
分析

〔第５学年〕 Ａ (１) 物の溶け方

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】

・ ガラス棒でろ紙に穴をあけてしまったり，ガラス棒でろうとの穴が塞がれ，正しくろ過できな

かったりする方法を解答した児童が18.6％いた。このことから，意味の理解を伴った適切な操作

が十分に身に付いていないと考えられる児童の存在が明らかになった。〔４⃣(１)正答率71.2％〕〔報

告書P.55〕

・ より妥当な考えをつくりだすために，実験結果を基に分析して考察し，その内容を記述するこ

とに課題があり，指導の充実が求められる。〔２⃣(３)正答率20.2％〕〔報告書P.37〕

【学習指導に当たって】

○ 適切な操作方法を身に付けることができるようにする

器具の操作の手順の理解だけでなく，器具を使用する目的や操作の意味を捉えることができる

ようにすることが大切である。

○ 実験結果を基に分析して考察し，その内容を記述できるようにする

観察や実験の結果を基に「事実」と「解釈」の両方を示しながら，説明できるようにすること

が大切である。

ここでは，第５学年「物の溶け方」における問題解決を指導事例として挙げている。課題とな

っているろ過の意味の理解を伴った適切な操作を身に付けることができるようにしている。また，

複数の物を使った実験結果を事実とし，事実から解釈したことを「実験結果からいえること」と

して説明する学習活動を通して，分析して考察できるようにしている。

ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，
溶けている物を取り出すことができるのだろうか事例４ 技能

３．本指導事例では

【指導のポイント】

○ 器具の操作の手順の理解だけでなく，器具を使用する目的や操作の意味を捉える場

面を設定する

溶け残った物や不純物などを取り除く必然性のある問題を設定できるようにしている。また，

ろ過の操作の手順を示すだけではなく，間違えやすい事例を教師が演示し，各操作の意味を考え

る場面を設定することで，器具を使用する目的や操作の意味を児童が捉えることができるように

している。

○ 実験結果を整理し，事実とその解釈の両方を示しながら説明する場面を設定する

ミョウバンと食塩の２種類の物を使った実験を行い，その結果を比較し整理できるようにして

いる。また，前時までの既習の内容を想起することができるようにして，溶かした水の量や温度

など変化させた条件に着目しながら，ミョウバンと食塩の溶ける量の違いを基に，実験の結果を

分析して考察し，「事実」と「解釈」の両方を示しながら表現できるようにしている。
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（１）単元の目標

物が水に溶ける量や様子に着目して，水の温度や量などの条件を制御しながら，物の溶け方

の規則性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，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力や主体的に問題解決

しようとする態度を育成する。

（２）単元の評価規準

（３）単元の指導計画（全13時間）

次 主な学習活動

第一次 問題の見いだし

(１時間) ■食塩が溶ける様子を観察し，見いだした問題を類型化して共有する。

・食塩は，水に溶けて見えなくなったけれど，なくなったのだろうか。

・食塩は，目に見えなくてもあるとしたら，重さを量れば分かるのだろうか。（第二次）

・食塩は，水に溶ける量に限りがあるのだろうか。（第三次）

・食塩は，水の量を増やしたら，溶ける量は増えるのだろうか。（第三次）

・食塩は，水の温度を上げたら，溶ける量は増えるのだろうか。（第三次）

・他の物も同じように溶けるのだろうか。（第四次）

第二次 物が溶けた水の重さ

(２時間) 【問題】食塩を水に溶かすと，全体の重さはどうなるのだろうか。

■水に溶けた物がどうなるのかについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

４．単元：物の溶け方 （全13時間）

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

①物が溶けても，水と物とを合わ ①物の溶け方について，予想や仮 ①物の溶け方についての事物・

せた重さは変わらないことを理 説を基に，解決の方法を発想 現象に進んで関わり，粘り強

解している。 し，表現するなどして問題解決 く，他者と関わりながら問題

②物が水に溶ける量には限度があ している。 解決しようとしている。

ることを理解している。 ②物の溶け方について，観察，実 ②物の溶け方について学んだこ

③物が水に溶ける量は水の温度や 験などを行い，得られた結果を とを学習や生活に生かそうと

量，溶ける物によって違うこと 基に考察し，表現するなどして している。

や，この性質を利用して，溶け 問題解決している。

ている物を取り出すことができ

ることを理解している。

④物の溶け方について，観察，実

験などの目的に応じて，器具や

機器などを選択して，正しく扱

いながら調べ，それらの過程や

得られた結果を適切に記録して

いる。
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■実験結果から，溶けた物について考察し，発表する。

