知管を逆さに取り付けるといっ その中間を読み取らせるといった指導が必

た誤った操作を防ぐことができるような指 要である。

導の工夫が考えられる。 なお，検知管の目盛りの読み方について

は，算数科の学習との関連を図るなどの指

導の工夫が大切である。

※つまずき事例①，②については，付属ＤＶＤ「人の体のつくりと働き」で紹介している。

20まで色がはっきりしているけど，
18までうっすら色が付いているから，
18％にしよう。

調べる気体は矢印の方向に流れて
いくから，矢印の先を採取器に付け
るんだね。

薄いところと濃いところの間を読む
んだね。ペンで印を付けると分かりや
すいね。この場合は19％になるね。

境界が不鮮明な場合

第

６

学

年
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