
第一次　チョウを育てよう 第二次　こん虫のなかま 第三次　バッタの育ち方 第四次　こん虫などのすみか

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「チョウはどんな風に育つのだろ
う。」

「この前はチョウを調べたけど、他の
こん虫の体のつくりはどうなっている
のだろう。」

「バッタはどのように育つのだろ
う。」

「こん虫はどんなところでくらしてい
るのだろう。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「チョウはたまごからどのように育つ
のだろうか。」

「バッタやトンボの体のつくりはどう
なっているのかな。」

「バッタはどのように育って成虫にな
るのだろう。」

「こん虫などの動物は、どんなところ
をすみかにしているのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「小さな青虫が大きくなってチョウに
なると思います。」

「チョウのように頭、胸、腹からでき
ていて、胸から足が６本はえていると
思います。」

「たまごからかえると、小さなバッタ
の幼虫がだんだん大きくなり、成虫に
なると思います。」

「食べる物があったり、かくれやすい
場所にすんでいると思います。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「キャベツの葉についているチョウの
卵を探します。飼育する容器に移し、
お世話をしながら、毎日写真を撮ると
ともに観察、記録をして成長の様子を
調べます。」

「トンボやバッタを捕まえ、透明の容
器などに入れ、体のつくりを観察しま
す。」

「トンボを探します。飼育する容器に
移し、お世話をしながら、毎日写真を
撮るとともに観察、記録をして成長の
様子を調べます。」

「こん虫を探し、そのこん虫がいた場
所と行動を記録します。そして、そこ
にそのこん虫がいた理由を考えます。
表にまとめ、規則性や共通点を考えま
す。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「毎日、決まった場所で観察、記録を
します。」

「毎日、決まった場所で観察、記録を
します。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「記録した写真を一覧表にして、変化
の様子がわかるようにします。」

「バッタとトンボ、チョウの写真を並
べ、表にします。」

「記録した写真を一覧表にして、変化
の様子がわかるようにします。」

「こん虫の名前、いた場所、行動、す
みかにしている理由を一覧にし、表に
します。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「絵などの図を使って簡易に表し、わ
かりやすくします。」

「絵などの図を使って簡易に表し、わ
かりやすくします。」

「絵などの図を使って簡易に表し、わ
かりやすくします。」

「飼育カゴの中に、こん虫のいた場所
を再現し、様子をみます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「モンシロチョウとアゲハを比べて、
卵、幼虫、さなぎ、成虫のつくりの違
いを見ます。」

「チョウ、トンボ、バッタの体のつく
りを頭、胸、腹、足に注目して比べま
す。」

「モンシロチョウとアゲハを比べて、
成長の順番や様子の違いを見ます。」

「食べているものといた場所に注目し
て、仲間分けしてみます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「モンシロチョウもアゲハも卵、幼
虫、さなぎ、成虫という一定の順序で
成長する。」
「チョウの成虫の体は、頭、胸、腹か
らできていて、胸に足が６本ある。」
「２本の触覚があり、大きな羽があ
る。」

「トンボもバッタも成虫の体は、頭、
胸、腹からできていて、胸に足が６本
ある。」

「バッタやは卵、幼虫、成虫という一
定の順序で成長する。」

「見つけたこん虫は、えさがあるとこ
ろや自分の体を隠せる場所にいまし
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「チョウは、卵、幼虫、さなぎ、成虫
という順に育ち、成虫の体は、頭、
胸、腹に分かれ、胸から６本の足が出
ていた。」

「トンボもバッタも成虫の体は、頭、
胸、腹からできていて、胸に足が６本
あった。このことから、こん虫の体に
は同じ特徴がある。」

「トンボやバッタは、卵、幼虫、成虫
という順に育った。このことから、こ
ん虫の成長には、卵、幼虫、さなぎ、
成虫の順に育つものと、卵、幼虫、成
虫の順に育つものがあることがわか
る。

「見つけたこん虫は、えさがあるとこ
ろや自分の体を隠せる場所にいた。こ
のことから、こん虫はえさを探しやす
く、自分の身を守りやすい場所をすみ
かにしていることがわかる。

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「チョウの成長には一定の順序があ
り、卵、幼虫、さなぎ、成虫の順に育
つ。成虫の体は、頭、胸、腹からでき
ていて、胸に足が６本ある。」

「トンボやバッタもこん虫であり、
頭、むね、はらからできていて、胸に
足が６本ある。」

「バッタの成長には一定の順序があ
り、卵、幼虫、成虫という順に育
つ。」

「こん虫はえさを探しやすく、自分の
身を守りやすい場所をすみかにしてい
る」
「植物は色々な動物のすみかになって
いる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「たまごによって成長する早さや大き
さに違いがあるから、観察する卵をい
つも同じものに決めたんだね。」
「キャベツをプランターに植えて育て
たから、持ち運びができて観察がしや
すかったね。」

「なかなか、トンボやバッタが見つか
らなかった。事前に詳しい人に聞い
て、見つかる場所を探したり、捕まえ
ておくことも大切だね。」

「毎日時間をつくってもらったから、
しっかりとお世話ができてバッタが成
長したね。決まった時間がないと忘れ
ていたかもしれない。」

「前もって、こん虫がなにを食べるか
調べておくと、すみかを探すヒントに
なるかもしれないね。」
「虫にさされたり、けがをしないよ
う、十分気をつけよう。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「見た目の違う幼虫は違う種類のチョ
ウになるのかな。」

「カブトムシも昆虫だけど、ふしがあ
るところが腹なのかな。」
「昆虫に見えて昆虫ではない生き物は
どんな生き物が身の回りにいるだろう
か。」

「さなぎになる昆虫やならない昆虫に
はほかにどんなものがあるのかな。」
「ヤゴを捕まえたら成中になるまで育
ててトンボになるか確かめたいな。」

「これから虫を捕まえたい時は、餌が
ありそうなところや、かくれやすい場
所を探してみます。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「チョウの成長には一定の順序があり、卵、幼虫、さなぎ、成虫の順に育つことがわかる。」
「こん虫の成虫の体のつくりには共通性があり、頭、胸、腹からできていて、胸に足が６本あることがわかる。」
「こん虫の成長には、卵、幼虫、さなぎ、成虫の順に育つものと、卵、幼虫、成虫の順に育つものがあることがわかる。」
「こん虫はえさを探しやすく、自分の身を守りやすい場所をすみかにしていることがわかる。」
「植物は様々な動物のすみかになっていることがわかる。」

「体に共通のつくりがあり、同じような育ち方をする規則性があるなんて面白い。色々なこん虫を育てて体を比べ、調べたいな。」

「注目する部分を決めて比べる方法は、これからも色々な規則性をみつけるときに役に立ちそうだ。」

「私たちの周りには色々な生き物がいて、その生き物の特徴を知ったり、すみかを知ったりすることは、様々な生き物のくらしを守る上で大切だと思う。」

「こん虫について研究している人がいるね。」
「これからは食糧としてこん虫が必要になるかもしれないという話を聞いたよ。」
「人間にとって害があるこん虫をやっつける人がいると聞いたよ。」

導入

３年　こん虫を育てよう

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　風のはたらき 第二次　ゴムのはたらき

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「風の強さで凧の上がり方が変わるの
は、どうしてかな。」

「ゴムを使って遠くまで動かすのは、ど
うすればいいのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「風は物を動かすことができるのだろう
か。」
「動かすとしたら、風が強くなると動か
す力は変わるのだろうか。」

「ゴムで物を動かすことができるのだろ
うか。」
「動くとしたら遠くまで動くのはどんな
ときか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「風がぶつかって物を動かすはずだ。」
「強い風だと、強い力で押しているはず
だ。」

「風も強いとたくさん動いたから、ゴム
もたくさん引っ張るとたくさん動くので
はないか。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「強い風と弱い風で物の動き方を確かめ
ます。」
「スタートからどこまで動いたかを、長
さを測ります。」
「弱い風と強い風の両方で確かめま
す。」

「弱い力でゴムを引っ張るのと強い力で
ゴムを引っ張るときで、物の動き方を確
かめます。」
「ゴムの伸ばし方を短いときと長いとき
の両方で調べて、スタートから動いた長
さを測ります。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「スタート位置や送風機の置く場所をい
つも同じにして調べます。」

「スタートの位置やゴムの伸ばし始める
場所を同じにして調べます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「動いた長さを表にします。」 「伸ばしたゴムの長さと動いた長さを表
にします。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「弱い風で動いた長さをもとにして、強
い風で動いた長さを比べます。」

「ゴムを伸ばした長さが短いときの動い
た長さをもとにして、長く伸ばして動い
た長さを比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「風の強さによって、動く長さが決まっ
てくる。」

「ゴムの伸ばした長さによって、動く長
さが決まってくる。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「風が強くなると動く長さが弱い長さよ
り長くなるということから、風の強さで
動かす力が変わると思う。」

「ゴムを長く伸ばすとことによって動く
長さも長くなるので、長く伸ばすほど遠
くまで動くと思う。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「風は物を動かしている。」「風が強い
ほうが、物を動かす力が強い。」

「ゴムを長く伸ばすと、強い力で遠くま
で物を動かすことができる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「強い風なのに遠くまで動かなっかたの
は、斜めに風が当たったから、動かす力
がうまく伝わらなかったんじゃないか
な。」

「ゴムを長く伸ばしたのに遠くまで動か
なかったのは、ゴムをまっすぐ引っ張ら
ずに横にそれて動いてしまったからじゃ
ないか。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「風鈴は風が吹いて動くことで鳴るんだ
ね。風が強いから大きな凧も上がるんだ
ね。」

「ゴムで飛ばすおもちゃの飛行機は、長
くゴムを伸ばすから勢いよく飛ぶんだ
ね」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

３年　風やゴム

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「風は物を動かしていて、風が強いほうがを動かす力が強いことや、ゴムを長く
伸ばすと強い力で遠くまで物を動かしていることがわかっている。」

「ゴムの力を使っているおもちゃがたくさんあるね。凧上げなどは、風の力を
使って遊ぶことができそうだね。」

「実験結果から風やゴムの力を調整することで、決めた位置まで物を動かすこと
ができた。実験結果を役に立てることは、ほかの場面でも利用できそうだ。」

「風が強いと物がたくさん動くことを利用すると、台風や竜巻のときは外に出な
いように、安全に役立てることができる。」

「風の力で動く乗り物、ヨットなどを運転するときに、風の力を知っていたほう
がいいだろう。風力発電の風車を作るときに必要かもしれない。」



第一次　明かりがつくつなぎ方 第二次　電気を通す物と通さない物

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「なぜ豆電球に明かりがつくのだろう。」 「なぜ電気のコードにさわっても感電しないのか
な。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「豆電球と乾電池をどのようにつなぐと、明かり
がつくのだろう。」

「どんなものが電気を通すのだろう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「もし、豆電球に明かりがつくならば、乾電池と
豆電球が１つの輪のようにつながっているはず
だ。」

「電気を通すものは、金属のはずだ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「豆電球から出ている導線を乾電池の＋極と－極
に輪のようにつなげた時と乾電池の様々な場所に
つけてみた時を比べてみます。」

「回路の途中に、様々な金属とそれ以外の物をは
さんで豆電球に明かりがつくか比べてみます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「導線の片方を乾電池の＋極（－極）につけ、も
う一方を様々な場所につけてみます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「明りがついた時のつなぎ方と、つかなかった時
のつなぎ方を図で表し、並べて表にします。」

「電気を通すか調べたいものを、表にし、通した
場合は○、通さなかった場合は×を記入します。
その後、通したもの、通さなかったものを分けて
表にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「豆電球や乾電池、導線をマークで表し、つなぎ
方を絵で書いてみます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「間にはさむものを、金属とそれ以外に分けてみ
ます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「＋極と－極に途切れなく、輪のように豆電球を
つないだ時だけ明かりがつきました。」

「金属を間にはさんだ時だけ、電気が流れまし
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「＋極と－極に途切れなく、輪のように豆電球を
つないだ時だけ明かりがつくということは、電気
が流れるにはすべてがつながっていることが必要
だと考えられます。」

「金属を間にはさんだ時だけ電気が流れるという
ことは、電気を通すものは金属だと考えられま
す。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「乾電池の＋極、豆電球、－極が、１つの輪のよ
うに導線でつながっている時、電気が通って豆電
球に明かりがつきます。」

「金属は電気を通します。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「豆電球がつかなかったのは、ソケットにしっか
り入っていなかったからだね。」
「豆電球のフィラメントがきれていたよ。」
「導線が乾電池の＋極と－極にちゃんとついてい
なかった。」

「確かめたものの数は少ない。金属以外にも電気
を通すものがあるのではないかな。」
「金属の中にも電気を通さないものがあるのでは
ないかな。」
「やすりでけずるのがしっかりできていなかった
から、ジュースの缶が電気を通さないと思ってし
まったね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「おもちゃの車を走らせたい時は、電池とモー
ターを切れ目なく、１つの輪のようにつなげばい
いんだ。」
「これから電池で動いたり、明かりがつくものが
壊れたりした時は、どこかで線が切れていないか
確かめよう。」

「電気を流すものには金属が使われているか見て
みよう。」
「電気のコードの金属がプラスチックでおおわれ
ているのは感電しないためだ。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「乾電池の＋極、豆電球、－極が、１つの輪のように導線でつながっている時、電気が通って豆電球
に明かりがつくことがわかる。」
「金属は電気を通すことがわかる。」

「なぜ輪のように切れ目なく導線をつながないと電気がながれないのだろう。面白い。」
「なぜ、金属は電気を通すのだろう。」
「なぜ、電気が流れると明かりがつくのだろう。」

「電球が発明されたことによって、人間の生活は大きく変わった。」
「電気がつかない時はどこかが切れているのだろうな。」

「調べるものを仲間わけして比べる方法はこれからも色々な場面で利用できそうだ。」

「電気に関係する工事をする人は今回学んだことをよく知っていないといけないね。」

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

3年　電気の通り道

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　太陽とかげ

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「かげふみで遊ぶには太陽
が必要だけど、踏みやすく
するためにかげのでき方を
知りたいな。」

「かげはいつも同じ方向に
できるかと思ったら、午前
と午後で向きが変わってい
たのが不思議だ。」

「太陽はどこを通って動い
ているのだろうか。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「太陽の向きと、かげの向
きの関係を調べます。」

「太陽は動いているのだろ
うか。」

「太陽は1日の間に、どのよ
うに動いているのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「かげは日なたにいるとき
にできるから、太陽向きと
かげの向きには関係がある
と思う。」

「太陽の反対側にかげはで
きるから、かげの向きが動
いたということは、太陽も
動いているはずだ。」

「東からのぼって空の上を
通り西にしずむと思う。」
「かげは太陽の反対側にで
きるから、かげの反対の方
角を見れば太陽の向きがわ
かるはずだ」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「太陽の向きとかげの向き
を指でさして、どの向きな
のか調べます。」
「建物の高いところから校
庭を見て、いろいろなもの
のかげの向きと太陽の向き
を調べます。」

「太陽を観察する場所を決
めて、太陽が動いているか
遮光プレートで観察しま
す。柱や校舎の壁を目安に
して、太陽が動いているか
を確かめます。」

「ずっと見ているわけには
いかないので、かげを記録
することで、太陽の向きを
調べます。記録用紙にスト
ローを立てて、日光が当た
るところに置きます。方位
磁針で方位を調べ、記録用
紙の向きを正しい方位に合
わせておきます。午前・正
午・午後でかげの向きを記
録します。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「柱や校舎の壁を目安にし
て、どのように動いたかを
図で表します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「かげは太陽の向きの反対
側にできる。」

「太陽が少しずつ動いてい
る。」

「かげは午前中に西、正午
で北、午後で東を向いてい
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「太陽がものにあたると光
がさえぎられるので、太陽
の向きと反対側にかげがで
きると思う。」

「目安にした柱や壁から動
いていたので、太陽は少し
ずつ動いていると言え
る。」

「太陽の向きは影と反対向
きだから、午前は東、正午
は南、午後は西に太陽があ
ると言える。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「かげは、日光（太陽の
光）を遮るものがあると、
太陽の反対側にできま
す。」

「太陽は、いつも少しずつ
動いています。」
「かげの向きが変わるの
は、太陽が少しずつ動いて
いるからです。」

「太陽は東から出て南の高
いところを通り、西に沈み
ます。」
「太陽が動くとかげの向き
も変わります。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「太陽が出ていないとき
は、懐中電灯を暗い部屋で
つけることで調べることが
できそうだ。」

「目安となる場所を決めた
ら、頭や体を動かさないよ
うにすると太陽の動きが
しっかり確かめられる
ね。」

「方位磁針を使うことで、
正確な太陽の向きを調べる
ことができたね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「かげふみで遊ぶときは、
太陽の位置も考えて影を踏
みたいと思う。」

「いつのまにか日なたが日
かげにかわってしまったの
は、太陽が動いているから
ということがはっきりし
た。」

「太陽光発電のソーラーパ
ネルが、太陽と同じに動い
てずっと太陽の方を向け
ば、ずっと発電できるん
じゃないかな。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

３年　太陽とかげの動きを調べよう

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第二次　太陽の動きとかげの動き

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「かげは、日光（太陽の光）を遮るものがあると、太陽の反対側にできます。」
「太陽は、いつも少しずつ動いています。」
「かげの向きが変わるのは、太陽が少しずつ動いているからです。」
「太陽は東から出て南の高いところを通り、西に沈みます。」
「太陽が動くとかげの向きも変わります。」

「太陽は何で動いているのかな。朝日がのぼるところや夕日が沈むところも観察してみ
たい。」

「かげふみで遊ぶときも役立つし、洗濯物がよく乾くように太陽の光が当たるところを
見つけるのに役に立つと思う。」

「方位磁針を使って方位をはかることや、たいようがどこにあると何時かわかること
は、大切なことだと思う。」

「高い建物のかげに入ってしまうといやな人もいるだろうから、高い建物を建てる人が
周りに気をつけるときに関係するね。」



第一次　たねを比べよう 第二次　植物の発芽 第三次　どれくらい育ったかな 第四次　花がさいたよ 第五次　実ができたよ

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「この草はどう育ってこん
な形になったのだろう。」
「植物の種ってみんな同じ
なのかな。」

「植物はなにから育って、
こんな風になるのかな。」

「この前まいた種からどん
なふうに植物が育っていく
のかな。」

「茎が伸びて、葉がたくさ
んついてきたけど、この後
どうなるのだろう。」

「花が咲いたけど、この後
どうなるのだろう。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「どんな植物の種も同じな
のだろうか。」