【結論】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。

■溶けている物が均一に広がることを確認する。

第三次 物が水に溶ける量

(３時間) 【問題】食塩は，水に限りなく溶けるのだろうか。

■食塩が水に溶ける量について，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，食塩が水に溶ける量について考察し，発表する。

【結論】食塩は，決まった量の水に溶ける量には限度がある。

【問題】食塩は，水の量を増やしたり，水の温度を上げたりすると，水に溶ける量は増える

のだろうか。

■水の量を増やしたり，水の温度を上げたりしたときの食塩が溶ける量について，予想や

仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，水の量を増やしたり，水の温度を上げたりしたときの食塩が溶ける量に

ついて考察し，発表する。

【結論】食塩は，水の量を増やすと，溶ける量は増える。水の温度を上げても，決まった量

の水に溶ける量はほとんど変わらない。

第四次 物が水に溶ける量

(３時間) ■前時までの食塩の溶け方について確認する。

【問題】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。

■ミョウバンが水に溶ける限度や水の量，水の温度を変えたときのミョウバンが水に溶け

る量について，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，ミョウバンが水に溶ける限度や水の量，水の温度を変えたときのミョウ

バンが水に溶ける量について考察し，発表する。

【結論】ミョウバンは，食塩と同じように，決まった量の水に溶ける量に限度があり，水の

量を増やすと，溶ける量は増える。さらに，水の温度を上げると，決まった量の水

に溶ける量は増える。

第五次 水に溶けている物を取り出す

(４時間) ■前時の実験後，ミョウバンの水溶液と食塩の水溶液から溶け残りや析出があることにつ

いて話し合う。

■溶けているミョウバンや食塩を取り出すことができないかという意見を基に，「水溶液

を冷やす」，「水溶液を蒸発させる」の２つの観点で問題を設定する。

【問題】ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだ

ろうか。

■冷やすことにより溶けている物を取り出すことについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■ろ過の器具の適切な操作を理解する。

■実験結果から，水溶液を冷やして，溶けている物を取り出すことについて考察し，発表

する。

本時（１１・１２／１３）
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【結論】ミョウバンの水溶液は冷やすと，溶けている物を取り出すことができる。食塩の水

溶液は冷やしても，溶けている物を取り出すことができない。

【問題】ミョウバンや食塩の水溶液を蒸発させると，溶けている物を取り出すことができる

のだろうか。

■蒸発させて溶けている物を取り出すことについて，予想や仮説を発想する。

■解決の方法を発想し，実験する。

■実験結果から，水溶液を蒸発させて，溶けている物を取り出すことについて考察し，

発表する。

【結論】ミョウバンの水溶液も食塩の水溶液も蒸発させると，溶けている物を取り出すこと

ができる。

■これまでの学習を振り返る。

（１）本時の目標

「物の溶け方について，観察，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，「ろ過の技能を身に付け，高い温度で物を溶かした水溶液を冷

やすと溶けた物が出てくることを，実験結果を基に分析して考察し記述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 ○ 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＞

