
（１）単元の目標

物の形や体積に着目して，重さを比較しながら，物の性質を調べる活動を通して，それらにつ

いての理解を図り，観察，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に差異点や共通点を

基に，問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

分析事例１ 物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか

〔第３学年〕 Ａ (１) 物と重さ

２．平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果から

１．関連する学習指導要領の内容

【分析結果と課題】

・ より妥当な考えをつくりだすために，複数の情報を関係付けながら，分析して考察することに

課題がある。〔２(４)正答率60.0％〕〔報告書P.40〕

【学習指導に当たって】

〇 複数の情報を関係付けながら，多面的に分析して考察できるようにする。

複数の情報を収集して児童同士が共有し，それらを関係付けるための話合いを重視することが

大切である。

ここでは，第３学年「物と重さ」を指導事例として挙げている。「物は，形が変わっても重さ

は変わらないのだろうか」という問題について，実験結果を基に，粘土などの物の形と重さとの

関係について考えたり，話し合ったりするなどの活動の充実を図ることで，複数の情報を関係付

けながら，多面的に分析して考察できるようにしている。また，機器の使用については，算数科

の学習との関連を図るとともに，児童の実態に応じて指導の工夫を行うようにしている。

４．単元：物と重さ （全８時間）

３．本指導事例では

【指導のポイント】

○ 目的に応じて情報を整理した上で考察を行う場面を設定する

児童が物の材質を意識できるようにするために，教師は児童が実験結果を材質ごとに色分けし

て付箋に書き込むことができるようにしている。また，それを使用して個人の実験結果をグルー

プで整理し，整理した結果を基に個人で考察し，それをグループで共有し，グループでの考察も

行う。次にグループで整理した実験結果とそれを基にした考察をクラスで共有できるようにして

いる。

実験結果には，誤差が含まれることが考えられる。器具の適切な操作を確認することや，他者

の実験結果と照らし合わせたり，実験結果を全体で把握できるようにしたりすることで，実験結

果の傾向を読み取ることができるようにしている。
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（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全８時間）

次 主な学習活動

第一次 物の重さを調べよう

(４時間) ■形を変えた粘土の重さを比べ，形による重さの違いについて話し合う。

【問題】粘土は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

■形が変わったときの粘土の重さについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

・粘土の形を変えて，重さを調べる。

・重さを調べるときは袋に入れて，量が変わらないようにする。

■実験結果を整理し，考察する。

・グループの実験結果を基に考察する。

・実験結果から考えたことを，学級全体で共有する。

■形が変わったときの粘土の重さについて考え，結論を導き出す。

【結論】粘土は，形が変わっても重さは変わらない。

■粘土での実験を受けて，他の物でも同じように形を変えても重さは変わらないのかにつ

いて話し合い，問題を見いだす。

【問題】物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

■形が変わったときの物の重さについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想する。

■問題と予想を確認する。

■解決の方法を確認し，実験する。

■実験結果を整理し，考察する。

・グループの実験結果を基に考察する。

・実験結果から考えたことを，学級全体で共有する。

■形が変わったときの物の重さについて考え，結論を導き出す。

【結論】物は，形が変わっても重さは変わらない。

第二次 物の重さをくらべよう

(４時間) ■食塩と砂糖を区別する方法を話し合う。1 kgの食塩と砂糖を手で持ったり，見て比べた

本時（３・４／４）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①物は，形が変わっても重さは変 ①物の性質について，差異点や共 ①物の性質についての事物・現

わらないことを理解している。 通点を基に，問題を見いだし， 象に進んで関わり，他者と関

②物は，体積が同じでも重さは違 表現するなどして問題解決して わりながら問題解決しようと

うことがあることを理解してい いる。 している。

る。 ②物の性質について，観察，実験 ②物の性質について学んだこと

③物の性質について，器具や機器 などを行い，得られた結果を基 を学習や生活に生かそうとし

などを正しく扱いながら調べ， に考察し，表現するなどして問 ている。

それらの過程や得られた結果を 題解決している。

分かりやすく記録している。
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りしながら，材質と重さの関係について考える。

【問題】食塩と砂糖は，体積が同じでも重さは違うのだろうか。

■体積をそろえたときの食塩と砂糖の重さについて，既習の内容や生活経験を基に，予

想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果を基に，体積をそろえたときの食塩と砂糖の重さについて考察する。