「植物は種から芽が出ると
どのようになるのだろう
か。」

「この前種をまいた植物は
どのように育ち、植物のか
らだはどんな部分からでき
ているのだろうか。」

「植物はどのように育って
いるのだろうか。」

「花が咲いた後、植物はど
のように育っているのだろ
うか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「スイカを食べた時の種と
柿を食べた時の種は違うか
ら、形や色、大きさなどが
違うと思います。」

「芽が出てきて、小さな葉
がつくと思います。」

「芽が出てから葉が生えて
きて、毎日少しずつ大きく
なっていくと思います。」
「ね、くき、葉からできて
いると思います。」

「もうそろそろ花が咲いて
いるのではないかと思いま
す。」

「実や種ができると思いま
す。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「種から芽が出た様子を簡
単な絵で表してみます。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「ホウセンカやマリーゴー
ルド、ひまわりなどの種を
虫めがねで観察します。定
規を使って大きさを調べま
す。そして、形、色などを
比べます。」

「ホウセンカやマリーゴー
ルド、ひまわりなどの種が
発芽したら、虫めがねで観
察します。定規を使って大
きさを調べます。そして、
形、色などを比べます。」

「班単位で１つ鉢を決め、
定期的にデジタルカメラを
使って、写真をとると同時
に観察をして記録をとりま
す。」
「育った植物についている
土をきれいに水で洗い流
し、観察して記録しま
す。」

「班単位で１つ鉢を決め、
定期的にデジタルカメラを
使って、写真をとると同時
に観察をして記録をとりま
す。」

「班単位で１つ鉢を決め、
定期的にデジタルカメラを
使って、写真をとると同時
に観察をして記録をとりま
す。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「植物の写真を撮る時は、
定期的に撮影します。」
「植物を育てる場所は変え
ません。」

「植物の写真を撮る時は、
定期的に撮影します。」
「植物を育てる場所は変え
ません。」

「植物の写真を撮る時は、
定期的に撮影します。」
「植物を育てる場所は変え
ません。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「色、形、大きさの一覧表
をつくります。」

「発芽した様子の一覧表を
つくります。」

「撮った写真を並べて、表
形式にまとめ、変化の様子
を見やすく整理します。」

「撮った写真を並べて、表
形式にまとめ、変化の様子
を見やすく整理します。」

「撮った写真を並べて、表
形式にまとめ、変化の様子
を見やすく整理します。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「簡単な絵で植物を表して
説明します。」

「簡単な絵で植物を表して
説明します。」

「簡単な絵で植物を表して
説明します。」

「簡単な絵で植物を表して
説明します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「色、形、大きさに注目し
て比べると、植物によって
種も全然違うことがわかり
ます。」

「違う種類の植物の発芽の
様子を比べます。」

「違う種類の植物の根、
茎、葉を比べます。」

「違う種類の植物でつぼみ
と咲いた時の違いを比べま
す。」

「違う種類の植物の実を比
べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「色は白や黒、茶色いもの
が多い。形は丸いものが多
いね。」

「どの植物も芽が出て、小
さな葉が出てきた。」

「時間が経つにつれて植物
は大きくなり、葉の数が増
えてくる。」
「根、茎、葉がある。」

「時間が経つにつれて植物
は大きくなり、つぼみがで
きて花がさく。」

「時間が経つにつれて植物
は大きくなり、花がさく。
その後、花のところに実や
種ができる。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「種を観察すると、色も形
も大きさも植物によって違
うことがわかる。このこと
から、種は同じではなく、
植物によって違うことがわ
かる。」

「発芽した植物を観察する
と、小さな葉が出てくるこ
とがわかる。このことか
ら、植物は発芽後、芽が伸
び、小さな葉がつくことが
わかる。」

「まいた種から芽が出て、
毎日少しずつ大きくなり、
葉が増えていった。調べた
植物は、根、茎、葉があっ
た。このことから、植物は
葉が出て高さが高くなり、
根、茎、葉からできている
ことがわかる。」

「まいた種から芽が出て、
毎日少しずつ大きくなり、
葉が増えていった。その
後、つぼみができて、花が
咲いた。このことから、植
物は、成長し、子葉が出
て、茎が伸び、葉が増えて
やがて花が咲くことがわか
る。」

「花が咲き、その後、その
場所に実ができた。このこ
とから、植物の成長には一
定の順序があり、花が咲い
た後に、実ができて、実の
中に種ができる。その後、
枯れることがわかる。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「種は同じではなく、植物
によって違う。」
「種から一番はじめに出て
くる葉を子葉という。」

「種から一番はじめに出て
くる葉を子葉という。」

「種をまいた植物は葉が出
て高さが高くなってい
る。」
「植物は根、茎、葉からで
きていて、葉は茎につき、
根は茎の下にある。」

「植物は、成長し、子葉が
出て、茎が伸び、葉が増え
て、つぼみができて、やが
て花が咲く。」

「植物の成長には一定の順
序があり、花が咲いた後
に、実ができて種をつく
り、その後枯れることがわ
かる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「種を観察する時、混ざら
ないように小分けしておこ
う。小さいからつまむ時に
ピンセットを使おう。」

「うまく芽が出ない種もあ
るって聞いたから、いくつ
か種をまいておこう。」

「根をきらないように、土
から出す時は優しくほらな
いといけないね。洗う時も
優しく洗おう。」
「写真をとることを忘れな
いように、先生に相談して
時間を決めてもらおう。」

「種がいつできるのだろ
う。」
「花が終わったら植物はい
つできるのだろう。」

「植物は１年で枯れるもの
と、何年も枯れないものが
ありそうだ。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「近くのお店に植物の種が
たくさん売っていたよ。違
う種類の植物の袋には違っ
た種が入っているんだ
ね。」

「あの大きな木も始まりは
こんな小さな芽だったんだ
ね。」

「植物は根、茎、葉からで
きているから、今日調べた
植物以外の植物もどこが根
でどこが葉でどこが茎か考
えてみたいな。」

「お家のまわりにある植物
の花も観察してみよう。」

「ぼくのお家で育てている
植物もこの後、実ができて
種ができるんだね。実と種
を観察してみよう。」
「スイカやメロンも花から
できた実なんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

３年　植物を育てよう

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

導入

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「植物の体は、根、茎、葉からできていることがわかる。」
「植物の成長には順序があり、種子をまくと子葉が出て、茎が伸び、葉が茂り、花が咲き、実ができて種をつくり、やがて枯れることがわかる。」

「植物の体は根、茎、葉からできていて、成長には一定の順序があるんだね。色々な植物でそのことを確かめてみたい。」

「毎日、写真を使って記録したり、長さを測って記録する方法は成長の様子を調べるのに役に立つと思う。」

「植物の成長の決まりや体のつくりを知ることは、これから植物を育てる機会がある時に大切だと思う。」

「種を作ったり、植物を育てたりする人、花屋さんなど植物に関する仕事をする人は、今回の学習のことをよく知らないといけないね。」



素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

「校庭の真ん中はあまり生き物がいなかったな。まわりの草が生えているところ
などでたくさん見つかったよ。」
「危ない生き物を調べておいたり、危ないところに近づかなかったりしたから、
安全に観察ができたね。」

「アゲハとモンシロチョウでは、大きさ、色、羽の形などが違うね。」
「アリとカエルでは大きさも、体のつくりも全然違う。」
「タンポポとチューリップでは、花の形、つくり、葉の形などが全然違うね。」

「校庭を調べると色々な動物や植物がいることがわかった。このことから、わた
したちの身のまわりには様々な生き物がいて、生き物は色や形、大きさなどの姿
がちがうことがわかる。」

「私たちの身のまわりには、アリやカエルなどの動物や、タンポポ、チューリッ
プなどの植物など、様々な生き物がいる。」
「身のまわりの生き物は色や形、大きさなどの姿がちがう。」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「私たちの身のまわりには、様々な生き物がいることがわかる。」
「身のまわりの生き物は色や形、大きさなどの姿がちがうことがわかる。」

「私たちの身のまわりには他にどんな生き物がいるのだろう。もっと探したり、
調べてみたい。」

「色々な生き物の色や形、大きさに注目して、比べる方法は違いを探す時に役に
立つと思う。」

「生き物たちのくらす場所を壊したり、むやみに生き物を捕まえたりしないこと
は大切だと思う。」

「色々な動物や植物を研究したり、集めたりしている人がいるね。」
「人間にとって害がある生き物を捕まえたりする人もいるよね。」

「チョウが飛んでいるのを見たから、チョウがいると思う。」
「テントウムシもいると思うよ。」
「タンポポやチューリップもさいていたね。」

「学校の校庭に行き、動物や植物を探します。見つけたら、安全かどうかを確かめ、
色、形、大きさ、手ざわりなどを調べます。その後、虫めがねを使って、詳しく観察
し、記録します。」
「記録した紙をみんなで見て、どんな生き物がいたか、まとめます。」
「記録した紙を見比べて、昆虫や動物、植物同士のの違うところを探します。」

「見つけた動物や植物を整理して、一覧表をつくります。」

「ぼくの家のまわりでも学校で見つけた生き物がいないか探してみよう。」

導入

第一次　春のしぜんにとび出そう

「春になって暖かくなってきたよ。学校のまわりにはどんな生き物がいるのだろ
う。」

「春になり、学校のまわりにはどんな動物や植物がいるのだろうか。」

３年　春の自然にとび出そう

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　じしゃくにつく物 第二次　極のせいしつ 第三次　じしゃくにつけた鉄

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「どうして、磁石に物が引き寄
せられてくっつくのだろう.」

「磁石にNとSの二つの極がある
のは、どうしてかな。」

「どうして磁石から離しても、
鉄の釘どうしがくっついている
のかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「磁石につく物は、どんな物な
のだろうか。」

「磁石の極にはどんな性質があ
るのだろうか。」

「鉄は磁石につけると、磁石に
なるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「強い磁石と鉄の釘を絵や図に
表して、離した後の鉄の釘が磁
石になっていることをN極とS極
を書き入れることで表してみよ
う。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「鉄がくっつくのではない
か。」
「金属は電気を通すので、磁石
にもつくのではないか。」

「磁石だから、くっつきあうは
ずだ。」

「磁石から離しても鉄の釘が
くっついているから、磁石に
なってしまうはずだ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「いろいろなものに磁石を近づ
けて、くっつくかたしかめよ
う。」
「どんなものからつくられてい
るものが磁石につくのか、調べ
よう。」

「ふたつ磁石を用意して、片方
の磁石を自由に動くようにす
る。自由に動く磁石の極に、も
う片方の磁石の極を近づけよ
う」

「強い磁石から離した鉄の釘
を、磁石につけていない鉄の釘
に近づけてくっつくかたしかめ
よう。」
「磁石ならN極とS極があるはず
なので、弱い磁石でも動く方位
磁針に近づけて、極があるかた
しかめよう。方位磁針のN極に引
き合えばS極、S極に引き合えばN
極と調べることができます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「いつも、ゆっくり近づけま
す。」

強い磁石から離してから、鉄や
方位磁針に近づける向きを同じ
にします。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「つくものは○。つかないもの
は×として、表にします。」

「NとN。SとS。NとSという組み
合わせで表にしよう。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「鉄の釘と方位磁針を絵や図に
表して、実験結果をN極とS極を
書き入れることで表してみよ
う。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「いろいろなものを磁石に近づ
けると、磁石につくものとつか
ないものに分かれるね。」

「N極で調べてみよう」「S極で
調べてみよう。」

「鉄につくか、つかないか。方
位磁針のどちらの極に引き合う
か。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「鉄でできているものだけが、
磁石にくっついた。」
「金属でも鉄ではないものは
くっつかなかった。」
「金属でないものもくっつかな
かった。」

「同じ極だと離れたので、しり
ぞけあう。違う極だとくっつい
たので、引き合う。」

「強い磁石から離した鉄の釘を
鉄に近づけると引きつけた。方
位磁針に近づけると、決まった
極と引き合い、退け合う極も
あった。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「鉄でできているものだけがつ
いたので、磁石は鉄だけを引き
つけると思う。」

同じ極どうしだと離れてしまう
ことから、N極とN極、S極とS極
では退け合い、違う極だとくっ
つくことからN極とS極では引き
合うと思う。」

「鉄を引き付けるので、磁石に
なる。引き合ったり退け合った
りするので、N極とS極を持って
いると思う。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「磁石につく物は、鉄でできた
物だ。」
「鉄以外の金属は、磁石につか
ない。」
「金属ではないものも磁石につ
かない。」

「違う極どうしは引き合う。同
じ極どうしは退け合うという性
質がある。」

「磁石につけた鉄は、磁石にな
る。N極とS極もある。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「持つところがプラスチックの
鋏が磁石についたのは、鉄が中
に入っていたからなんだね。」

「方位磁針に近づけるときに、
向きを反対にすると、引き合う
極も変わってしまうから、どち
らの向きで近づけているか覚え
ておこう。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「磁石が鉄を引き付けているん
だね。磁石と鉄の間が離れてい
ても、磁石が引き付ける力は働
いてくっつくんだね。」

「方位磁針の針は磁石で、N極と
S極の二つの極があるんだね。」

「時計に磁石を近づけると時計
の部品が磁石になってしまう。
そうしたら動かなくなっちゃう
ね。だから近づけちゃいけない
んだ。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

３年　磁石

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「磁石につく物は、鉄でできた物だ。鉄以外の金属や金属ではないものは、磁石につかない。」
「違う極どうしは引き合う。同じ極どうしは退け合うという性質がある。」
「磁石につけた鉄は、磁石になり、N極とS極もあることがわかる。」

「磁石は、どうして引き合ったり退け合ったりするんだろう。方位磁針は、どうしてN極が北を向くの
だろう。強い磁石につけた鉄は、どうして磁石になってしまうんだろう。不思議だけど、おもしろい
な。」

「身の回りには、磁石を使った便利な道具がある。方位磁針などは、昔から利用されてきて役立って
きた。磁石の性質を利用できそうだ。」

「物事の性質について比較しながら調べる方法は、これからもいろんな場面で利用できそうだ。鉄だ
けが引き付けられるとか、違う極は引き合って同じ極は退け合うなどの規則性をみつけることが大切
だとわかった。」

「リニアモーターカーは磁石の力で浮き上がって進むという話を聞いたことがあるので、そういう乗
り物をつくる人たちは磁石の性質を知っているのかもしれない。」



第一次　日光のはたらき 第二次　はね返した日光 第三次　集めた日光

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「日なたの地面は暖かくて、日
かげの地面は冷たいのはどうし
てかな。」

「鏡に太陽の光を当てると、日
かげを明るくできるのはどうし
てだろう。」

「虫眼鏡を使うと、すごく明る
くなるのはどうしてかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「日なたの地面は、太陽の光が
当たっているから暖かいのだろ
うか」

「鏡ではね返した日光はまっす
ぐ進むのだろうか。」
「はね返した日光で、暖かくな
るのだろうか。」

「虫眼鏡で光を集めると暖かく
なるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「太陽の光で暑くなるときもあ
るから、太陽の光で暖かくなる
はずだ」

「明るくなるのは太陽の光が届
いているからだ」
「明るさをもっと明るくする
と、暖かさももっと暖かくなる
のではないか。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「温度計で、太陽の光が当たっ
ている地面と、当たっていない
地面の温度を測ってみよう。」
「ずっと日なたの地面とずっと
日かげの地面を測るときは、時
間を変えて測り、暖められてい
るかたしかめよう。」

「鏡で日かげの中の壁に太陽の
光をはね返して、暖かくなるか
調べよう。」
「何枚かの鏡で太陽の光を集め
て、温度を調べよう。」

「虫眼鏡で光を集め、小さな点
にして黒い紙に当ててみよ
う。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「測るときは、日なたと日かげ
で同じ時間、同じ場所にしよ
う。」

「測る場所は同じにしよう。」
「温度計の目盛が動かなくなっ
てから、温度を読み取ろう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「日なたと日かげの温度計の目
盛を比べて、棒グラフにして書
くことができます。」

「温度のちがいを、鏡の枚数で
表にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「太陽の光が当たっていない
（日かげ）の温度をもとにし
て、日なたの温度を比べま
す。」

「光をはね返していないときを
もとにして、鏡が１枚のとき、
何枚かを集めたときの温度を比
べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「太陽の光が当たると温度が高
くなる。」

「太陽の光が当たると、暖かか
くなる。」
「たくさんの鏡で光をはね返し
て集めると、明るくなるほど、
温度が高くなる。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「太陽の光が当たると温度が高
くなるので、太陽の光が暖めて
いると思う。」

「太陽の光はまっすぐ進むか
ら、日かげに太陽の光が届くと
思う。」
「太陽が日かげに当たると、そ
の場所の温度が高くなるので、
暖かくなっていると思う。」

「虫眼鏡で集めたりして太陽の
光を集めると温度が高くなるこ
とから、もっと暖かくすること
ができると思う。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「太陽の光が当たっているので
日なたの地面の温度は、日かげ
の地面の温度より高くなりま
す。」

「太陽の光は、はね返されると
まっすぐ進み、当たったところ
は明るくなる。太陽の光が当
たったところは、暖かくな
る。」
「光を集めるほど暖かくな
る。」

「太陽の光を虫眼鏡で集めると
ころを小さくすると、明るく熱
くなる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「日なたの温度を測るとき、温
度計に覆いをしなかったから温
度に違いが出てしまったのでは
ないか。」

「温度が上がらなかったのは、
うまく光をはね返して集められ
なかったかな。」

「虫眼鏡で光を集めるとき、傾
いていたりしたから小さく光を
集められなかったのかな。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「太陽熱温水機でお湯をつくる
ことができるのは、太陽の光に
あたっているからなんだね。」

「鏡を使うと太陽の光を届ける
ことができるから、たくさんの
鏡を使うことでたくさんの太陽
の光をはね返すことになるんだ
ね。」

「虫眼鏡で太陽の光を集めるか
ら、黒い紙が焦げたりしてしま
うんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

３年　光の性質

育成する主な科学的探究能力
と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
分析

展開

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

まとめと
活用

導入

展開－
構想

「太陽の光が当たっているので日なたの地面の温度は、日かげの地面の温度より高くなる。」
「太陽の光は、はね返されるとまっすぐ進み、当たったところは明るくなる。太陽の光が当たったと
ころは暖かくなり、光を集めるほど暖かくなる。」
「太陽の光を虫眼鏡でたくさん集めると、明るく熱くなることがわかる。」