「物が水に溶ける量には限りがあるのだろうか」という問題に対して，水の量や温度を変えて

ミョウバンと食塩を溶かして調べた。調べた後，放置していたミョウバンと食塩の水溶液に溶け

残りや析出があることから，これらの水溶液の状況を基に，児童は水溶液の透明な部分に溶けて

いる物があるのだろうか，あるのならどのようにしたら取り出すことができるのかを話し合っ

た。その結果，「水溶液を冷やす」，「水溶液を蒸発させる」が方法として出され，「水溶液を

冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだろうか」，「水溶液を蒸発させると，溶け

ている物を取り出すことができるのだろうか」の２つが問題として設定された。

さらに，問題「ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができる

のだろうか」に対して個人で予想を行い，学級で個人の予想を共有している。

１．前時までの振り返り

■前時までの既習の内容を確認する。 ◆物が水に溶ける量は水の量や温度，溶ける物

■水の量を増やしたり，温度を上げたりすると， によって違いがあることを示す実験結果の表

物が水に溶ける量が増えることを振り返る。 やグラフを提示し，前時までの学習を想起す

ることができるようにする。

５．本時：水に溶けている物を取り出す
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２．問題の確認

■本時の問題を確認する。

３．予想の確認

■問題について，物が水に溶ける量などの既習の

内容や生活経験を基に，予想や仮説を発想す

る。

【 児童の発言（例）】

ミョウバンは，水の温 ミョウバンは，温度が

度を高くするとたくさ 下がって出てきている

ん溶けたので，冷やし ので，これ以上取り出

て温度を下げると取り せないと思う。食塩は

出せると思う。食塩も 水の温度を高くしても

同じように取り出せる 溶ける量は変わらなか

と思う。 ったので，冷やして温

度を下げても取り出せ

ないと思う。

４．検証計画の立案

■予想を確かめるための実験方法を考えて，発表 ◆水の温度をもっと下げるということに着目し

する。 て，実験方法を考えることができるようにす

る。

【 児童の発言（例）】

水で冷やして，出てくるかどうかで調べる。

その前に，溶け残りや出てきたミョウバンや

食塩を取り除かないといけないと思う。

５．実験

■ろ過の適切な操作の手順を知る。 ◆ろ過の適切な操作の手順を示す。

問題：ミョウバンや食塩の水溶液を冷やすと，溶けている物を取り出すことができるのだろうか。

児童の予想を記した板書（例）

指導の工夫（１） 02:48～03:37

液体と固体を分ける必然性のある問題

を設定することで，ろ過の目的を捉え

ることができるようにする
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■ろ過の間違えやすい事例について，その意味を

考える。

【 児童の発言（例）】 演示した誤った操作（例）

・液は斜めにしたガラス棒に少しずつ伝わらせ ・ろうとのサイズに合わないろ紙を使用する

ないと，こぼれると思う。 ・ろ紙を水でぬらさない

・ガラス棒がろ紙の底に当たると，ガラスがない ・ろうとの先がビーカーの壁に付かないよう

から押したら破れると思う。 配置する

・液をたくさん入れすぎると，ろ紙とろうとのす ・ガラス棒を真っすぐにして持つ

き間からあふれてしまうと思う。 ・液を勢いよく注ぐ

・ろうとの先をビーカーの壁に付けないと，液が

はねるし，時間がかかると思う。

・ろ紙を超えないように液を入れたり，ろうとの

サイズに合ったろ紙を使ったりしないといけな

いと思う。

■操作の手順を確認しながら，ろ過する。

ろ過の適切な操作（例）

ろ過の誤った操作（例）

指導の工夫（２） 05:20～06:18

誤った操作を演示することで，ろ過の

操作の意味を捉えることができるよう

にする

指導の工夫（３） 08:17～08:26

グループで確認し合いながらろ過する

ことで，操作の確認ができるようにす

る

手順を確認しながらろ過を行う
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■必要な器具を用意して，考えた方法で実験す ◆安全，環境整備に配慮する。