【結論】食塩と砂糖は，体積が同じでも重さは違う。

【問題】物は，体積が同じでも重さは違うのだろうか。

■体積をそろえたときの物の重さについて，既習の内容や生活経験を基に，予想や仮説

を発想する。

■解決の方法を発想し，同じ体積の物（木，鉄，アルミニウム，プラスチック，ゴムな

ど）を使って実験する。

■実験結果を基に，体積をそろえたときの物の重さについて考察する。

【結論】物は，体積が同じでも重さは違うことがある。

（１）本時の目標

「物の形を変えたときの重さの変化について，観察や実験などを行い，得られた結果を基に

考察し，表現することができるようにする」ことを本時の目標として，平成30年度全国学力・

学習状況調査の調査結果を踏まえた課題を基にした，「粘土以外の物の形を変えたときの重さ

について，複数の実験結果を基に分析して考察し，自分の考えを表現することができるように

する」ことを達成できるようにする。

（２）展開例

◆ 指導・支援，留意点

学 習 活 動 〇 児童の学習状況を確認

◎ 児童の学習状況を評価

＜前時までの様子＞

「粘土は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか」という問題に対して，生活経験を基

に，予想や仮説を発想し，粘土を使って実験を行った。そして，自分と他者の実験結果を基に，

「粘土は，形が変わっても重さは変わらない」という結論を導き出した。その後，どんな物で

も，形が変わっても重さは変わらないと言えるのかについて話し合い，複数の物で調べる必要性

に気付き，粘土以外でも実験を行うことになった。

１．問題の確認

■前時を振り返り，本時の問題を確認する。 ◆前時の振り返りを紹介したり，粘土の形を変

【 児童の発言（例）】 える実験を示したりすることにより，前時ま

粘土は形を変えても重さ 物によっては，形が変 でに分かっていることを確認するとともに，

は変わらなかったが，他 わると重さも変わる物 本時の問題を捉えることができるようにす

の物はどうだろう。 があると思う。 る。

５．本時：物の重さを調べよう
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問題：物は，形が変わっても重さは変わらないのだろうか。

２．予想の確認

■問題について前時の結論や生活経験を基に予想 ◆前の時間の結論や生活経験を踏まえて予想す

する。 ることで，根拠のある予想や仮説を発想する

ことができるようにする。

【 児童の発言（例）】 ◆児童の予想を類型化し，児童が自分の予想と

粘土は，重さが 金属など，丸 物によって 同じところにネームカードを貼ることで，自

変わらなかった めると重さが は，丸めたと 分の予想を明確にするとともに他者の予想も

から，他の物も 変わる物もあ きと細かくし 把握できるようにする。

形が変わっても ると思う。 たときに重さ

重さは変わらな が違うことが

いと思う。 あると思う。

３．検証計画の立案

■予想を確かめるための実験方法を考え，発表す ◆様々な形に変えることができる物を準備する

る。 ことにより，複数の実験を行うことができる

ようにする。本時では，紙コップ，アルミニ

【 児童の発言（例）】 ウム箔，角砂糖について調べる。

紙コップを切っ アルミニウム 角砂糖を木づ ◆前時で用いた実験器具の使い方を整理するこ

て，風車の形に 箔を丸めたと ちで砕いて調 とにより，実験中に適切な操作を意識できる

して調べる。重 きを調べる。 べる。細かく ようにする。

さは形を変える 固まって，重 なると，重さ ◆細かく砕くような場合では，破片が飛び散ら

前と変わらない さは重くなる は軽くなって ないようにビニル袋に入れるなどの方法によ

と思う。 と思う。 いると思う。 り，正確に重さを量ることができるようにす

る。

■電子てんびんの使い方について，確認する。

■実験結果の記録の方法について，確認する。

４．実験

■必要な器具を用意して，考えた方法で実験する。 ◆数値が異なった実験結果は「間違い」とせ

■実験した物の材質ごとに，色分けした付箋に実 ず，もう一度確かめることで，実験操作の誤

験結果を記録する。 りであることに気付くことができるようにす

る。

【 児童の発言（例）】

紙コップは，風 アルミニウム 角砂糖を細か

指導の工夫（１） 02:58～03:54

実験する物の材質ごとに色を分けて

実験結果を示すことで，材質を意識

することができるようにする

－ 小理- 5 －



指導の工夫（３） 08:08～09:07

グループで実験結果を整理すること

で，複数の実験結果から個人で考察

を行うことができるようにする

車の形にしたと 箔は，はじめ くすると，重

き，細かく切っ の重さが３ｇ さが軽くなっ

たとき，丸めた で，丸く固め た。他の人の

ときの３回調べ たときも３ｇ 実験結果も知

た。全て重さは だった。 りたい。

変わ らな かっ

た。

５．結果の処理

■グループの実験結果をホワイトボードに整理す

る。

６．考察

■個人で考察し，ワークシートに記入する。 ◆事実（実験結果）と，その解釈（事実から考

■グループで考察を話し合う。 えられること）の両方から考察をするように

指導する。

【 児童の発言（例）】

アルミニウム ほとんどの結 ２回目の実験

箔，紙コップ， 果が重さは変 はグループの

角砂糖の重さは わらなかった 全員の結果が

変わ らな いの ので，グルー 「変わらな

で，どんな物で プでは「重さ い」だったの

も形を変えても は 変 わ ら な で，「重さは

「重さは変わら い」と言えそ 変わらない」

ない」と言えそ うだ。 と言えそう

うだ。 だ。

■グループの考察を発表する。

■各グループの考察を基に，考えられることを個

人でまとめる。

【 児童のノート（例）】

・２回目のじっけんは，電子てんびんのつかい方

に気をつけたら「かわらなかった」というじっ

けんけっかがふえたので，おもさはかわらない

と考えられる。

・おもさがかわったと言っても，ほとんど１ｇだ

指導の工夫（４） 09:20～10:49

グループの考察を共有することで，

より妥当な考えをつくりだすことが

できるようにする

指導の工夫（２） 06:01～07:05

再実験を認めることで，児童の粘り強さ

を支援できるようにする

グループで考察を話し合う

グループの考察を発表する
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ったことや，どのグループもおもさはかわらな