「虫眼鏡で日光を集めれば、火をおこすことができるかもしれない。日光を何回もはね返して、遠い
ところにも日光を届けることができるのかな。」

「布団を干して暖かくしたり、温室で植物を育てたりするために太陽の光を上手に利用してきた。太
陽の光を集めたりすることは、生活の中に役立てることができそうだ。」

「温度計で測ると暖かいということをグラフで表すことができたので、どれくらい暖かいのか比べる
ことができてよかった。どれくらいか、というのをみんながわかるグラフなどで表す方法は大切だと
思う。」

「温室で植物を育てる農家のみなさんは、太陽の光が暖めることを知っているのかな。太陽の光を上
手に利用して、生活の役に立つ道具をつくってみたい。」



第一次　形と重さ 第二次　体積と重さ

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「算数で物の重さについて学習したけれ
ど、形が同じ文房具でも重さが違うもの
があったので不思議だと思った。」

「形も大きさも同じくらいなのに重さが
大きく違うものがあるのはどうしてか
な。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「ものの置き方を変えたり形を変えたり
すると重さはかわるのだろうか。」

「体積が同じでもものによって重さは違
うのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「形よりも物の大きさが関係していると
思う。置き方は高さが高いほうが重いと
思う。」

「同じくらいの大きさの缶や茶碗などを
持って重さが違ったので、違うと思
う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「はかりの上に粘土を置いて重さをはか
ります。置き方は縦に置いた時と横に置
いた時で重さをはかり比べます。形は、
丸めた時・平らに伸ばした時・細かく分
けた時などではかり、比べます。」

「体積が同じになるように同じ大きさの
容器を２つ用意して、塩と砂糖をそれぞ
れに入れ、手で持ったりはかりで重さを
はかったりします。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「全体の量が変わらないようにして調べ
ます。細かく分ける時にはこぼしたりし
ないようにして分けます。」

「体積が変わらないように、こぼさない
ようにしたり、きれいにすり切ったりし
ます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「図った重さを表にまとめておくとわか
りやすいです。」

「それぞれの重さを表にまとめるとわか
りやすいです。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「縦に置いた時と横に置いた時を比べる
と重さは同じでした。丸めた時と平らに
伸ばした時・細かく分けた時を比べると
重さは同じでした。」

「塩と砂糖の重さを比べると、塩のほう
が重いことがわかりました。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「置き方を変えても、形を変えても重さ
はどれも同じでした。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「置き方を変えても、形を変えても重さ
はどれも同じだったので、置き方や形は
重さには関係ありません。」

「同じ体積の容器に入れて重さを量った
ら塩のほうが重くなったので、体積が同
じでも物によって重さは違います。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「置き方を変えたり形を変えたりしても
重さは変わらない。」

「体積が同じでも物によって重さは違
う。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「もっといろいろな形で確かめてみた
い。」

「粒の隙間がないようにしっかり叩いて
から擦切らないといけなかった。」
「手で持って重さを比べているときに少
しこぼしてしまった。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「図工で粘土を使っていろいろな形にし
たけれど、重さは変わっていなかったん
だ。」
「布団を収納するときに小さくしてしま
うけれど、重さは同じなんだ。アルミ缶
もつぶしても重さは変わらないんだ
ね。」

「砂糖と塩のように似ていても、同じ体
積で重さが違うんだ。」
「粉などもそうかもしれない。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

３年　物と重さ

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「置き方を変えたり形を変えたりしても物の重さは変わらないことがわかってい
る。」
「体積が同じでも物によって重さは違うことがわかっている。」

「同じ体積なのに、ゴムや木、鉄などできているものによって重さが全然違うな
んて不思議。もっといろいろなものの重さを調べてみたい。」

「同じ大きさや形でも、材料によって重さが違うことが分かったので、物を買う
時には、使うことや運ぶことなども考えて物を買うといいと思う。」
「塩と砂糖のように、似ていても同じ体積で重さが違うことを知っておくと料理
の時に役立つと思う。」

「表にすると物の重さが材料によって全然違うことがよく分かった。比べる時に
は、表などでわかりやすくまとめることが大切だと思った。」

「引っ越し屋さんなどは、置き方や形で重さが変わらないことを知っておくとい
いだろう。」
「お米と水の量などは、重さと体積両方で教科書に書いてあったので、料理に関
係する職業の人は覚えておくといいね。」



第二次　動物のほねときん肉

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「手や足はなぜ動かせるのだろう。」 「うで以外の体の動く仕組みやつくりはどう
なっているのだろう。」

「動物も人間と同じような仕組みで体を動か
しているのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「わたしたちは、どのようにして、うでを動
かしているのだろうか。」

「からだの色々な部分のつくりや動き方はど
のようになっているのだろうか。」

「動物は、どのようにして、体を動かしてい
るのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「骨を棒で、筋肉をゴムで再現してモデルを
つくり動かしてみます。」

「人体の骨格模型を使って、骨の役割や関節
を調べます。」

「動物の骨の模型を使って考えてみます。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「筋肉が伸びたり、縮んだりすることでうで
が動くのだと思います。」

「たくさんの骨は体を支え、守ったりしてい
ると思います。うで以外の部分も筋肉の伸び
縮みで動くのだと思います。」

「人間と同じように関節があり、筋肉がゆる
んだり、縮んだりすることで動くのだと思い
ます。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「うでをさわって筋肉がある部分と骨がある
部分を調べます。その後、うでの曲がる部分
はどこかを見たり、さわったりして調べま
す。力を入れながらうでを曲げたり、伸ばし
たりして筋肉の様子を調べます。木とゴムで
うでを再現して、木の棒を動かし、その時ゴ
ムがどのように動くか調べます。」

「全身の骨格模型や絵を使って、関節に印を
つけたり、シールをはったりして場所を調べ
ます。うで以外の調べたい場所を決めて、ど
のように動くのか、モデルをつくって動かし
たり、本やパソコンを使って調べたりしま
す。」

「調べる動物を決めます。さわることができ
れば、実際にさわって骨や筋肉の様子を調べ
ます。手羽先など、手軽に買えるものを解剖
して、体のつくりを調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「模型を動かす時は、上腕は動かさず、前腕
の部分を動かして、筋肉に見立てたゴムがど
のように動くか調べます。」

「模型を動かす時は、適当に動かさず、実際
の人間の動きを考えて部分を動かして、筋肉
に見立てたゴムがどのように動くか調べま
す。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「うでや模型を動かした時の連続写真を撮
り、それを並べて表にしてみます。」

「自分たちが決めた部分を動かした時の連続
写真を撮り、それを並べて表にしてみま
す。」

「色々な動物の骨格模型などの写真を撮り、
それを並べて表にしてみます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「骨を棒で、筋肉をゴムで再現してモデルを
つくり、説明します。」

「骨を棒で、筋肉をゴムで再現してモデルを
つくり、説明します。」

「骨を棒で、筋肉をゴムで再現してモデルを
つくり、説明します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「うでの内側と外側の筋肉の動きを比べま
す。」

「足のように、うでの筋肉の動きと似ている
部分、顔の表情のように似ていない部分に分
けてみます。」

「体の場所を決めて、人間を中心に色々な動
物の骨と筋肉、動く様子を比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「うでを曲げる時は、内側の筋肉が縮んで、
外側が伸びています。伸ばす時は、外側の筋
肉が縮み、内側が伸びています。」

「曲がる場所には関節がある。筋肉が縮んだ
り、ゆるんだりして体が動く。」

「動物も曲がる場所には関節がある。筋肉が
縮んだり、ゆるんだりして体が動く。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「うでを動かすと、筋肉が伸びたり、縮んだ
りしていた。このことから、筋肉が縮んだ
り、ゆるんだりすることでうでを動かせるこ
とがわかる。」

「曲がる場所には関節があり、筋肉が縮んだ
り、ゆるんだりして体が動いていた。このこ
とから、私たちの体は筋肉が縮んだりゆるん
だりすることで動いていることがわかる。」

「色々な動物も骨があり、曲がる場所には関
節があり、筋肉が縮んだり、ゆるんだりして
体が動いていた。このことから、動物の体も
骨、筋肉、関節があり、それらのはたらきに
よって体を動かすことができることがわか
る。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「筋肉が縮んだり、ゆるんだりすることでう
でを動かせる。」

「体にはたくさんの骨があり、支えたり、
守ったりしている。体は関節で曲がり、骨に
ついている筋肉が縮んだり、ゆるんだりする
ことで動く。」

「動物の体も骨、筋肉、関節があり、それら
のはたらきによって体を動かすことができ
る。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「厚紙でうでのつくりを再現して、ゴムを
使って筋肉がどこについているのか再現した
い。」

「友だちの体をさわるのもいいけど、友だち
が嫌な思いをしないように十分気をつけよ
う。」

「動物をさわる時は優しくさわると同時に、
自分も怪我をしないように気をつけないとい
けないね。さわった後は、よく手を洗お
う。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「うでと同じような仕組みで足や体も曲げる
ことができるんだね。」

「おもちゃのロボットの体が曲がったり、安
定して立ったりするのも、人間の体と同じよ
うに固い部品で支えたり、関節のようにつな
ぎめがあるからだね。」

「今度、動物園にいったら、どこにどんな骨
があって、筋肉がどのようになって体が動い
ているのか注意して見てみます。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－構
想

展開－分
析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「筋肉が縮んだり、ゆるんだりすることでうでを動かせることがわかる。」
「体にはたくさんの骨があり、支えたり、守ったりしている。体は関節で曲がり、骨についている筋肉が縮んだり、ゆるんだりするこ
とで  動くことがわかる。」
「動物の体も骨、筋肉、関節があり、それらのはたらきによって体を動かすことができることがわかる。」

「一見複雑に見える動物が動く仕組みも、骨と筋肉がどうつながり、筋肉がどのようになるかで決まるんだね。面白い。色々な動物の
色々な部分を調べてみたい。」

「骨の役割や骨と筋肉のつながり方、動く仕組みを知ることは、スポーツをする人や怪我を治す時に役に立ちそうだ。」

「木とゴムで簡単なモデルを作ることによって、動く仕組みがとてもよくわかった。このように、物事を簡単な仕組みにおきかえて考
える方法はこれからも大切だと思う。」

「医者や接骨院の先生は骨や筋肉つくりや仕組みに詳しくないと治せないね。」
「スポーツをする人やトレーニングのアドバイスをする人も骨や筋肉の仕組みについて詳しい方がいいね。」

導入

第一次　からだが動くしくみ

４年　動物のからだのつくりと運動

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　電気のはたらき 第二次　かん電池のつなぎ方 第三次　光電池のはたらき

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「なぜ、友だちの車は前に走るの
に、ぼくの車は後ろに走るのだろ
う。」

「友だちよりも速く車を走らせた
いな。」

「なぜ、光が当たると電気ができ
るのだろう。」
「たくさん電気をつくりたい
な。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「モーターの回る向きは、何に
よって変わるのだろう。」

「モーターをもっと速く回すに
は、どうしたらよいのだろう。」

「光電池に当てる光の強さを変え
ると、電気を起こすはたらきはよ
り強くなるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「電気の流れる向きを矢印で表わ
してみます。」

「乾電池とモーターのつなぎ方、
流れる電流の強さを絵で表してみ
ます。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「乾電池の向きを変えると、モー
ターの回る向きが反対になるはず
だ。」

「電池の数を増やせば、流れる電
流が強くなり、もっと速く回るは
ずだ。」

「強い光を当てると、光電池から
流れる電流の強さも強くなるはず
だ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「モーターにつなぐ乾電池の向き
を反対にして、車が走る向きを調
べます。」

「乾電池の数を増やし、様々な方
法でつないで、モーターの回る速
さを見るとともに、検流計に流れ
る電流の強さを調べます。」
「並列つなぎは必ず同じ極同士を
つなげます。」

「光電池にモーターと検流計をつ
なぎ、光の強さを鏡の枚数で変え
て、モーターが回る速さと電流の
数値を記録します。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「モーターのつなぎ方は同じにし
よう。」

「乾電池の数とつなぎ方を変えて
モーターと検流計のつなぎ方は同
じにします。」

「光の強さだけを変えて他は変え
ません。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「「乾電池１こ」「乾電池２こ、
直列」「乾電池２こ、並列」の３
つに分けて表にし、モーターの回
る速さと流れる電流の強さを記録
します。」

「光を当てた鏡の枚数と流れた電
流の強さ、モーターの回る速さを
表にして記録します。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「電気の流れる向きとモーターの
回る向きを矢印で表わしてみま
す。」

「乾電池とモーターのつなぎ方、
流れる電流の強さを絵で表してみ
ます。」

「光電池から流れる電流の強さを
絵と矢印で表わしてみます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「検流計のめもりとモーターのま
わり方は乾電池１個と並列で２個
の時は同じになっていた。」
「乾電池１個と２個を比べると、
２個を直列につないだ時にモー
ターが速く回った。」
「乾電池２個の直列と並列を比べ
ると、直列の方がはやく回っ
た。」

「光をはね返す鏡が１枚の時と比
べると、２枚、３枚と枚数を増や
した時のほうが強い電流が流れ
た。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「電池の向きを反対にした時だ
け、モーターがまわる向きも反対
になりました。」

「回路を流れる電流の強さは、電
池を直列につないだ時に変わりま
した。」

「当てる光の強さが強くなるほ
ど、光電池から流れる電流の強さ
が強くなり、モーターの回る速さ
が速くなりました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「電池の向きを逆にするというこ
とは、電流の向きを逆にするとい
うことです。だから、電池の向き
を逆にして、モーターが回る向き
が変わるということは、モーター
の回る向きは電流の向きによって
決まるということだと思いま
す 」

「回路を流れる電流は、電池を直
列につなぐことで強くなります。
モーターは電流が強くなるほど、
回る速さが速くなるから、モー
ターを速く回すには、電池を直列
につないで、回路に流す電流の強
さを強くすればよいと思いま
す 」

「当てる光の強さが強くなるほ
ど、光電池から流れる電流の強さ
が強くなり、モーターの回る速さ
が速くなるということは、光電池
の電気を起こす働きは当たる光の
強さで決まると思います。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「モーターの回る向きは、回路に
流れる電流の向きによって変わり
ます。」

「モーターを速く回すには、電池
を直列につないで、回路に流す電
流を強くすればよい。」

「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、回路を流れる電流が
強くなる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「モーターが回らない時は、導線
がしっかりつながっているか確認
しよう。」
「モーターがどちらの方向に回っ
たかわかりやすいように、プロペ
ラに模様などをつけて工夫しま
す 」

「モーターの回る速さをはかるの
は難しいけど、電流の強さは検流
計を使うとわかるので、より正確
に比べられるね。」

「鏡の枚数ほど電流が強くならな
かったね。光電池の電流の強さに
限界はあるのかな。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「おもちゃの車を前に走らせたい
時は、電池の＋極と－極とのつな
ぎ方を反対にすればいいんだ。」

「懐中電灯を明るくしたり、おも
ちゃの車を速く走らせたりしたい
時は、電池を直列につないであげ
ればいいんだね。」

「天気がいい日ほど太陽光発電パ
ネルがつくる電気の量が多くて、
曇りや雨の日がほとんど電気をつ
くっていないのは、当たる光が関
係していたんだね。」
「宇宙を飛ぶ衛星に光電池がつい
ているのは、光さえあればずっと
電気をつくれるからだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

４年　電気

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「モーターの回る向きは、回路に流れる電流の向きによって変わることがわかる。」
「モーターを速く回すには、複数の電池を直列につないで、回路に流す電流を強くすればよいことがわか
る。」
「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、回路を流れる電流が強くなる
ことがわかる。」

「なぜ、電気の流れる向きが逆になると、モーターの回る向きも逆になるのだろう。」
「電池を増やせば増やすほど、強い電流がながれるのかな。」
「なぜ、光を光電池に当てると電気が流れるのだろう。」

「今、モーターを使った電気自動車が走ってる。今回学んだことは車の仕組みを知ることに役立ちそうだ
ね。」
「ぼくの家でも光電池はたくさん電気をつくっているし、宇宙ステーションなどでも使われて役に立ってい
る。」

「これからの環境問題を解決していくために、電気で動く車の開発や光電池の利用は大切だということがわ
かった。」

「ぼくは将来、車に関係する仕事に就きたい。モーターで動く車について詳しくならないと。」
「光電池を改良する仕事に就いて、環境問題を解決したいな。」



素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
分析

導入

展開－
構想

４年　天気と気温

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第一次　１日の気温と変化

「晴れの日は１日の気温の変化が大きく、昼にかけて気温が上がり、くもりや雨
の日は気温があまり変わらないことがわかった。このことから、１日の気温の変
わり方は天気によってちがいがあることがわかった。」

「天気によって、気温って変わるのかな。」

「１日の気温の変わり方は天気によってちがいがあるのだろうか。」

「くもりや雨の日は肌寒く感じるから、天気によって１日の気温は変わると思い
ます。」

「１日中晴れ、くもり、雨、それぞれ適切な日を選びます。温度計と記録温度計
を使い、１時間おきに気温を測定して、３つの日の違いを比べます。」

「測定する時刻と場所は３つの日で同じにします。」
「日光が直接当たらないようにします。」

まとめ
と活用

「天気によって気温の変化には違いがあり、空がくもでおおわれていない晴れの
日は１日の気温の変化が大きく、昼過ぎにかけて上がり、おおわれているくもり
や雨の日は気温の変化が小さい。」

「１日中晴れると思っていたら、お昼ごろから雨になってしまった。天気予報を
活用するとともに、実際に自分の目で天気の変化を観察して、１日中天気の変化
がない日で記録をとろう。」

「今日は１日中晴れそうだから、暑くなったら服が脱げるように、服装の工夫を
しよう。」

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「天気によって気温の変化には違いがあり、空が、くもでおおわれていない晴れ
の日は１日の気温の変化が大きく、昼過ぎにかけて上がり、くもでおおわれてい
るくもりや雨の日は気温の変化が小さいことがわかる。」

「日光が地表にたくさん当たるか当たらないかでこんなに、気温の変化に違いが
でるんだね。面白い。」

「天気から１日の気温の変化の予想ができることは、服装を考えるなど生活に役
立つと思う。」

「折れ線で表し、分析する方法は、物事の変化の特徴をとらえる上で大切だと思
う。」

「気象予報士や天気に関わる人は、気温の変化についても詳しく教えてくれる
ね。」

「測定した気温を折れ線グラフで表します。」
「折れ線グラフの線の傾き方で、気温の変化の特徴を示します。」

「空が雲でおおわれているか、いないかで気温の変化を比べます。」

「空がくもでおおわれていない晴れの日は一日の気温の変化が大きく、おおわれ
ているくもりや雨の日は気温の変化が小さい。」



第一次　水を熱したとき 第三次　水を冷やしたとき

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「やかんやなべで水をあたためていく
と、湯気が出ていたけど、あたためて
いくと水はどのように変わるのか
な。」