る。

◆実験がうまくいかない場合や，予想と異なる

実験結果が出た場合は，実験方法を振り返

り，必要に応じて再度実験を行うよう促す。

■実験結果をノートに記入する。 ○知識・技能④【行動観察・記録分析】

物の溶け方について，観察，実験などの目的

に応じて，器具や機器などを選択して，正し

く扱いながら調べ，それらの過程や得られた

結果を適切に記録しているか確認する。

６．結果の処理

■各グループの実験結果を確認し，全体的な傾向

を読み取る。

【 グループの実験結果 】 ◆グループごとの実験結果を表にし，共有を図

る。

◆複数の実験結果を分析し，より妥当な考えを

つくりだすことができるようにする。

７．考察

■実験結果を基に，考えられることを言葉でまと

め，ノートに書く。

【 児童のノート（例）】

＜ミョウバン＞ ＜食塩＞ ◆予想で用いた言葉や科学的な用語を使って記

冷やして温度を下げ 冷やして温度を下げ 述するよう指示する。

たらミョウバンが出 ても食塩は出てこな

てきたから取り出せ かったから，取り出

計画を基に実験を行う

＜ミョウバン＞

出てきた。

指導の工夫（４） 09:44～10:08

板書を工夫することで，複数の物質の

実験結果を比較することができるよう

にする

指導の工夫（５） 12:36～13:09

事実と解釈の両方を記入しているかを

確認することで，よりよい考察ができ

るようにする

＜食塩＞

ほとんど

出てこなかった。
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た。 せなかった。

水の温度を高くして 水の温度を高くして

たくさんとけていた もそれ以下の温度で

ものがとけきれなく もとける量が変わら

なって出てきたから なかったからだと考

だと考えられる。 えられる。

８．結論の導出

■結論をまとめ，ノートに書く。 ◆それぞれのグループの実験結果と考察から，

本時の問題に正対する結論を導き出せるよう

にする。

◆既習の内容と本時の実験結果を確認すること

で，結論について根拠をもって述べることが

できるようにする。

結論：ミョウバンの水溶液は，冷やすと溶けている物を取り出すことができる。

食塩の水溶液は，冷やしても溶けている物を取り出すことができない。

◎思考・判断・表現②【発言分析・記述分析】

物の溶け方について，観察，実験などを行

い，得られた結果を基に考察し，表現してい

るかを評価する。

本時の振り返り

■本時の学習活動を振り返る。 ◆本時の指導のポイントである「技能」や「分

析」に関する振り返りができるようにする。

（１） 液体と固体を分ける必然性のある問題を設定することで，ろ過の目的を捉える

ことができるようにする

器具の適切な操作方法を身に付けることができるようにするためには，器具の操作の手順

の理解だけではなく，器具を使用する目的を捉えることが大切である。

本事例では，解決の方法を発想する過程で，前の時間に温めて溶かしたミョウバンが冷え

て出てきたことに注目し，水溶液の透明な部分に溶けている物を取り出すことができるかど

うかという問題を見いだした。この問題によって，溶け残った物や不純物などを取り除く必

要があることに気付くよう促すことで，固体と液体を分けるというろ過の目的を明確にでき

るようにした。

児童は，解決の方法を発想する際に，水溶液を冷やすと溶けている物を取り出すことがで

きるかどうかを調べるためには，まず，食塩の溶け残りや冷えて出てきたミョウバンを取り

除く必要があることに気付き，その気付きが必然性をもってろ過を行う姿につながった。

6．本事例における指導の工夫等
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（２） 誤った操作を演示することで，ろ過の操作の意味を捉えることができるように

する

器具の適切な操作方法を身に付けることができる

ようにするためには，器具の操作の手順の理解だけ

ではなく，操作の意味を捉えることが大切である。

本事例では，ろ紙の役割や適切な操作の手順を確

認した上で，誤った操作を教師が演示し（図１），

ガラス棒をろ紙のどの位置に当てればよいのか，ろ

過する液がろ紙を超えないようにろ紙の大きさや入

れる液の量をどれぐらいにすればよいのか等につい

て映像で確認しながら話し合う場面を設定すること

で，器具を使用する目的や操作の意味を捉えることができるようにした。

児童は教師の演示した誤った操作と適切な操作を比較することで，ろ過で固体と液体を分

けるために，どのような操作を行う必要があるのかを考えることができた。

（３） グループで確認し合いながらろ過することで，操作の確認ができるようにする

器具の適切な操作方法を身に付けることができるようにするためには，教師が教える場面

と児童が考える場面，児童が実際に操作する場面とを組み立て，学びが深まるように促すこ

とが大切である。

本事例では，教師がろ過の目的や適切な操作の手順を指導した。次に，誤った操作を演示

して操作の意味を考えることができるようにした後に，グループごとに一人一人がろ過する

よう促すことで，適切な操作ができているかを確かめ合うことができるようにした。

児童は教師の演示によって捉えた適切な操作を想起しながら，一人一人がろ過を行ってい

た。グループで操作の方法を確認したり，アドバイスをしたりすることで適切にろ過するこ

とができた。

（４） 板書を工夫することで，複数の物質の実験結果を比較することができるように

する

実験結果を基に分析して考察し，既習の内容を基

に判断した根拠や理由を記述することができるよう

にするためには，複数の物質の実験結果を比較し，

より妥当な考えをつくり出すことができるようにす

ることが大切である。

本事例では，ミョウバンと食塩の２種類の実験結

果を示して比較することで，前時までの既習の内容

である，物が水に溶ける量は水の量や温度，溶かす

物によって違いがあることを想起することができるようにした。また，グループごとの実験

結果を表に整理して共有し，それを基に考察することで（図２），より妥当な考えをつくり

出すことができるようにした。

児童は氷水で冷やしたことでミョウバンの水溶液と食塩水にどのような変化が起きたかを

記録した。グループごとの実験結果を整理した表を基に，ミョウバンの水溶液と食塩水の実

験結果の違いを既習の内容と関係付けて考察することができた。

図１ 教師が誤ったろ過を演示する様子

図２ グループごとの実験結果を
整理した表
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（５） 事実と解釈の両方を記入しているかを確認することで，よりよい考察ができる

ようにする

自分の予想にとらわれずに，実験結果を基に分析

して考察し，その内容を記述できるようにするため

には，事実（実験結果）と，その解釈（事実から考

えられること）の両方を示しながら，説明できるよ

うにすることが大切である。

本事例では，児童の考察を基に，教師が，「水溶

液を冷やすとミョウバンは出てきたが，食塩は出て

こなかった」という事実と，「ミョウバンは取り出

せるが，食塩は取り出せない」という解釈を整理

し，児童が事実と解釈を分けて記入しているか（図３）を見直すよう促すことで，よりよい

考察となるようにした。

児童は，板書にある実験結果や，教師が事実と解釈に分けて整理した考察の文言を基に，

事実と解釈についての自らの記述を振り返っていた。

図３ 事実とその解釈の両方が書かれた
児童のノート
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