いと考えていたので，形をかえてもおもさはか

わらないと考えられる。

・アルミニウムはくも紙コップも角ざとうも形が ◎思考・判断・表現②【発言分析・記述分析】

かわってもおもさがかわらないので，どんなも 物の形を変えたときの重さの変化について，

のでも，形をかえてもおもさはかわらないと考 観察や実験などを行い，得られた結果を基に

えられる。 考察し，表現しているかを評価する

７．結論の導出

■考察を発表し，結論をまとめ，ノートに書く。 ◆問題を振り返ることで，それぞれのグループ

【 児童の発言（例）】 の実験結果と考察から本時の問題に正対する

電子てんびんの使い方に気を付けて実験すれ 結論を導き出すことができるようにする。

ば，実験結果は重さが変わらなかったので，

「物は，形が変わっても重さは変わらない」と

いう結論でよいと思う。

結論：物は，形が変わっても重さは変わらない。

■本時の学習活動を振り返る。

（１） 実験する物の材質ごとに色を分けて実験結果を示すことで，材質を意識するこ

とができるようにする

問題解決の過程を通して，「物は，形が変わっても重さは変わらない」ことを理解するた

めには，個々の実験結果に着目するにとどまらず，多くの実験結果から共通することに着目

し，一般化することが大切である。本事例では，

「物は，形が変わっても重さは変わらない」とい

う結論を導き出すために，実験する物の材質ごと

に付箋の色を分けて実験結果を示すこと（図１）

で，個々の実験結果だけではなく，材質に着目で

きるようにした。こうした工夫により，「紙は重

さは変わらなかったし，砂糖も重さは変わらなか

った」など，どの材質に関する実験結果なのかを

把握する姿が見られた。

（２） 再実験を認めることで，児童の粘り強さを支援できるようにする

「物は，形が変わっても重さは変わらない」ことを理解するためには，実験の誤差をでき

るだけ減らす必要がある。しかし，実験結果にはどうしても誤差が含まれることがある。そ

の際に，児童の既習の内容や実態を踏まえ，どのように誤差を捉えているのかを確認し，実

験結果に納得のいかない児童に対しては，再実験を認めることが大切である。

図１ 材質ごとに色分けして
実験結果を書いた付箋

６．本事例における指導の工夫等
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本事例では，誤差を減らすために，電子てんびんの適切な操作を再確認したり，物をファ

スナー付きのビニル袋に入れたりするなどして実験するようにした。しかし，３年生の児童

の実態を考えたときに，実験結果に誤差が含まれることが考えられる。そこで，個人の実験

結果だけではなく，グループの実験結果や考察などを確認できるようにすることで，実験結

果の傾向とそれを基にした考察を確認できるよう

にした。自分の実験結果と他者の実験結果を比較

できるようにすることで，実験結果が一致しない

児童が再実験を希望した。その際に，再実験する

目的や機器の操作の手順を確認した上で再実験を

行っていくことで，適切に操作できていなかった

ことに気付くことができた。児童は，この再実験

を行ったことで，実験結果に自信をもって考察に

取り組むことができた（図２）。

（３） グループで実験結果を整理することで，複数の実験結果から個人で考察を行う

ことができるようにする

個々の観察や実験の結果のみに基づいて考察を行

うことは，科学の基本的な条件である再現性や客観

性に関し，妥当性が低いものとなる。そこで，より

多くの実験結果から判断することが大切である。

本事例では，ホワイトボードを使用することで，

グループで実験結果を整理できるようにした。ま

た，それを基に個人で考察を行う時間を設定した

（図３）。

実験結果をグループで整理する際，実験結果が書

かれた付箋を色ごとに並べることで，材質を意識して考える児童が見られた。また，色分けを

することで，短い時間で材質に関する考えをつくりだす姿が見られた。

（４） グループの考察を共有することで，より妥当な考えをつくりだすことができる

ようにする

科学の基本的な条件である客観性を高め，より妥

当な考えをつくりだすためには，自分の考えだけで

問題解決を図るのではなく，他者の考えを考慮する

ことが大切である。

本事例では，考察の場面で，個人で考える時間を

設けた後にグループで考察の交流を行い，さらに，

グループの考察をクラスで共有することで（図

４），より妥当な考えをつくりだすことができるよ

うにした。

児童は，自分たちだけでなく，他の多くのグループも変形の前後で重さは変化していない

という考えだったことから，「多くのグループの考えが同じだったので，物は形が変わって

も重さは変わらないと思います」と発言していた。

図３ 実験結果を基に考察を行う様子

図２ 児童のワークシート

図４ グループの実験結果とグループの
考察を発表する様子
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