「冬になると水たまりで氷ができてい
るときがある。どのように氷になるの
かな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「水を熱すると、水のようすや温度は
どのように変わるだろうか。」

「湯気の正体は何だろうか。」 「水を熱したときに出てくるあわの正
体は何だろうか。」

「水が冷えて氷になるとき、水の様子
と温度は、どのように変わるのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「やかんやなべでは湯気が出ているか
ら、熱すると湯気が出てくると思
う。」
「温度がどんどんが上がっていくはず
だ。」

「お風呂のふたを開けると水滴がつい
ていたから、湯気は水だと思う。」

「火のすぐ上であわが出てくるから、
あたためられたことで水が変化したの
だと思う。」

「冬に池がこおっているとき、表面が
氷になっていたから、上からこおると
思う。」
「温度はどんどん下がっていくはず
だ。」
「水は冷やすと体積が小さくなったか
ら、こおるともっと小さくなるはず
だ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「水をあたためながら温度を決まった
時間ごとに記録して、温度の変化を調
べよう。」
「透明な容器を使って、水のようすを
観察し、変化を記録して調べよう。」

「水をあたためて、湯気が出るように
する。その湯気に金属のスプーンを近
づけて、スプーンに水滴が付くかを調
べよう。」
「あたためる前の水の量に印をつけ
て、あたためた後の水の量を調べよ
う。」

「水をあたためて、あわが出るように
する。そのあわをろうとでつかまえ
て、ポリエチレンの袋に集めよう。あ
わが空気なら袋はふくらむはずだし、
水が変化したものなら袋に水がたまる
はずだ。」

「冷凍庫では見ることができないか
ら、氷で水を冷やしてみよう。温度を
下げることができるように、氷に食塩
を混ぜてみよう。温度を決まった時間
ごとに記録して、温度の変化を調べよ
う。」
「透明な容器を使って、水のようすを
観察し、変化を記録して調べよう。」
「水面に印をつけて、体積が変化した
か調べよう。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「湯気は水であることがわかっている
ので、湯気を集めないようにろうとを
水の中に入れよう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「水の温度変化を折れ線グラフで表す
ことができます。」

「水の温度変化を折れ線グラフで表す
ことができます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「あわの正体を点線の丸いつぶ、外の
空気を丸いつぶとして、絵に描いてみ
よう。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「あたためる前の水のようすをもとに
して、温度が上がる途中と温度が上
がったときのようすを比べます。」

「あたためる前のスプーンをもとにし
て表面のようすを比べます。」

「あたためる前のふくろをもとにし
て、ふくろの中に水がたまっているか
比べます。」

「冷やす前の水のようすをもとにし
て、氷ができる途中とできた後の温度
や体積を比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「あたためると温度が上がるけど、１
００℃近くになると上がらなくな
る。」
「100℃近くまで上がると、たくさん
湯気が出てきたり、さかんにあわが出
てくる。」

「湯気に近づけたものには、水滴がつ
く。」

「水を温めて出てきたあわを集める
と、ほとんどが水になる。」

「冷やすと温度が下がるけど、０℃ま
で下がるとこおり始め、すべて氷にな
るまで下がらなくなる。さらに冷やす
と０℃より下がる。」
「氷になると体積が大きくなる。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「湯気に近づけたものには水滴がつく
から、湯気の正体は水ではないか。」

「水をあたためて出てきたあわを集め
ると水になり、空気は少し残っただけ
なので出てきたあわの正体は水ではな
いか。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「水を熱すると、温度が上がる。」
「湯気が出てきたり、中から泡が出て
きたりする。」
「１００℃近くになるとさかんにあわ
を出してふっとうし、この間は水の温
度が上がらない。」

「湯気は、水の小さいつぶです。」 「水を熱したときに出てくるあわは、
水が目に見えないすがたに変わったも
ので、気体という水蒸気であり、水蒸
気は水という液体になるが、空気は水
にはならない。」

「水を冷やすと、水の温度が下がりま
す。０℃まで下がるとこおり始め、す
べて氷になるまで０℃のままです。す
べて氷になった後、さらに冷やすと
０℃よりも下がります。水は氷になる
と体積が大きくなります。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「棒温度計を底につけないようにし
て、水の温度だけをはかるようにでき
たのがよかった。」
「次はデジタル温度計を使えば、細か
く記録ができそうだ。」

「金属のスプーンだけでなく、氷水の
入ったビーカーでも実験できそう
だ。」

「ポリエチレンのふくろのつなぎめか
らもれないようにしっかりとつない
で、あわだけを集めることができれ
ば、空気は残らないだろう。」

「０℃より下がると棒温度計は読み間
違えることが多いから、デジタル温度
計にするといいね。」
「水の変化がよくわからなかったの
で、こおっているのかゆらしたりして
確認するとよかったね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「湯気がたくさん出ていたり、あわが
出ている水はとても熱いお湯であるこ
とが分かったから、手を触れないよう
にしよう。」

「カップラーメンのふたの内側や、鍋
のふたの裏についている水滴は、湯気
が水になったものなんだね。」

「電子レンジでラップをしたものを温
めるとラップがふくらむけど、すぐに
しぼむのは水蒸気になった水が液体に
戻るからなんだね。」

「飲み物が入ったプラスチックの入れ
物には『こおらせないでください』と
書いてあることがあるけで、それは水
の体積が氷になって大きくなるからと
いう理由があるからだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

４年　水のすがたと温度

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第二次　湯気とあわの正体

「たくさん湯気やあわが水の中から出ていたけど、水とどう関係しているの
かな。」

「水をあたためれば温度は上がっていくと思ったけど、１００℃で上がらなくなるのは不思議だった。冷やしたときは全部こおるまで０℃のままだったの
も１００℃のときと同じだった。全部こおると０℃より下がったので、水が全部水蒸気になると１００℃より上がるのかな。」
「水を冷やすと体積は小さくなったのに、氷になると逆に体積が大きくなるのは不思議だ。」

「鉄もあたためると液体になって形をかえることができたり、水だけでなく、いろいろな物は個体、液体、気体の姿があり、姿を変えて生活の役に立って
いることがわかった。」

「あたためたときに出てくるあわの正体を確かめるときに、実験方法を考えて予想を確かめようとすることはとても大切だと思う。見た目が空気の泡と同
じでも、全く違うことが実験で確かめることができる。」

「鉄をつくる工場で働く人たちは、鉄を液体にするためにすごく暑い中をがんばっているんだね。３Dプリンターを発明した人も、とかした樹脂を固体に
なることを利用しているんだね。」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「水を熱すると、温度が上がり、湯気が出てきたり、中から泡が出てきたりする。」
「１００℃近くになるとさかんにあわを出してふっとうし、この間は水の温度が上がらない。」
「水を冷やすと、水の温度が下がり、０℃まで下がるとこおり始め、すべて氷になるまで０℃のまま。すべて氷になった後、さらに冷やすと０℃よりも下
がる。水は氷になると体積が大きくなる。」
「湯気は、水の小さいつぶ。」
「水を熱したときに出てくるあわは、水が目に見えないすがたに変わったもので、水蒸気という。」



第一次　水のゆくえ 第二次　空気中の水蒸気

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「朝あった水たまりがいつのまにかな
くなっていたけど、水はどこにいった
のだろう。」

「水は自然にじょう発するのはわかっ
たけど、水じょう気ってもう一度水に
もどるのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「水は、ふっとうしなくても、自然に
じょう発するのだろうか。」

「空気中の水じょう気はふたたび水に
もどるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「水をつぶで考えてみます。」 「水をつぶで考えてみます。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「入れ物の中にあった水もいつの間に
かなくなっているから、しぜんにじょ
う発すると思います。」

「よくガラスの表面などに水がつくこ
とがあるから、もどると思います。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「ビーカーなどの容器を２つ用意し、
同じ量の水を入れ、水面の位置に印を
つけます。１つはラップでおおい、数
日間そのままにしておいて、水位の変
化を調べます。」

「ガラスのコップを冷蔵庫に入れてよ
く冷やします。冷えたら、外に出し
て、しばらくコップを観察します。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「気温など、外部の環境があまり変化
しない場所に置きます。」

「冷蔵庫に入れる前に、コップがぬれ
ていないか気をつけます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「印をつけた位置からの水位の変化量
を１日ごとに記録し、表で表します。
また、それを折れ線グラフで表しま
す。」

「冷蔵庫に入れる前と入れた後のコッ
プを写真に撮り、並べて貼り付けま
す。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「水を粒で表し、絵に描いて空気中に
出ていく様子を説明します。」

「水を粒で表し、絵に描いて空気中の
水がコップの表面で液体に戻る様子を
説明します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「一番はじめの水位を基準に、ふたを
したものとそうでないものの違いを比
べます。」

「冷蔵庫に入れる前と入れた後のコッ
プの写真を比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「１日の水位の変化量から、数日後の
水位を計算で求めてみます。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「ふたをしていないものは、毎日水位
が下がっている。」

「冷えたものの表面には水滴がつ
く。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「ふたをしていないものは水位が下が
り、ふたをしたものはほとんど変わら
なかった。このことから、水はふっと
うしなくても自然にじょう発すると考
えられる。」

「冷えたコップの表面には水滴がつい
た。このことから、空気中の水蒸気は
冷えると水に戻ることがわかる。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「水は、ふっとうしなくても、その表
面からじょう発し、水じょう気となっ
て空気中に出ていく。」

「空気中の水蒸気は冷えると水に戻
る。水は自然の中で、じょう発して水
蒸気になったり、冷やされて水に戻っ
たりしている。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「おおいがしっかりとできておらず、
すき間があったから、水が少なくなっ
てしまったね。」

「手の水がつかないよう、手袋をして
コップをもつと、より厳密に水がどこ
からきたか考えられるね。」
「季節や天気によって水蒸気が水に戻
る様子が変わるかな。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「洗濯物が自然に乾くのも、含まれて
いた水がじょう発したからなんだ
ね。」

「気温差がある日に窓ガラスに水滴が
つくのは、空気中の水蒸気が水に戻る
からなんだね。」
「洗濯物を出しっぱなしにしておく
と、夕方湿ってくるのは、空気中の水
分が水に戻るからなんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

４年　自然の中の水のすがた

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「水は、ふっとうしなくても、その表面からじょう発し、水じょう気となって空
気中に出ていくことがわかる。」
「水は自然の中で、じょう発して水蒸気になったり、冷やされて水に戻ったりし
ていることがわかる。」

「温度によって水が出てきたり、見えなくなったりするなんて面白い。もっと水
について調べてみたい。」

「車のフロントガラスのくもりをとるなど、温度の調節によって、水の姿を変え
られることを知ることは生活に役立つと思う。」
「物を乾かす時には、今回学んだことが役に立ちそうだね。」

「水はとても身近な存在なので、水が温度によって姿を変えることを知ること
は、生きていく上で大切だと思う。」

「水に関わる仕事をする人は、結露や蒸発について知っていたほうがいいね。」



第一次　月の形と動き 第二次　星の明るさと色 第三次　星の動き

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「夜、空を見ると月が出ているけ
れど、いろんな形やいろんな方角
に見えるのはどうしてだろう。」
「形が違う月ってみんな違うもの
なのかな。」

「夜空にはたくさんの星が輝いて
いるけれど、全て同じなのか
な。」

「月だけでなく、夜の空には星も
見える。たくさんある星はいつも
同じところで光っているのか
な。」
「夏の星座を学習したけど、星座
の形って変わらないのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「月も太陽のように動いているの
だろうか。」
「月の形は変わるのだろうか。」

「夜空に見える星の明るさや色に
は、違いがあるのだろうか。」

「星も、太陽や月と同じように動
いているのだろうか。」
「星の並び方は変わるのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「月も太陽と同じように東から西
に動いていると思う。」
「月は太陽とは違うんじゃないか
な。」
「いろいろな形の月を見たことが
あるから、月の形は変化している
と思う。」

「星はたくさんあるのだから、そ
れぞれ明るさも色も違うと思
う。」

「太陽も月も同じように動いてい
たので、星も同じなのではない
か。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「月が見える日に、月を観察して
見える位置と形を観察して記録し
ます。１～２時間後に再び見える
位置と形を観察して記録します。
６～８日後に同じように２回観察
して記録します。」

「月がよく見える日に、夜空を見
ていろいろな星の明るさや色を観
察して記録します。」

「午後７時ごろに調べる星を決
め、星の位置と並び方を観察して
記録します。午後９時にもう一度
同じ場所で星の位置と並び方を観
察して記録します。星座などがわ
かる場合は、星座を観察しま
す。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「月を観察・記録するときは、同
じ場所で行います。」

「基準となる星を決めて観察する
と、違いが分かりやすいです。」

「星を観察・記録するときは、同
じ場所で行います。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「目印になるものを決めて、同じ
場所から時刻を変えて観察する
と、どちらへ動いたか比べられま
す。」

「近くにある星を比べると色の違
いや明るさの違いがよくわかりま
す。」

「月を観察した時と同じように、
目印になるものを決めて、同じ場
所から時刻を変えて観察すると、
どちらへ動いたかが比べられま
す。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「東の方にあった月は南の方に動
いていた。南の方にあった月は西
の方に動いていた。」
「最初に観察した日は半月だった
が、２回目に観察した時は満月
だった。」

「すごく明るい星やあまり明るく
ない星などいろいろありまし
た。」
「色も赤っぽいもの、黄色っぽい
もの、白っぽいものなどいろいろ
ありました。」

「星は東から西の方角に移動して
見えた。」
「観察した星（星座）は、２回と
も同じ形のまま見えた。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「東の方にあった月は南の方に動
き、南の方にあった月は西の方に
動いていたので、太陽と同じよう
に、東から南を通って西へと動い
ていると思う。」
「月は半月だったり満月だったり
したので日によって違う形に見え
る。」

「すごく明るい星やあまり明るく
ない星などいろいろあったので、
明るさには違いがある。」
「色も赤っぽいもの、黄色っぽい
もの、白っぽいものなどいろいろ
あったので、違いがある。」

「星は東から西の方角に移動して
見えたので、動いている。」
「観察した星（星座）は、２回と
も同じ形だったので、並び方は変
わらない。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「月は、東からのぼり、南を通
り、西へと動いていく。」
「月の形は日によって違う形に見
える。」

「星の明るさや色には違いがあ
る。」

「星は、動いている。」
「星の並び方は変わらない。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「近くの建物をかいておくと記録
しやすいね。」
「方位磁針を使えば方位も正確に
わかるね。」
「連続して何日も観察すると動き
がもっとよくわかるだろう。形
も、もっといろいろな形が見える
かもしれない。」

「星座盤などと比べて観察したら
いろいろな星座が見つかった。」
「季節ごとにいろいろな星座や星
を見つけたいな。」

「今度はほかの星座も見てみた
い。」
「もっと細かく何回も観察すると
動きがよくわかるね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「太陽は東から上って南を通り西
に沈むことを学んだけれど、月も
同じだったね。」
「三日月や十五夜など月の呼び方
がたくさんあるのは形と関係して
いたんだね。」

「夏にキャンプに行った時など、
星座や動きをよく覚えておいて注
意しながら観察してみよう。」
「七夕など星に関する言い伝えも
たくさんあるね。」

「流星群のニュースなどを見たこ
とがあるけれど、星の動きを調べ
ている人たちがいるんだね。」
「星の並び方は変わらないから星
座ができるんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

４年　月と星

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

「月は、東からのぼり、南を通り、西へと動いていくことがわかる。」
「月の形は日によって違う形に見えることがわかる。」
「星の明るさや色には違いがあることがわかる。」
「星は動いているが、星の並び方は変わらないことがわかる。」

「月が太陽と同じように動いていくのはどうしてだろう。不思議だな。」
「月の形が日によって違うのは不思議だな。」
「星の色や大きさが違うのも不思議だな。」

「昔の人は、星の位置や動きを見て、季節や方角を知るのに役立てていたんだね。」

「観察する場所を決めて、同じものを観察すると動きや形などの変化がよくわかるね。」

「天文台で働いている人たちは、毎日観察してその様子を知らせてくれているんだね。」
「プラネタリウムなども星座をよく調べて作られているんだね。」

導入

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー



第一次　空気の圧縮 第二次　水の圧縮

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「空気鉄砲で玉が勢いよく飛んでいった。
玉と玉の間の空気しかないのにどうして前
の球が飛ぶのかな。」

「ホースで水を撒くとき水も空気と同じ
ようにおし縮められているのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「閉じ込めた空気は、おされると体積が変
わって、おし返す力が強くなるのだろう
か。」

「閉じ込めた水も、おされると体積が変
わるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「空気鉄砲を飛ばすとき、空気の部分が狭
くなったので空気が押し出す力が強くなっ
たと思います。」

「ペットボトルなどの飲み物は、おして
も小さくはならないので、体積は変わら
ないと思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「注射器を使い、ピストンを引いてつつの
中に空気を入れ、つつの先を閉じて空気を
閉じ込め、ピストンを押します。その時の
めもりがどうなるか調べます。また、手ご
たえの変わり方も調べます。」

「注射器を使い、ピストンを引いてつつの
中に水を入れ、逆さにして空気をだし、つ
つの先を閉じて水を閉じ込め、ピストンを
押します。その時のメモリがどうなるか調
べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「ピストンを押す力・空気の体積・手ご
たえの大きさを表にしてまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「とじ込めた空気について、図や絵も
使ってまとめるとわかりやすいです。」

「空気の時と同じように、注射器の中の
水の様子も図や絵でまとめるとわかりや
すいです。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「ピストンを押す前と押した後の体積を
比べると、減っていました。」

「ピストンを押す前と押した後のメモリ
の数を比べると、変わりませんでし
た。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「ピストンを押すとどんどんめもりが小
さくなっていきました。逆に手ごたえは
どんどん強くなっていきました。」

「水はおしてもおす前と体積は変わらな
い。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「ピストンを押すと、注射器のめもりは
減ったので、体積は小さくなります。」
「ピストンを押し下げると手ごたえが強
くなったので、おし返す力も強くなって
いると思います。」

「水は空気と違い、注射器のメモリは変
わらなかったので、体積は変わらな
い。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「閉じ込めた空気は、おされると体積が
小さくなります。」
「閉じ込めた空気は、体積が小さくなる
とおし返す力が強くなります。」

「閉じ込めた水は、おされても体積は変
わりません。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「注射器の先にしっかりテープを巻かな
いと空気が漏れてしまった。」
「もっとたくさん空気が入るものや太い
筒で実験するとおし返す力もかなり強く
なると思うのでやってみたい。」

「空気鉄砲のように水でも飛ぶのか
な。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「空気鉄砲の玉は、おし縮められた空気
がおし返す力で飛び出したんだね。」
「ボールがよく弾むのは、中の空気のお
かげだね。」
「自転車のタイヤもおし返す力で地面を
おし返しているんだね。」

「ペットボトルロケットには、空気も水
も入れるけれど、空気だけがおし縮めら
れて押し出す力で水を噴出させて飛ぶん
だね。」
「ホースの水は空気鉄砲のようにおし縮
められていないので、空気鉄砲のように
飛ばない。」
「歯磨き粉のチューブもマヨネーズも水
と同じで体積が変わらないからおした分
だけ出てくるんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

「閉じ込めた空気は、おされると体積が小さくなることがわかっている。」
「閉じ込めた空気は、体積が小さくなるとおし返す力が強くなることがわかってい
る。」
「閉じ込めた水は、おされても体積は変わらないことがわかっている。」

「空気鉄砲はすごい勢いで球が飛んだけれど、空気の力ってすごいな。ペットボトル
ロケットのように、大きいものやたくさんの空気でおし返す力を試してみたいな。」

「ボールには空気を入れるけれど、弾み方などにも体積とおし返す力が関係している
んだね。知っておくと役立つと思う。」
「気泡緩衝材も、物を運ぶ時や送るときなどに使うと商品を守れるので知っておくと
役立つと思う。」

「空気鉄砲で玉が飛ぶ時の筒の中の空気の様子を、言葉ではうまく言い表せなかった
けれど、図や絵（モデル）を使うことで、考えていることがうまく表現できた。モデ
ルを使うこともとても大切だと思う。」

「自動車や自転車のタイヤは、空気がおし返す力がはたらいているんだ。作ったり修
理したりする人は、ちょうどよい空気の量を知っておかないといけないね。」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

４年　空気と水の性質

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　空気の体積と温度 第二次　水の体積と温度 第三次　金ぞくの体積と温度

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「試験管を握ったら、石鹸水の
まくが膨らんだのは不思議だ
な。握って膨らんだのは手のぬ
くもりのせい。」

「水も空気と同じように温める
と膨らむのかな。」

「金属って固いのに、空気や水
などのように体積が変わること
なんてあるのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「空気は温めたり冷やしたりす
ると体積がかわるのだろう
か。」

「水は温めたり冷やしたりする
と体積が変わるのだろうか。」

「金属は温めたり冷やしたりす
ると体積がかわるのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「予想を絵や図で表してみよ
う。」

「予想を絵や図で表してみよ
う。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「空気はおされると体積が変
わったので、温めたり冷やした
りしても変わると思います。」

「水はおしても体積が変わらな
かったから、温めたり冷やした
りしても変わらないと思う。」

「金属は固いものだから、体積
は変わらないと思います。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「ゴム栓をつけたガラス管の先
に水を入れ、試験管に差し込
み、試験管をお湯で温めたり、
氷水で冷やしたりして、ガラス
管の中の水の動きを調べま
す。」

「ゴム栓をつけたガラス管を、
水を満たした試験管に差し込
み、試験管をお湯で温めたり、
氷水で冷やしたりして、ガラス
管の中の水の動きを調べま
す。」

「金属球が輪を通るか確かめま
す。その後、金属球を熱して輪
を通るか調べます。最後に熱し
た金属球を冷やして輪を通るか
調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「輪に通るかどうかを、はじ
め・熱した後・冷やした後で
表にまとめると一目でわかり
ます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「はじめの水面の位置と比べ
ると、温めるとガラス管の上
に動き、冷やすと下に動きま
した。」

「空気の時と同じように、は
じめの水面の位置と比べる
と、温めるとガラス管の上に
動き、冷やすと下に動きまし
た。」

「３回を比べると、金属球は
熱した時だけ輪を通りません
でした。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「温められると水は上にいっ
たので、体積が増えていると
思います。冷やすと水は下に
行ったので体積は減っている
と思います。」

「温められると水は上にいっ
たので、体積が増えていると
思います。冷やすと水は下に
行ったので体積は減っている
と思います。」

「金属球は熱した時は輪を通
らなかったので、体積が大き
くなっていると考えられま
す。」
「金属球冷やされると輪を
通ったので、体積は小さく
なったと考えられます。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「空気は、温めると体積が大
きくなる。冷やすと体積が小
さくなる。」

「水は、温めると体積が大き
くなり、冷やすと体積が小さ
くなる。」

「金属は、温めると体積が大
きくなり、冷やすと体積が小
さくなる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「もっと高い温度で温めると
体積ももっと増えるのか
な。」
「もっと低い温度で冷やすと
体積ももっと減るのかな。」

「もっと高い温度で温めると
体積ももっと増えるのか
な。」
「もっと低い温度で冷やすと
体積ももっと減るのかな。」

「金属球を温めても輪を通っ
てしまったのは、しっかり熱
せられなかったのかもしれな
い。高さや位置をしっかり確
認して持たないといけな
い。」
「金属球は熱するととても熱
いし、冷やした後も熱いこと
があるので、気をつけない
と。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「空気が膨らむことを使って
温度計が作れそうだ。」
「潰れたピンポン玉をお湯の
中につけると、元通りになる
のは空気が膨らむからだ
ね。」

「棒温度計は水を温めると体
積が増える仕組みを使ってい
るんだね。」

「電車のレールが夏の間だけ
伸びることがあるのは、鉄の
体積が大きくなることを使っ
ているんだね。」
「金属製の瓶のふたが空かな
い時、ふたをお湯につけると
きん　広がって空きやすくな
るんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

４年　金属、水、空気と温度

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「空気は、温めると体積が大きくなる。冷やすと体積が小さくなることがわかっている。」
「水は、温めると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなることがわかっている。」
「金属は、温めると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなることがわかっている。」

「空気や水はどれくらい体積が大きく（小さく）なるのかな。」
「毎日毎日気温が変化しているのだから、空気や水の体積もその都度増えたり減ったりして
いるんだ。すごい。」

「潰れたピンポン玉をお湯に入れて元通りにするのは、温めると体積が増える性質を利用し
ているんだね。」

「はじめの水面の位置をしっかり印をつけておくことで、どれくらい増えたか、どれくらい
減ったか、違いがよく分かったので、比べてみるのはとても分かりやすい方法だ。」

「橋やレールを作っている人たちは、金属の体積が増えることを計算して隙間を開けて作っ
ているんだね。」



第一次　動物の活動と季節 第二次　植物の成長と季節

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「昆虫は春にはたくさんいるのに、冬になったら
あまりいなくなる。昆虫の生活は、季節によって
どのように変わっているのだろうか。」

「桜などは春に咲いていたり、教室にある花は冬
も咲いていたりするけれど、季節によって植物は
どのように変わるのだろうか。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「暖かさによって動物の様子はどのように変わる
のだろうか。」

「暖かさによって植物の様子はどのように変わる
のだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「暖かい季節は、活発に外で動いて、寒い季節
は、動かないで静かに生活していると思いま
す。」

「春に花が咲いたり、秋には葉が落ちたりするか
ら、暖かい季節に成長するのだと思います。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「一年間通して調べる動物を決めます。また、調
べる場所を決めておきます。春夏秋冬それぞれの
季節で観察します。観察する時は、気温をはか
り、動物の活動の様子を観察し、スケッチや写真
で記録します。」

「一年間通して調べる植物を決めます。また、調
べる場所を決めておきます。木だけでなく、新た
に種をまいて育てる植物も観察します。春夏秋冬
それぞれの季節で観察します。観察する時は、気
温をはかり、植物の活動の様子を観察し、スケッ
チや写真で記録します。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「調べる動物、場所は毎回同じにします。」 「調べる植物、場所は毎回同じにします。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

動物のスケッチや写真を並べて整理すると変化の
様子がわかりやすいです。」

「折れ線グラフで気温を整理したり、種をまいた
植物の伸びを棒グラフにしたりするといいと思い
ます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「春の様子をもとに、夏秋冬の様子をスケッチや
写真などから比べてみます。」

「春の様子をもとに、夏秋冬の様子をスケッチや
写真などから比べてみます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「春には、卵からかえったり盛んに活動したりす
る。夏には、成長し、数が増え、さらに盛んに活
動します。秋には、南の方へ飛んでいく鳥がいま
す。冬には、あまり姿が見られず、さなぎなど姿
を変えている動物もいます。」

「春には、葉や芽が出たり花が咲いたりします。
夏には、葉が増えたり枝が伸びたりします。秋に
は、葉が色づき、落ちたり、ヘチマなどは種を
作ったりします。冬には、葉は完全に枯れ落ち、
ヘチマなどは全て枯れます。しかし、芽が出た
り、種を残したりしていました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「春や夏には盛んに活動したり成長したりしてい
たので、暖かい季節には活動が活発になる。秋や
冬にはあまり姿が見られないので、ほとんど活動
せず、いろいろな姿で冬を越している。」

「春や夏には花が咲いたり葉や芽が出て伸びたり
大きくなったりしていたので、暖かい季節に植物
は成長する。秋や冬には葉が落ちたり枯れたりし
たので、寒い季節には、芽をつけたり種の状態で
冬を越したりする。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「暖かさによって動物の様子は変わり、暖かい季
節には活発に活動する。逆に寒い季節になるとあ
まり活動しなくなる。」

「暖かさによって植物の様子は変わり、暖かい季
節には植物はよく成長し、寒い季節には枯れま
す。春に目が出る木は、冬には枯れません。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「もっといろいろな動物について観察してみたい
な。」
「あまり近づいたり触ったりしないでそっと観察
しないといけない。石などを動かしたら元通りに
しておかないと。」

「もっといろいろな植物について観察してみたい
な。」
「写真などでデータを保存しておけば季節ごとの
様子がよくわかるね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「昆虫や動物を育てる時には学習したことを知っ
ておくといいね。自然の中にいる動物も同じだか
ら、むやみに採らないことや冬の間はそっとして
おいてあげないと。」

「植物を育てたり鑑賞したりするときには学習し
た一年の変化を知っておくといいね。」
「花を部屋の中においておくと早く咲いたり成長
したりするのは暖かさと関係していたんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
  構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「暖かさによって動物の様子は変わり、暖かい季節には活発に活動する。逆に寒い季節になるとあま
り活動しなくなることがわかっている。」
「暖かさによって植物の様子は変わり、暖かい季節には植物はよく成長し、寒い季節には枯れること
がわかっている。」

「植物や動物が季節ごとにどのように様子が変わったので、自分でも動物を育てたり植物を育てたり
して、細かく継続して観察してみたいな。」

「植物や動物を育てたり飼ったりするときにはそれぞれの生活や季節ごとの変化の様子をよく知って
おくと育てたり飼育するときに役立つと思う。」

「長い期間、続けて観察をしていくと変化の様子がよくわかった。変化を知るときは継続して観察
し、しっかり記録をとっておくことが大切だと思った。」

「植木屋さんや昆虫を飼育する人は、今回学習したことをよく覚えておかないといけないね。」

導入

４年　季節と生物

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　金属のあたたまり方 第三次　空気のあたたまり方

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「金属のスプーンを熱い湯につけ
ておくと、湯についていない部分
もあたたかくなるのはどうしてだ
ろう。」

「エアコンは暖かい風を足元に
送ってくれるけど、それには理由
があるのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「金属は、どのようにあたたまる
のだろうか。」

「水はどのようにあたたまるのだ
ろうか。」

「あたためられた水は、どのよう
に動くのだろうか。」

「空気はどのようにあたたまるの
だろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「金属の棒や板のあたたまり方
を、矢印で表します。」

「水のあたたまり方を、矢印で表
します。」

「あたためられた水の動き方を、
矢印で表します。」

「空気のあたたまり方を、矢印で
表します。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「スプーンは立てていても端まで
あたたまったから、熱していると
ころから順にあたたまると思
う。」
「熱しているところの近くからあ
たたまると思う。」
「低いところからあたためると高
いところまであたたまると思
う。」

「金属の棒を傾けて実験したと
き、熱したところから順に低いと
ころまであたたまったから、水も
同じだと思う。」

「金属のときとちがって、試験管
と同じように上からあたたまると
思う。」

「空気は金属よりも水のように自
由に動くことができそうだから、
水と同じように上からあたたまる
と思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「金属の棒や板にろうそくのろう
をぬって、端や真ん中から熱して
みよう。ぬったろうがとける順番
であたたまり方を調べます。」
「金属の棒を傾けて、高いところ
から低いところへ、向かってあた
たまるかを調べます。」
「金属の板に切れ込みを入れて、
通り道が長くても近いほうからあ
たたまるのか、調べます。」

「試験管に水と示温テープを入れ
て、上の部分と下の部分を温め
る。金属と同じあたたまり方な
ら、上をあたためても全体があた
たまるはず。上にあたたまるな
ら、下からあたためたら全体にあ
たたまるはず。示温テープの変化
を調べます。」

「おがくずなど水の中で動くこと
ができる物を入れた水や示温イン
クを入れた水を熱して、あたため
られた水の動きを調べます。」

「電熱器を使って空気をあたた
め、線香のけむりの動きであたた
められた空気の動きを調べま
す。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「同じ試験管で実験するときは、
冷めてから別の場所をあたためる
ようにしよう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「金属の棒や板のあたたまり方
を、矢印で表します。」

「水のあたたまり方を、矢印で表
します。」

「水のあたたまり方を、矢印で表
します。」

「空気のあたたまり方を、矢印で
表します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「水の上の方をあたためたものを
もとにして、下をあたためたもの
と示温テープの色のちがいを比べ
ます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「金属は、熱せられたところから
順にあたたまっていく。」

「水は上からあたためても下から
あたためても、上の方からあたた
まる。下からあたためたときだ
け、全体があたたまる。」

「あたためられた水の動き方は上
に動く。」

「あたためられた空気は上に動
く。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「棒が傾いていたり板に切れ込み
があっても、金属は熱せられたと
ころから順にあたたまっていくの
で、全体があたたまるのだろ
う。」

「下をあたためると上からあたた
まるということは、金属のあたた
まり方とちがうようだ。」

「あたためられた水が上に動くの
で、まだあたためられていない水
が下に来る。それがまたあたため
られて上に動く。このようにして
次第に水は全体があたたまるよう
だ。」

「あたためられた空気が上に動く
ので、まだあたためられていない
空気が下に来る。それがまたあた
ためられて上に動く。このように
して空気は全体があたたまるよう
だ。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「金属は、熱せられたところから
順にあたたまっていき、やがて全
体があたたまります。」

「水は上の方を熱すると、上の方
だけあたたまります。」
「水は下の方を熱すると、上の方
からあたたまり、やがて全体があ
たたまります。」

「あたためられた水は、上に動き
ます。水は、動きながら全体があ
たたまっていきます。」

「あたためられた空気は上に動き
ます。空気は水と同じように、動
きながら全体があたたまっていき
ます。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「ろうだとわかりにくいので、示
温テープ などを使うとわかりや
すいだろう。」

「示温テープだけでなく、示温イ
ンクで調べてみると水の温度の変
化が直接見てよりわかりやすい
ね。」

「おがくずなどは自分の重さでし
ずむから、上に動くことだけはわ
かるけど、水が下に動いているか
どうかはわからないね。」

「水層を使って閉じ込めた空気を
あたためたときに、閉じ込めた空
気が上に動くのか調べるとわかり
やすいかもしれない。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「料理のおたまやフライ返しなど
には、持ち手が金属でないものも
あるけど、それは熱くならないた
めの工夫なんだね。」

「お風呂に入っていると、だんだ
ん上が熱くなって下がぬるくなる
のは、あたたまり方が違うからな
んだね。」

「昔のお風呂は下からあたためる
ことで全体をあたためていたんだ
ね。」
「熱気球はあたためた空気が上に
動くことを利用しているんだ
ね。」

「エアコンであたためているとき
は、足元からあたためることで部
屋全体をあたためることができる
んだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

育成する主な科学的探究能力
と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

４年　物のあたたまり方

第二次　水のあたたまり方

「金属は熱したところから順にあたたまっていくけど、水の場合は
どうなるのだろうか。」

展開－構
想

展開－分
析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

展開

「金属は、熱せられたところから順にあたたまっていき、やがて全体があたたまる。」
「水は上の方を熱すると、上の方だけあたたまる。」
「水は下の方を熱すると、上の方からあたたまり、やがて全体があたたまる。」
「あたためられた水は、上に動く。水は、動きながら全体があたたまっていく。」
「あたためられた空気は上に動く。空気は水と同じように、動きながら全体があたたまっていく。」

「金属は固くて自由に動けないけど、水や空気はあるていど動くことができるから、あたためると上に動くのかな。金属も液体だと上
に動くのかな。調べてみたいな。」
「下からあたためても上に熱が伝わるのはどうしてだろう。あたたまると空気や水は上に動くのはどうしてだろう。不思議だな。」

「早く部屋全体をあたためたいときは、下からあたためることが必要だと分かった。水をあたためるときも同じで、どうすれば効率的
にあたためられるのか考えるときに役立つと思う。」

「ろうや示温インク、おがくずなどの目に見える物を使って、見えない物の動きを調べることは、科学的に考えるのにとても大切なこ
とだと思う。」

「ドーム球場をあたためたり、エアコンの風の吹き出しを考えたりするのに、この学習は関係している。」
「日光であたためられた空気はどうなるのか、気象予報士に関係しているかもしれない。」



第一次　物が水に
とけるとき

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「とかした物は、とけると
目に見えなくなるけど、ま
だここにあるのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「物は、水にとけるとなく
なってしまうのかな。」

「物が水にとける量には、
限りがあるのだろうか。」
「とかすものによってちが
いはあるのだろうか。」

「水の量を増やすと、水に
とける量はどうなるのだろ
うか」「とかすものによっ
てちがいはあるのだろう
か。」

「水の温度を上げると、物
が水にとける量はどうなる
のだろうか」「とかすもの
によってちがいはあるのだ
ろうか。」

「たくさん物がとけてい
る水よう液を冷やすと、
とけている物をとりだす
ことができるのだろう
か。」

「水よう液をじょう発さ
せても、とけている物を
とり出すことができるの
だろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「とかす物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっているかを図や絵で表
します。」

「とかす物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっているかを図や絵で表
します。」

「とかす物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっているかを図や絵で表
します。」

「とかす物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっているかを図や絵で
表します。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「料理のとき、とかした物
の味がするから、目に見え
なくてもなくなっていな
い。」

「小さなコップに入った水
に、コップより多い量の物
はとけないはずだ。」

「海にはたくさん物がとけ
ているから、水の量が増え
ればたくさんとけると思
う。」

「あたたかい紅茶には砂糖
が早くとけたから、あたた
めると増えると思う。」

「冷めたミョウバンの水
よう液からは出ていて、
食塩の水よう液からはで
てないので、物によって
違 い が あ る と 思 い ま
す。」

「水は水蒸気に姿を変え
て気体になってしまうか
ら、とけていた物だけが
残ると思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「とかす前ととかした後で
全体の重さが変わっていな
ければ、または、とかす前
の水の重さととかした後の
水溶液の重さが食塩の重さ
の分だけ重くなっていれ
ば、とかした物はなくなっ
ていないことが確かめられ
る。とかす前の重さと、と
かした後の重さを調べよ
う。」

「水の量を決めて、食塩を
とかしていこう。とかした
量を記録して、とけ残りが
できるまでとかして調べよ
う。」
「ほかの物でも同じなの
か、ミョウバンでも調べて
みよう。」

「水の量を決めて、食塩を
とかしていこう。とかした
量を記録して、とけ残りが
できるまでとかして調べよ
う。」
「水の量が増えても同じな
のか、調べてみよう。」

「水の量を決めて、食塩を
とかしていこう。とかした
量を記録して、とけ残りが
できるまでとかして調べよ
う。」
「温度が上がっても同じな
のか調べてみよう。」

「ろ過した水よう液を氷
水で冷やして、とけてい
た物が出てくるか調べよ
う。」

「水よう液を少しだけ取
り、蒸発皿に入れて熱し
てみよう。水を蒸発させ
てとけていた物が出てく
るか調べよう。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「重さを量るときは、とか
す前と後で台秤の上に乗せ
る物を変えないようにしま
す。」

「水の量は変えません。」 「水の量だけを変えま
す。」

「水の量は変えないで、温
度だけを変えます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「とかす前ととかした後の
全体の重さ、または水、食
塩、食塩の水溶液の重さを
表に表そう。」

「とけ残りが出るまでとか
した量を表や棒グラフなど
で表せます。」

「とけ残りが出るまでとか
した量を表や棒グラフなど
で表せます。」

「とけ残りが出るまでとか
した量を表や棒グラフなど
で表せます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「とかした物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっていたら結果のように
なるか図や絵で表しま
す。」

「とかした物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっていたら結果のように
なるか図や絵で表しま
す。」

「とかした物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっていたら結果のように
なるか図や絵で表しま
す。」

「とかした物をつぶで表し
て、水の中でつぶがどう
なっていたら結果のように
なるか図や絵で表しま
す。」

「とかした物をつぶで表
して、水が蒸発した後つ
ぶがどうなっていたら結
果のようになるか図や絵
で表します。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「とかす前を基準にして、
溶かした後の全体の重さ、
またはとかす前の水と水溶
液の重さが変わっていない
か比べます。」

「食塩をとかしてとけ残り
が出たときの量を基準にし
て、ミョウバンをとかして
とけ残りが出たときの量を
比べます。」

「水を増やす前を基準にし
て、水を増やした後のとけ
た量を比べます。」

「温度をあげないで溶かし
たものを基準にして、温度
を上げてとかしたときのと
けた量を比べます。」

「食塩とミョウバンで、
冷やすと出てくる、出て
こないの仲間分けをしま
す。」

「食塩とミョウバンで、
蒸発させると出てくる、
出てこないの仲間分けを
します。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「（水の重さ）＋（食塩の
重さ）＝（食塩の水溶液の
重さ）になっているかたし
かめよう。」

「グループで調べた結果を
計算して、クラスの平均を
出したいな。」

「グループで調べた結果を
計算して、クラスの平均を
出したいな。」

「グループで調べた結果を
計算して、クラスの平均を
出したいな。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「とかす前ととかした後の
全体の重さは、変わらない
ということが言える。」
「水に食塩をとかすと、食
塩の重さだけ重くなる。」

「とかす物によって、決
まった水の量にとける量は
変わる。」

「水の量によって、とける
量も多くなったり少なく
なったりする。」

「水の温度によって、とけ
る量も多くなったり少なく
なったりする。」

「とけていた物によっ
て、冷やしたときにでて
くるつぶの量がちが
う。」

「水を蒸発させると、食
塩とミョウバンなどのと
けていた物が出てく
る。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「物は水にとけても、とか
す前ととかした後の全体の
重さは変わらない。また
は、食塩の分だけ重くな
る。だから、物は水の中に
ある。」

「とけ残りがでたことか
ら、物が水にとける量に限
りはありそうだ。」
「とかす物によってとける
量が変わるので、物によっ
て水にとける量に違いがあ
りそうだ。」

「食塩もミョウバンも、水
の量を増やすととける量も
増えたので、水の量を増や
せばとける量も増えそう
だ。」

「食塩は温度を上げてもと
ける量は増えなかったけ
ど、ミョウバンはとける量
がすごく増えた。だから、
物によって温度によるとけ
る量の変化はちがいそう
だ。」

「冷やすと食塩はほとん
ど出てこないのに、ミョ
ウバンはでてきた。この
ことから、物によって違
いがありそうだ。」

「蒸発させると食塩も
ミョウバンも出てきたの
で、水にとけていた物を
とり出すことができそう
だ。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「物は水にとけて見えなく
なっても、なくならな
い。」

「決まった量の水に物がと
ける量には、限りがある。
物によって、水にとける量
には違いがある。」

「水の量を増やすと、物が
水にとける量もふえま
す。」

「水の温度を上げたとき
の、物が水にとける量の変
化は、とかす物によってち
がう。」

「水よう液を冷やすと、
とけていた物によって、
とり出すことができたり
できなかったりする。」

「水よう液を蒸発させる
と、水にとけていた物を
とり出すことができま
す。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「重さを量るときに、水滴
をこぼさないようにするな
ど、全体の重さを量るよう
にしたことがよかった。」

「とかすときに、食塩や
ミョウバンをこぼしてし
まったので、正確な結果が
出るようにこぼさないで入
れよう。」

「ラベルを貼って、食塩と
ミョウバンを間違えないよ
うにしよう。」

「とかしている間に水の温
度が下がってくるから、や
けどに気を付けて素早くと
かそう。温度計に水滴が付
くから、こぼさないように
しよう。」

「出てくる物を観察しや
すくするには、凍らない
ぐらいのもっと低い温度
にしたり、水よう液の量
を増やすとよいと思
う。」

「蒸発させる量を増やす
と時間がかかるので、少
ない量のほうがよかっ
た。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「砂糖がたくさんとけてい
るかもしれないから、
ジュースを飲むときは気に
してみよう。」

「水50ｍLにこれだけ食塩
がとけているから、水の量
がとても多い海にはすごい
量の塩がとけているんだ
ね。」

「ミョウバンの結晶を大
きくするには、ミョウバ
ンをたくさんとかしてか
ら冷やすといいんだ
ね。」

「海水から食塩をとり出
すために、蒸発させる方
法を使っているんだ
ね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

５年　物の溶け方

第二次　物が水にとける量 第三次　水にとけた物をとり出す

「物が水にとけたけど、どれくらいとけるものなのだろう。」 「水よう液から、とかした物が出てきたのは、どうし
てかな。」

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

「とける量は、砂糖も塩もみんな同じようだと思っていたけれど、ミョウバンは全然違うので驚いた。物によってちがう性質を持っていることを知っておもしろ
かった。」

「蒸発などの方法でとけているものをとり出すことができることを利用して、海水から塩をつくっていることを知って、昔から役立ているのだと思った。」

「目に見えなくなってしまったものでも、条件を同じにして調べることで規則性を見つけることができることを知って、科学的に調べることの大切さを知りまし
た。」

「塩をつくる人は昔から知っていたはずだし、ケーキ職人や料理人を目指す人には、どれだけ物がとけるかということを知っていたほうがよいと思った」

展開－構
想

展開－分
析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「物は水にとけて見えなくなっても、なくならない。」
「決まった量の水に物がとける量には、限りがある。物によって、水にとける量には違いがある。」
「水の量を増やすと、物が水にとける量もふえます。」
「水の温度を上げたときの、物が水にとける量の変化は、とかす物によってちがう。」
「水よう液を冷やすと、とけていた物によって、とり出すことができたりできなかったりする。」
「水よう液を蒸発させると、水にとけていた物をとり出すことができます。」



第一次　卵の中の成長 第二次　水の中の小さな生物 第三次　母体内の成長

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「水槽の中のメダカが卵を産んだけれど、ど
うやって大きくなってメダカになるのか
な。」

「水槽で飼っているメダカにはえさを与えて
いるけれど、自然の中にいるメダカは何を食
べているのかな。」

「メダカが卵の中でだんだん体ができていく
様子はわかったけれど、僕たち人間はどうな
のかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「メダカの卵はどのように育つのだろう
か。」

「メダカなどの魚は、水の中の何を食べてい
るのだろうか。」

「人の子供は、母親の子宮の中でどのように
育ち生まれてくるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「卵の中でちょっとずつメダカっぽくなって
いると思う。」

「目には見えないくらいの小さな生き物がい
るんだろう。」

「メダカのように少しずついろいろな部分が
できてくると思う。」
「メダカよりも長い期間をかけて人間らしく
なるんじゃないかな。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「育てているメダカが卵を産んだら、水草ご
とペトリ皿などに移し、解剖顕微鏡で観察し
継続的に記録していきます。」

「水槽の壁についているものをとったり池の
水の中の水草をとって水でゆすいだりして、
それをプレパラートにして顕微鏡で観察しま
す。」

「子供が子宮の中で育つ様子をコンピュータ
や映像資料、模型などで調べます。また、子
供を産んだことのある人にインタビューをし
て調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「最初の様子、前回の様子と比べてみると変
化がよくわかります。」

「川の中にいるいろいろな生物を顕微鏡で見
えた倍率で比べると大きさの違いがわかりま
す。」

「メダカの卵の成長と比べてみると成長の速
さの違いが分かると思います。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「卵の中で徐々に、体の形、目や血液の流れ
などがだんだんと分かるようになり、１０日
くらいで孵ります。」

「観察をするとミジンコやアオミドロなど小
さな生き物がいろいろいました。」

「子宮の中では心臓が動き始め、目や耳、手
足の形ができます。更に体の形がはっきり
し、心臓の動きが活発になったり体を回転さ
せたりし始めます。最後には回転できないく
らい大きくなり、３８週くらいで生まれま
す。」
「赤ちゃんはへそのおで母親とつながり栄養
をもらっています。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「卵の中で徐々に目や血液の流れなどがわか
るようになることから、卵の中で体ができて
いることがわかります。」
「植物の鮨が養分を使って発芽し成長するよ
うに、メダカも卵の中で徐々に成長している
ので、卵の中には、養分があると思いま
す。」

「池や川の水の中にはミジンコやアオミドロ
など小さな生き物がいろいろいたので、それ
らをメダカは食べている。」

「調べた結果から、へをのおを通して栄養を
もらい、子宮の中で徐々に体の形ができてい
き、成長していきます。３８週くらいで生ま
れます。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「メダカは卵の中で徐々に体ができてい
く。」

「池や川などの水の中には小さな生き物がい
ろいろいて、魚はそれらを食べています。」

「人の子供は母親の子宮の中で栄養をもら
い、徐々に成長し生まれてくる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「解剖顕微鏡には直接日光が当たらないよう
に気を付けよう。」
「同じ卵を継続してみていかないと成長がわ
からない。」

「きれいな水でも、小さな生き物がいないと
魚は生きられない。」
「小さな生き物がたくさんいる緑色の水なら
エサやりをしなくてもメダカが生きていける
だろう。」

「産婦人科の先生などにも話を聞けるとよく
わかるね。」
「妊娠している人にも話を聞けるといい
ね。」
「細かく映像資料を集められると変化の様子
がよくわかるね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「メダカ以外の魚も卵の中で体の形ができて
から生まれてきているんだね。」

「川や池は生き物が住めるように汚してはい
けないね。」

「時間をかけて大切に子宮の中で育てて生ん
でくれたんだね。感謝しないといけない
な。」
「電車などで妊婦の人を見たら、おなかに負
担がかからないように親切にしてあげよ
う。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「メダカは卵の中で徐々に体ができていくことがわかっている。」
「池や川などの水の中には小さな生き物がいろいろいて、魚はそれらを食べていることがわかっている。」
「人の子供は母親の子宮の中で栄養をもらい、徐々に成長し生まれてくることがわかっている。」

「川や池の中には目に見えないくらいの小さな生き物が何種類もいるんだ。すごい。」
「自分がお母さんのおなかの中でどのように成長してきたのかよくわかった。もっと感謝したい。」

「メダカなど魚を飼う場合には、成長や食べ物について知っておくと役立つと思う。」
「人の誕生についても、誰かに子どもが生まれたり、自分に子どもができたりした時に、子どもの成長を知っておくと役立つと思
う。」

「生命について学習したので、自他の生命も人間以外の生命も大切にし、生命をつないでいくことが大切だと思う。」
「メダカなど魚などが住んでいける環境を守っていくことも大切だと思う。」

「産婦人科の医師や助産師の人は、どのくらいの時期にどのくらい成長しているか知っておかないとね。」
「魚が観賞用に売られているのを見ることがある。育てる人は、受精の仕組みや育て方、成長の仕方などをよく知っておく必要があ
る。」

導入

５年　動物の誕生

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　鉄心の磁化、極の変化 第二次　電磁石の強さ

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「電磁石には磁石は入っていないのに、な
ぜ鉄を引き付けるのだろう。」

「ごみ処理場で使われる電磁石はいとどに
1000㎏も鉄を持ち上げるらしいけど、わた
したちの電磁石と何が違うのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「電磁石にはどのような性質があるのだろ
う。」

「電磁石を強くするには、どうすればよい
のだろう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「鉄が磁石みたいになったんだ。」
「3年生の磁石の勉強で習ったように、鉄を
つけたり極があったりするのだろう。」
「電気が流れていることに秘密がある。」

「電池をふやしたりして電流を強くすれば
いいかも。」
「コイルをもっとたくさん巻くと強くなる
だろう。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「電磁石を作り、回路を作って電流を流し
ます。その時に鉄のクリップなどが付くか
確かめます。また、方位磁針などで極があ
るか調べます。」

「回路を作り、乾電池１個と２個の時のク
リップの付く数を調べます。」
「コイルの巻き数が多い時と少ない時のク
リップの付く数を調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「流す電流は一定にします。」
「方位磁針の位置も動かないようにしま
す。」

「電池の数を変える時はコイルの巻き数は
同じにして実験します。」
「コイルの巻き数を変える時は電池の数は
同じにして実験します。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「付いたクリップの数を表にまとめま
す。」「グラフで表すとより差がわかりや
すいと思います。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「回路と電流の流れ、極を絵や矢印で書い
てまとめます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「電流を流した時と流さない時の様子を比
べると、電流が流れた時だけクリップがつ
きました。」
「同じ回路のままで乾電池の向きを逆にす
ると方位磁針の向きも逆になりました。」

「乾電池の数が１個の時と２個の時でク
リップがついた数を比べると2個の直列つな
ぎのほうがたくさんつきました。」
「コイルの巻き数が50巻きと100巻きの時で
クリップの付く数を比べると１００巻きの
方がたくさんつきました。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「１回だけでなく何度か実験して平均を出
すといいと思います。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「コイルに電流を流すと鉄を引きつけ、電
流を流していないときはつきませんでし
た。」
「電磁石の近くに方位磁針を置くと一定の
向きで止まりました。」

「電池を増やして直列つなぎにしたり、コ
イルをたくさんまいたりしたら、電磁石は
強くなりました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「鉄がクリップを引き付けたので、コイル
に流れる電流が鉄を磁石にしていると思い
ます。」
「方位磁針が一定の向きを示して止まった
ので、電磁石にも極があります。」
「電池を逆にすると極が変わったから、電
流の向きと極は関係があります。」

「電流を強くしたり巻き数を多くしたらク
リップがたくさんついたので、電磁石を強
くしているのは電流だと思います。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「電磁石は電流が流れている間だけ磁石に
なる。」「電磁石にも極がある。」「電流
の向きが逆になると極も逆になる。」

「電流を強くしたり、コイルの巻き数を多
くしたりすると電磁石は強くなる。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「しっかり回路がつながっていなくて、ク
リップがつかなかったので、しっかり回路
をつないで電流が確実に流れるようにしよ
う。」

「電池を1個から2個に増やしたり、コイル
を50巻きから100巻きに変えたりする時に
しっかりつなごう。」
「クリップをつける釘の位置やつけ方を同
じにしないと位置やつけ方が結果に影響す
るから気を付けないとね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「モーターやごみ処理場の持ち上げる磁石
は電磁石なんだね。」
「スイッチを切っても釘にクリップがつい
たままになっていることがあったのは、3年
生でやった磁石の性質と同じかな。」

「吸い込む力が強い掃除機や素早く削る鉛
筆削りは、コイルがたくさん巻いてあった
り、電流をたくさん流したりしているんだ
ね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「電磁石は、コイルに電流が流れている間だけ磁石の性質をもつことがわかっている。」
「電磁石には極があり、電流の向きが逆になると曲も逆になることがわかっている。」
「電流を強くしたり、導線のまき数を多くしたりすると、電磁石が強くなることが分かっ
ている。」

「鉄が電流によって磁石になるなんて不思議。磁石の性質を利用してモーターが動いてい
たなんて知らなかった、面白い。」

「電磁石はごみ処理場などで利用されており、私たちが捨てたごみを持ち上げたり分別し
たりしてくれているんだ。」
「いろいろなものが動くもとになっているモーターも電磁石なんだ。すごい。」

「電流の強さを調べるときは電池の数だけ、導線の巻き数を調べるときは巻き数だけを変
え、条件制御して正しい結果を求めることが大切だと思う。」

「生活に欠かせない道具である掃除機や車などはモーターで動いている。開発している人
は工夫して力の強い製品を開発しているのだろう。」

導入

５年　電流

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　雲と天気 第二次　天気の予想

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「雨はなんでふるんだろう。雲と天気
は関係しているのかな。」

「天気予報ってどうやってしているの
だろう。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「雲の様子と天気の変化には、関係が
あるのだろうか。」

「天気の変化のしかたには、きまりの
ようなものがあるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「くもりや雨の時は必ず空がくもでお
おわれるから、関係があると思う。」

「きまりがあるから、おおよその天気
の変化がわかるのだと思います。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「調べる方位を決め、くもの様子と天
気を調べ、記録します。数時間後、同
じ場所ではじめと同じように観察。記
録します。」

「日本各地で天気を調べる地点を決め
ます。パソコンなどを使い、数日間、
雲の様子、アメダスの情報、各地の天
気を調べ、情報を集めます。実際に私
たちが住んでいる場所の空も観察し、
それらを総合してきまりがないか考え
ます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「観察する場所、や方位が変わらない
ようにする。」

「パソコンで情報を集める地点、実際
に雲を観察する場所は変えないように
します。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「空の様子を写真に撮り、連続して並
べて表形式にまとめます。」

「集めた情報を画像として印刷し、表
形式にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「晴れ、雨、くもりのそれぞれの日
で、雲の様子を比べます。」

「観察を始めた日の雲の位置を基準に
雲がどのように動いたかを比べま
す。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「くもりや雨になると、空がほぼ雲で
おおわれる。」

「雲は西から東に向かって動いてい
る。それに伴って、雨が降っている場
所も西から東に動いている。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「くもりや雨になると、空がほぼ雲で
おおわれた。このことから、天気と雲
は関係していると言える。」

「雲は西から東に向かって動いてい
て、それに伴い、雨が降る場所も西か
ら東に動いていた。このことから、春
の天気の変化にはきまりがあり、およ
そ西から順に変わっていくことがわか
る。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「雲の形や量は時刻によって変わり、
雲の様子が変わると天気も変わる。」

「天気の変化にはきまりがあり、およ
そ西から順に変わっていく。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「雲を観察する時、目印を決めなかっ
たから、動いているかがよくわからな
かったよ。」

「気象に関するどんな情報が集まるか
によって、わかることが変わってくる
ね。まずは、わかりやすい情報が得ら
れるホームページなどをしっかり調べ
よう。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「空に雲が増えてきて、黒くなってき
たら、雨になるかもしれないから、早
く家に帰ろう。」

「これでぼくにもおおまかな天気予報
ができそうだ。今、雲がここだから、
きっと明日はこのあたりが雨になるだ
ろう。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「雲の形や量は時刻によって変わり、雲の様子が変わると天気も変わることがわ
かる。」
「春の天気の変化にはきまりがあり、およそ西から順に変わっていくことがわか
る。」

「天気の変化に決まりがあるなんて面白い。ぼくにも天気予報ができそうだ。
もっと、天気について詳しく知りたいな。」

「天気の変化や近い将来の天気を予想することは、私たちの行動や服装、準備す
るものなど生活に役立つ。」

「天気がどのように変わっていくのかを知ることは、自分の身を守ったり、動植
物を育てたり、守ったりするうえで大切だと思う。」

「気象予報士の人は天気のエキスパートだね。」
「ニュースでも天気の話題はいつも流れているね。」

導入

５年　天気の変化

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

第一次　台風の動きと天気の変化

「台風の動き方になにかきまりがあるのかな。」

「台風はどのように動くのだろうか。また、台風の動き方によって、天気はどの
ように変わるのだろうか。」

５年　台風の動きと天気の変化

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－構
想

展開－分
析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「台風は日本の南の方で発生し、はじめは西の方へ動き、やがて北や東の方に動
いていくものが多い。台風が近づくと、強い風が吹いたり、短い時間に大雨が
降ったりすることがわかる。」

「台風によって、大きな被害が出たことが何度もあるんだね。自分たちの身を守
るためにも、台風についてもっと詳しくなりたいな。」

「台風の進路や規模などの情報は、私たちの生命や財産を守るために役に立
つ。」

「過去の情報を集めてそこから、教訓や規則性を発見することは、私たちが今後
体験しうる被害を軽減するために大切だと思う。」

「農家の人は台風について、いつも真剣に情報を集めているようだよ。」
「気象の仕事に関わる人も、台風についていつも警戒を出してくれるね。」

「台風の季節に旅行に行く時は、発生状況とどのあたりを通りそうか、情報をよ
く集めよう。」

「これまで見てきたニュースから、台風はある程度決まった動きをすると思いま
す。天気は強い風や激しい雨など荒れると思います。」

「パソコンを使って、様々な台風の進路の情報を集めます。台風の目に印をつ
け、それを線で結んでみます。それと同時に台風が近づいてきた時の天気もパソ
コンなどで調べます。」
「台風の動く様子を動画で見てみます。」

「台風の進路を調べる時は、日本付近の同じ地図上に発生したものを調べま
す。」

「台風の進路図を並べて一覧表にします。」

「台風を円で表し、地図の上を動かすとともにその時の天気（風や雨）の様子を
色の違いなどで表します。」

「台風のコースははっきりとしたきまりがわかりにくかった。数ある過去の台風
の進路の中から、コースが似ているものが一番多いものはなにかを調べよう。」

「日本列島に上陸した台風を集めて、そのコースを比べてみます。」

「日本の南の方で発生し、はじめは西の方へ動き、やがて北や東の方に動いてい
く。」
「台風が近づくと急に強く雨降ったり、風がふいたりする。」

「台風は日本の南の方で発生し、はじめは西の方へ動き、やがて北や東の方に動
いていくものが多く見られた。また、接近につれて強い雨が降ったり、風がふい
た。このことから、台風の動きにはある程度きまりがあり、接近につれて天気は
荒れると考えられる。」

「台風は日本の南の方で発生し、はじめは西の方へ動き、やがて北や東の方に動
いていくものが多い。台風が近づくと、強い風が吹いたり、短い時間に大雨が
降ったりする。」



第一次　発芽の条件 第二次　種子の中の養分 第三次　成長の条件 第四次　花のつくり 第五次　植物の受粉・結実

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「種をまくと芽が出てくるけれど、土や
水があれば芽が出てくるのかな。」

「発芽に必要な条件は、水・空気・温度
だったけれど、栄養などは必要ないのか
な。」「発芽した後の種子はしわしわだ
けれど、何か変わったのかな。」

「発芽の条件は水・空気・適当な温度と
わかったけれど、発芽した植物が成長し
ていくには何が必要なのかな。」

「今まで植物を育て、花を咲かせたけれ
ど、花の中や花びらってどうなっている
んだろう。」

「４年生でヘチマを育てたけれど実はど
のようにしてなるのだろうか。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「種子が発芽するためには何が必要なの
だろうか。」

「子葉は発芽する時に何か働きをしてい
るのだろうか。」

「発芽した植物が成長するためには何が
必要なのだろう。」

「ヘチマやアサガオの花は、どのような
つくりをしているだろうか。」

「花が実になるためにどのような仕組み
があるのだろう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「前に種をまいた時は土にまいて、毎日
水をあげたので土や水が必要だと思いま
す。」
「人間が息をしているように植物も呼吸
すると思うので空気も必要かな。」
「冬には芽が出ないと思うから、暖かさ
が必要じゃないかな。」

「発芽する前の種子は使用に栄養が含ま
れている。」
「発芽した後の種子は、小さくなったの
で発芽に栄養が使われたのではない
か。」

「日当たりがいいところだとよく育つか
ら日光が必要だと思う。」
「肥料をあげたことがあるから肥料だと
思う。」

「花はみんな同じつくりじゃないか
な。」

「めしべの先に花粉がついていたので必
要だと思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「水が必要かを調べる時には、２つの入
れ物に土を入れ種をまきます。一方には
水を与え、もう一方には水を与えないよ
うにします。水以外の条件は同じにしま
す。」
「適当な温度が必要かを調べる時には、
２つの入れ物に土を入れ種をまきます。
一方は教室に、もう一方は冷蔵庫に入れ
ます。温度以外の条件を同じにするた
め、教室のものには箱を被せ、暗くしま
す。」
「空気が必要か調べる時には、２つの入
れ物に脱脂綿を入れ、種を置きます。一
方はいつも空気に触れられる程度に、も
う一方は水に沈めて空気に触れないよう
にします。」

「水に浸して柔らかくした発芽する前の
種子と発芽した後の子葉をヨウ素液に浸
し、様子を観察します。」

「植木鉢で同じように育てたインゲン豆
を使って調べます。日光が必要か調べる
時には、一方は日光に当て、もう一方は
箱を被せるなどして日光を当てないよう
にして調べます。それ以外の条件は全て
同じにします。」
「肥料が必要か調べる時には一方には肥
料を入れた水を与え、もう一方にはただ
の水を与え調べます。」

「ヘチマとアサガオの花を観察し、ス
ケッチします。特にめしべとおしべは虫
眼鏡で観察します。雄蕊の先にある粉
は、セロハンテープなどでそっとつけ、
顕微鏡を使って観察します。」

「めばなのつぼみを２つ選び、袋を被せ
ます。花が咲いたら一方の花のめしべの
先には花粉をつけ、もう一方はそのまま
で、実ができるか調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「水が必要か調べる時は、水以外の条件
は揃えます。」
「適当な温度が必要か調べる時には、温
度以外の条件は揃えます。」
「空気が必要か調べる時には、空気以外
の条件はそろえます。」

「日光について調べる時は、それ以外の
条件はすべてそろえます。」
「肥料について調べる時は、それ以外の
条件はすべてそろえます。」

「受粉させること以外は、条件を変えな
いようにします。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「クラス全体の結果を表にするとわかり
やすいと思います。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

調べた条件ごとに２つを比べて様子を見
るとよくわかります。」
「クラス全体の結果を比べると発芽に必
要な条件がわかりやすいです。」

「発芽する前の種子と発芽した後の子葉
の切り口の様子をよく比べてみます。」

「調べた条件ごとに２つのインゲン豆を
比べてみてみると違いがよくわかりま
す。」

「ヘチマとアサガオの花のつくりを比べ
ると、違いがよくわかります。」

「２つを比べてみると違いがよくわかり
ます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「水を与えた種子は発芽し、与えない種
子は発芽しませんでした。」
「教室に置いた種子は発芽し、冷蔵庫の
種子は発芽しませんでした。」
「空気に触れていた種子は発芽し、水に
沈めた種子は発芽しませんでした。」

「発芽する前の種子は、ヨウ素液に浸す
と青紫色になった。発芽した後の子葉は
あまり変化しませんでした。」

「日光に当てたものと当てないものを比
べると当てたものの方がよく育ちまし
た。」
「肥料を与えたものと与えないものを比
べると与えたものの方がよく育ちまし
た。」

「ヘチマには花が２種類あり、アサガオ
はどの花も同じ形でした。」
「おしべの先から粉が出ていました。」

「受粉させた花はめしべの元が膨らみ実
がなりました。受粉させなかったほう
は、実がなりませんでした。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「水を与えた種子、教室で置いておいた
種子、空気に触れていた種子が発芽した
ので、発芽には水・適当な温度・空気が
必要です。」
「脱脂綿でも発芽したことから発芽には
土は必要ではない。」

「発芽する前の種子は青紫色になったの
で、でんぷんが含まれている。」「発芽
した後の子葉はあまり変化しなかったの
で、ほとんどでんぷんがない。」
「発芽した後の子葉はでんぷんがほとん
どないため、発芽に使われたと考えられ
る。」

「日光に当てないものと比べ当てたもの
はよく育ったので、植物の成長には日光
を当てることが必要です。」
「肥料を与えないものと比べると与えた
ものはよく育ったので、植物の成長には
肥料が必要です。」

ヘチマは花が２種類あり、アサガオは１
種類だったので、花には、雄花・雌花が
あり、雄花におしべ、雌花にめしべがあ
るものと、一つの花にめしべとおしべが
あるものとがあります。」「おしべの先
から粉が出ていたので、おしべで花粉が
できています。」

「受粉させたものは実がなり、受粉させ
ないものは実がならなかったので、実が
なるためには受粉することが必要で
す。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「種子が発芽するためには、水・適当な
温度・空気が必要。」

「種子にはでんぷんが含まれていて、発
芽に使われる。」

「植物がよく育つためには水以外に、日
光・肥料が必要です。」

「花には、雄花・雌花があり、雄花にお
しべ、雌花にめしべがあるものと、一つ
の花にめしべとおしべがあるものとがあ
ります。」
「おしべの先からは花粉が出ていま
す。」

「実がなるためには受粉が必要です。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「土や脱脂綿が乾かないように、毎日よ
く様子を見ないといけないね。」「冷蔵
庫や被せた箱を開けてしまうと条件が変
わってしまうから気をつけないと。」

「種子にはでんぷん以外の養分も入って
いるのかな。」

「育ち方が同じくらいのインゲン豆を用
意しないと最初の条件が変わってしまう
ね。」

「時期によっては雌花はあまり見られな
いので、たくさん咲いている時期に観察
しておかないと。」
「おしべの花粉だけでなく、めしべも観
察してみるといいね。」

「袋をしっかり被せておかないと実験の
時以外に受粉してしまう可能性があるか
ら、しっかり口を止めておかないといけ
ない。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「適当な温度が必要だから暖かくなった
春に種をまくことが多いんだね。」「空
気も必要だから、植木鉢などは水が抜け
るように穴が開いているんだね。」

「トウモロコシやコメなどを食べるとで
んぷんを取り入れているんだね。」

「自分たちが植物を育てる時にも、日光
がしっかりあたる場所で、肥料をあげな
がら育てるとよく育つんだね。」「条件
がそろっていれば土を使わない水耕栽培
で育てる方法もあるんだね。」

「花粉を観察したらたくさん同じ形のも
のがあったけれど、こんなに飛んでいる
から花から入って花粉症になったりする
んだね。」

「おしべの花粉が空気中を飛ぶのは受粉
のためなんだね。」
「受粉しにくい花は、蜜をすいに来た蜂
などが仲立ちしているんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「種子が発芽するためには、水・適当な温度・空気が必要であることがわかっている。」
「種子にはでんぷんが含まれていて、発芽に使われることがわかっている。」
「植物がよく育つためには水以外に、日光・肥料が必要なことがわかっている。」
「実がなるためには受粉が必要なことがわかっている。」

「発芽や成長には土が必要ないことは予想外だった。」
「実際に校庭の日蔭と日向で育てられている植物を見比べてみたい。」
「花にもいろいろな形があるけれど、どのように受粉するのか見てみたい。昆虫が受粉の仲立ちをしていることもあるようなのですごい。」

「学んだ発芽と成長の条件は植物や野菜を育てるうえで役立つ。今までも植物を育ててきたけれど、確実に発芽させ、大きく成長させるに、今回学んだ発芽と成長の条件を生かして育てたい。」

「発芽や成長の条件について調べる時には、一つだけの条件を変えて、他は揃えて実験したのでとても分かりやすかった。条件を制御して実験をすることは比較してわかりやすいので大切だと思った。」

「野菜を育てたり観葉植物を育てたりする人は、成長するための条件を覚えておく必要があるね。」
「トウモロコシやカボチャなど受粉して実をならせる野菜などを作る人は、受粉の仕組みを知っておかないとね。」

導入

５年　植物の発芽・成長・結実

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第一次　鉄心の磁化、極の変化

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「どうすればブランコを速くこげるのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「ふりこが１往復する時間は何によって変わるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「長さ、ふれはば、おもりの重さの３つを変えたものを絵で表しま
す。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「ふりこは、ふれはば、おもりの重さ、ふりこの長さを変えることがで
きるから、このうちのどれかによって変わるはずだ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「長さ、ふれはば、おもりの重さのうち、２つの条件を固定し、１つの
条件だけを変えて、１往復する時間の変化をストップウォッチで調べま
す。」
「ふりこの長さは支点からおもりの中心までと決めよう。」
「１往復は、おもりがもとの位置に戻るまでと決めよう。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「長さ、ふれはば、おもりの重さのうち、２つの条件を固定し、１つの
条件だけを変えて、１往復する時間の変化をストップウォッチで調べま
す。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「２つの条件を固定し、１つの条件だけを変えた時の結果をそれぞれ表
にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「長さ、ふれはば、おもりの重さの３つを変えたものを絵で表しま
す。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「１往復の時間は計るのが難しいから、１０往復する時間を計ってそれ
を１０で割り、１往復の時間の平均を出します。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「１往復の時間は、ふりこの長さを長くすると長くなりました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「１往復の時間は、ふれはばとふりこの重さを変えた時は変わらず、長
さを変えた時だけ変わりました。このことから、１往復の時間はふりこ
の長さで決まるのだと思います。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「ふりこが１往復する時間は、ふりこの長さによって変わり、長さが長
いほど１往復の時間は長くなる。おもりの重さやふれはばによっては変
わらない。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「ふりこがゆれる向きをそろえないといけなかったね。」
「おもりのつけ方を気をつけないと、ふりこの長さが変わってしまう
ね。」
「時間を計る人やおもりを離す人など、役割は固定した方がよかった
ね。」
「班によって少しずつ結果が違うけど、大きく結果に影響したのはふり
この長さだけだったね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「短いブランコにのった方が、１往復の時間が短くなるんだね。」
「１秒ごとの時間を計るふりこも作れそうだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

「ふりこの１往復する時間は、糸の長さによって変わり、おもりの重さ
やふれはばではほとんど変わらないことがわかっている。」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

「ふりこのおもりの重さが変わっても１往復する時間が変わらないのは
どうしてだろう。面白い。」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

「４００年くらい前に、ガリレオ・ガリレイが発見してから、ふりこを
利用した時計はつい最近まで役に立ってきた。」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

「調べる前は、おもりが重い方が１往復する時間が速いと考えていた
が、間違っていた。自分の思い込みですまさず、実験をして得た事実で
正しいかどうかを確かめることが大切だとわかった。」
「物事の変化の原因を、「条件制御」して調べる方法は、これからも
色々な場面で使える大切な方法だ。」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

「ふりこ時計を作ったり、直したりする人は今もいるのだろうか。サー
カスのブランコはふりこのきまりを利用しているのかもしれない。」

５年　ふりこ

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入



第一次　川と川原の石
第三次 私たちの
暮らしと災害

第四次　川の観察

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「わたしたちの住んでいる地
域を流れる川は、ほかの場所
ではどのようなちがいがある
のかな。」

「私たちの住んでいる地域の
川と、ほかの場所でこんなに
ちがうのは、何が起きている
からなのかな。」

「わたしたちの住んでいる地
域の川では、本当に川の水が
土地のようすを変化させてい
るのかな。」

「流れる水のはたらきによっ
て、実際の川がけずられたり
して、私たちのくらしに影響
を与えることもあるのか
な。」

「今まで学習してきたこと
は、実際の川でも本当に起き
ていることなのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「流れる場所によって、川と
川原の石のようすには、どの
ようなちがいがあるのだろう
か。」

「流れる場所によって、川と
川岸のようすがちがうのは、
どうしてだろうか。」

「流れる水のはたらきは、ど
のようなときに大きくなるの
だろうか。」

「川の水による災害から、生
命を守るために、私たちに何
ができるだろうか。」

「実際の川を観察して、川の
ようすや流れる水のはたらき
を調べよう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「流れる場所によって違いが
あるのか、場所と石の形を絵
に描いてみよう。」

「実際の土地の代わりに小さ
な土の山を、そこに川の代わ
りに水を流し、人工の流れを
つくることで、ようすのちが
いを表してみよう。」

「実際の土地の代わりに小さ
な土の山を、そこに川の代わ
りに水を流し、人工の流れを
つくることで、ようすのちが
いを表してみよう。」

「実際の川の地図を見て、ど
こでどのようなはたらきがお
きているか表してみよう。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「上流は山なので石が大きく
て、下流は海に近いから石が
少ないと思う。」

「流れが速いと、物を動かす
力も強くなるはずだから、高
い山の流れは速くてけずれる
し、低いところはゆっくり流
れてと積もると思う。」

「大雨が降ったときなど水の
量が多いと流れが速いから、
流れる水の量が多いとはたら
きが大きくなると思う。」

「堤防をつくれば、洪水にな
らないのではないか。」「ダ
ムをつくれば水をためられる
のではないか。」

「実際の川で、曲がっている
ところは外側に堤防があると
思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「上・中・下流の様子につい
て、流れる速さや川幅、石の
形や大きさなどのちがいがあ
るか、地図や図書、インター
ネットなどを使って調べま
す。」

「土で山をつくり、水を流し
て、流れる水や地面のようす
を調べます。」「土の山の傾
きが大きいところと小さいと
ころで、流れる水の速さのち
がいやけずられたり積もった
りするところを調べます。」

「水の量を変えて、流れる水
のはたらきを調べます。少し
ずつ水を流したときと、勢い
よく水を流したときとで、流
れる水の速さのちがいやけず
られたり積もったりするとこ
ろを調べます。」

「川の水による災害には、ど
んなものがあるか、生命を守
るために何をしたらよいか、
地図や図書、インターネット
などを使って調べます。」

「実際の川が曲がっていると
ころの内側と外側を比べよ
う。」
「流れている場所、川原の石
の大きさを調べよう。」
「川の流れる速さと、速く流
れている場所を調べよう。」
「災害を防ぐためのくふうが
あるかどうか調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「変えるのは水の量だけにし
て、土の量や高さなどは変え
ないようにしよう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「川の上流（山の中）、中流
（平地から流れ出たあた
り）、下流（平地）に分け
て、川原の石のようすや流れ
る速さを表にまとめます。」

「土の山の傾きが大きいとこ
ろと小さいところで、けずら
れたり積もったりしているこ
とを表にまとめます。」

「水の量を増やす前と、水の
量を増やした後の水の速さ、
けずられ方、積もり方を表に
まとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「流れる場所によって違いが
あるのか、場所と石の形を絵
に描いてみよう。」

「土の山と人口の水の流れを
絵にまとめ、水を流す前と流
した後でどのようなちがいが
あったかをわかりやすくかい
てみよう。」

「土の山と人口の水の流れを
絵にまとめ、少しずつ水を流
したときと勢いよく流した後
でどのようなちがいがあった
かをわかりやすくかいてみよ
う。」

「川のようすを観察して、絵
にかいておきます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「わたしたちの住んでいる地
域を流れる川をもとにして、
山の中や平地を比べてみよ
う。」

「水を流す前をもとにして、
水を流したとき、水を流した
後を比べます。」

「水を少しずつ流したときを
もとにして、勢いよく流した
ときの水の速さやけずられ
方、積もり方を比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「山の中では、水の流れが速
く、川幅が狭い。角ばった大
きな石も見られる。平地にな
るにつれて、流れが緩やかに
なり、川幅が広くなる。丸く
て小さな石が見られる。」

「傾きが大きいところは水の
流れが速く、土がけずられて
運ばれた。」
「傾きが小さなところは、水
の流れがゆるやかで運ばれて
きた土が積もった。」

「水の量が多くなると、水の
流れが速くなり、たくさんけ
ずられ、運ばれる土の量も多
く、流された後にたくさん積
もる。」

「コンクリートなど壊れにく
いもので川岸を削られないよ
うに防いでいる。」
「一度に川へ水が流れ込まな
いような工夫や洪水になった
ときの備えをしている。」

「堤防やブロックは、川の
カーブの外側に多くつくられ
ていた。」
「カーブの内側にたくさん小
さな丸い石がたまってい
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「日本のどこの川でも、山の
中では、水の流れが速く、川
幅が狭い。角ばった大きな石
も見られる。平地になるにつ
れて、流れが緩やかになり、
川幅が広くなる。丸くて小さ
な石が見られる。」

「傾きが大きいところやカー
ブの外側は水の流れが速いの
で、実際の川でもけずられた
り運ばれたりする。傾きが小
さなところやカーブの内側
は、水の流れがゆるやかなの
で、運ばれてきたものが積も
る。」

「水の量が多くなると、水の
流れが速くなり、たくさんけ
ずられ、運ばれる土の量も多
く、流された後にたくさん積
もるので、水の量がたくさん
増えると流れる水のはたらき
も大きくなる。」

「堤防をつくったり、ダムや
遊水地などで一度に水が流れ
てこないようにすることで、
災害を防ぐように工夫してい
る。」

「カーブの外側は流れが速い
から、けずる力も強い。だか
ら外側だけ堤防やブロックを
置いている。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「土地の傾きが大きい山の中
では、水の流れが速く、川幅
が狭い。川原には角ばった大
きな石が多くみられる。平地
になるにつれて、流れが緩や
かになり、川幅が広くなる。
川原には、丸くて小さな石が
多くなる。」

「流れる水には、浸食・運
搬・堆積の三つのはたらきが
ある。土地の傾きが大きいと
ころやカーブの外側などの流
れが速いところでは、浸食し
たり運搬したりするはたらき
が大きく、傾きが小さいとこ
ろやカーブの内側などの流れ
が緩やかなところでは、堆積
するはたらきが大きい。」

「雨が降り続いたり、台風な
どで大雨が降ったりして流れ
る水の量が多くなると、水の
流れが速くなり、浸食したり
運搬したりするはたらきが大
きくなります。」

「流れる水のはたらきによっ
て起きる災害を予測して、生
命を守るために工夫がされて
いる。」

「実際の川を観察すると、流
れる水のはたらきと人間の工
夫を見つけることができ
る。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「わたしたちの住んでいる地
域の川だけでなく、日本のい
ろいろな川について調べるこ
とができてよかった。」
「外国の川も同じなのか調べ
たい。」

「できるだけ自然の土山に近
づけたいので、畑の土を積み
上げて大きな土山にすればよ
かった。」
「実際の自然を小さなモデル
実験にするから、石の大きさ
なども考えて土山をつくると
いいね。」

「二つの土山を用意して、同
時に実験をすると流れの速さ
やけずられ方の違いを直接く
らべることができるね。」
「ビデオなどで撮影しておく
と、比べることができて便利
だね。」

「わたしたちの住んでいる地
域の川だけでなく、日本のい
ろいろな川について調べるこ
とができてよかった。」
「外国の川も同じなのか調べ
たい。」

「事前にどこを観察すればよ
いか、見る場所のポイントを
決めておくといいね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「大きな家の庭になる大きな
石は、山の中から運んできた
のかな。平地では小さくて丸
い石しかないから、庭に敷い
てある園芸用の丸い石は平地
からとってきたのかな。」

「わたしたちの住んでいる場
所を流れる川の石は、ここよ
りもっと上流の山から流れる
水のはたらきで運ばれてきた
ものなんだね。川の石を調べ
ることで、上流の山にある石
はどんな石なのかを調べるこ
とができるね。」

「大雨や台風が来たときなど
で、川に近づいてはいけない
と言われたのは、流れる水の
はたらきによって川岸がけず
られてしまうことがあるから
なんだね。」

「住宅地にあって中に入れな
い池があるけど、そこも大雨
が降った時に川へ水を一度に
流さないためのためておく場
所なのかな。」

「カーブの外側だけに堤防を
つくることで、カーブの内側
の自然を壊さない工夫をして
いるんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

５年　流れる水のはたらき

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第二次　流れる水のはたらき

「川はただ水が流れているだけと思っていたけど、流れる水のはたらきによって変化することがあるということがわかって驚いた。川を見たときは、流
れる水のはたらきがどこで起きているか見つけようと思う。」

「流れる水のはたらきによって、大雨が降ったときにどうして危険なのかがわかって役に立った。また、川で遊ぶときはカーブの内側だけで遊ぶことに
して、事故を起こさないように気をつけようと思う。」

「実際に本物の川を観察することで、モデル実験で行った結果が実際の自然に当てはめることができることを確かめることは大切だと思う。」

「災害が起きないように川に堤防をつくったり、ダムで水を貯めたりする仕事にとても役に立ちそうだ。」

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「土地の傾きが大きい山の中では、水の流れが速く、川幅が狭い。川原には角ばった大きな石が多くみられる。平地になるにつれて、流れが緩やかにな
り、川幅が広くなる。川原には、丸くて小さな石が多くなる。」
「流れる水には、浸食・運搬・堆積の三つのはたらきがある。土地の傾きが大きいところやカーブの外側などの流れが速いところでは、浸食したり運搬
したりするはたらきが大きく、傾きが小さいところやカーブの内側などの流れが緩やかなところでは、堆積するはたらきが大きい。」
「雨が降り続いたり、台風などで大雨が降ったりして流れる水の量が多くなると、水の流れが速くなり、浸食したり運搬したりするはたらきが大きくな
ります。」



第一次　物が燃え続けるには 第二次　物を燃やすはたらきのある気体 第三次　空気の変化

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「なぜ水をかけると火が消えるの
だろう。」
「なぜ、集気びんに閉じ込めたろ
うそくの火が消えるのだろう。」

「なぜ新しい空気が絶えず入って
くると、火は消えないのだろ
う。」

「ものが燃えると酸素は無くなっ
てしまうのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「集気びんの中でろうそくを燃や
し続けるには、どうしたらよいの
だろうか。」

「物をもやすはたらきのある気体
は、なんだろうか。」

「物が燃える前と燃えた後とで、
空気は、どのように変わるのだろ
うか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「空気の様子を粒で表現し、絵に
表わしてみます。」

「酸素、窒素、二酸化炭素を粒で
表現し、物が燃える様子を絵に表
わしてみます。」

「物が燃える前と後の空気の様子
を粒で表現し、絵に表わしてみま
す。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「常に新しい空気に入れかわるよ
うにすれば、火は燃え続けるはず
だ。なぜなら、ふたをした集気び
んの中の空気は限られていたか
ら。」

「ものをもやすはたらきのある気
体は酸素だと思う。」

「物が燃えた後の空気には酸素が
ないと思います。なぜなら、物が
燃えるには酸素が必要だからで
す。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「①集気ビンの上だけ空気の入る
場所をつくる②集気ビンの底だけ
空気の入る場所をつくる、③集気
ビンの上も下も空気の入る場所を
つくるの３通りを用意し、ろうそ
くの燃える様子と線香の煙の動き
を調べます。」

「空気の中にたくさん含まれる、
酸素、窒素、二酸化炭素を１種類
ずつびんの中に集め、火のついた
ろうそくなどを入れて素早くふた
をし、燃える様子を観察しま
す。」

「２本の集気びんに石灰水を入
れ、一方に火のついたろうそくを
入れて、ふたをし、消えたら取り
出します。その後、びんを振り、
石灰水の変化を見ます。」
「２本の集気びんを用意し、一方
に火のついたろうそくを入れて、
ふたをし、消えたら取り出しま
す。気体検知管を使ってそれぞれ
のびんの中に含まれる酸素と二酸
化炭素の体積の割合を調べま
す。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「空気の出入り口だけを変え、そ
の他は全て同じ条件にして比べま
す。」

「びんの中に集める気体の種類だ
けを変え、その他は全て同じ条件
にして比べます。」

「びんの中で火が消えるまで、ろ
うそくを燃やすことだけを変え、
その他は全て同じ条件にして空気
の変化を調べます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「ろうそくをつけてから火が消え
るまでの時間を表にしてまとめま
す。」

「集めた気体の種類と火が燃え続
けたかどうかを表にしてまとめま
す。」

「燃える前と燃えた後の空気に含
まれる酸素と二酸化炭素の割合を
表にしてまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「空気の様子を粒で表現し、絵に
表わしてみます。」

「酸素、窒素、二酸化炭素を粒で
表現し、物が燃える様子を絵に表
わしてみます。」

「物が燃える前と後の空気の様子
を粒で表現し、絵に表わしてみま
す。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「火が燃え続けたもの、消えたも
のに分けます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「新しい空気が出入りしやすくす
ればするほどろうそくの火がよく
燃える。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「空気の入れ変わりが起こる、上
にふたがない場合と上と下が開い
ている場合はろうそくが燃え続け
た。このことから、火が燃え続け
るためには絶えず空気が入れかわ
る必要があると思います。」

「酸素の場合のみ火が激しく燃
え、窒素と二酸化炭素に入れた火
は消えてしまった。このことか
ら、物をもやすはたらきのある気
体は酸素だと思います。」

「燃えた後の気体では、酸素が
減って二酸化炭素が増えた。この
ことから、物が燃えると酸素が使
われて、二酸化炭素ができると考
えられます。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「集気ビンの中でろうそくを燃や
し続けるには、絶えず空気が入れ
変わるようにすればよい。」

「物をもやすはたらきがある気体
は酸素である。」

「物が燃えると、空気中の酸素の
一部が使われて、二酸化炭素がで
きます。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「土台の粘土の厚さやすき間の開
け方を工夫しないと、線香の煙が
うまく入らないね。」

「集めた気体の中に火を入れるま
での時間が長かったから、空気が
びんの中に入ってしまったね。」
「気体を集める時に、びんの中を
全て水で満たさなかったから空気
が混ざってしまったね。」

「ろうそくを燃やす時に、なるべ
くびんの中の空気と外の空気が混
ざらないようにしないといけない
ね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「キャンプなどで火を燃やしたい
時に木をどのように組めばよいか
がわかりました。」

「空気が入れかわると火が燃え続
けたのは、新しい酸素が供給され
たからだったんだね。」
「火を激しく燃やしたい時は、酸
素をたくさん送ればいいね。」

「狭い空間で火を燃やし続けるこ
とは危ないね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

まとめと
活用

導入

展開－
構想

「集気ビンの中でろうそくを燃やし続けるには、絶えず空気が入れ変わるようにすればよいことがわか
る。」
「物をもやすはたらきがある気体は酸素であることがわかる。」
「物が燃えると、空気中の酸素の一部が使われて、二酸化炭素ができることがわかる。」

「なぜ酸素には物を燃やすはたらきがあるのに他の気体にはないのだろう。面白い。」

「空気がうまく入れかわるようにすると、火が燃え続けることを学んだことは、たき火などをする時に役
立つと思う。」
「ものが燃えるには酸素が必要であるということを知ったことは、火の大きさを制御したり、消したりす
る時に役立つと思う。」

「物が燃えるには酸素が必要だということを知るのは、日常生活で火を使うことがたくさんあるので大切
だと思う。」

「花火をつくる人は、物が燃える時のことをよく知っていないといけないね。」
「環境を考える時も、今回学んだ燃える前と燃えた後の気体の変化の知識は大切だね。」

６年　物の燃え方と空気

育成する主な科学的探究能力
と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
分析

展開



第一次　発電 第二次　電気の変換 第三次　蓄電　 第四次　電気による発熱

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「発電所にはモーターに似た
機械があるようだけど、自分
たちが普段使っている電気っ
てどうやって作ってるの。」

「非常用の懐中電灯がハンド
ルを回さなくても動くのはど
うしてだろう。」

「発砲ポリスチレンカッター
で電熱線の太さを変えると切
れ方が変わったのはどうして
だろう。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「どのようにしたらモーター
から電気を作ることができる
のだろうか。」

「手回し発電機で発電した電
気はどのようなものに利用で
きるだろうか。」

「作った電気は、ためておく
ことができるのだろうか。ま
た、ためた電気を使うことが
できるのだろうか。」

「電熱線の太さによって発熱
の仕方がちがうのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「風力発電はプロペラを回し
ているからモーターが回って
電気を作っているのだろ
う。」

「豆電球以外にも電気でつく
ものはあるのだろうか。」

「電池のようにためておくこ
とができるだろう。」

「ドライヤーには、太い電熱
線が見えるので、太いほうが
より発熱すると思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「モーターの軸を回し、つな
いだ豆電球がつくか調べま
す。」

「手回し発電機のハンドルを
回し、先に豆電球や発光ダイ
オード、オルゴールなどをつ
ないでみます。」
「豆電球やモーターをつない
でから手回し発電機を回して
調べます。」

「手回し発電機をコンデン
サーにつなぎ、回します。電
気がたまったか豆電球やモー
ターや発光ダイオードなどに
つなぎ、確かめます。」
「豆電球や発光ダイオードが
ついた時間を調べます。」

「電源装置と導線をつないで
実験装置を組み立てて、発泡
ポリスチレンを切ってみま
す。」
「太い電熱線と細い電熱線
で、発砲ポリスチレンが切れ
る時間を比べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「ハンドルを回す速さは一定
にします。」

「手回し発電機を回す回数を
一定にしてためるのがいいと
思います。」

「太さを変えて実験するとき
は長さは変えないで実験しま
す。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「明かりがついたら、時間な
ど結果を表に整理します。」

「発泡ポリスチレンの切れる
時間を表にまとめてます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「豆電球をつけた時を基準に
して比べると、つなぐものに
よって、手ごたえが重くなっ
たり、軽くなったりしまし
た。」

「同じ回数回したけど、豆電
球と発光ダイオードでは明か
りがついていた時間が違いま
した。」

「電熱線の太さを変えて、切
れる速さを比べてみたら、太
いほうが早く切れました。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「数回測定をくり返して平均
の時間を計算します。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「モーターの軸を回すと、回
した時だけ豆電球の明かりが
つく。」

「手回し発電機で作った電気
で豆電球や発光ダイオードが
ついたり、モーターが回った
り、オルゴールが鳴ったりし
ました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「モーターを回転させると電
気が作られていると考えられ
ます。」

「豆電球がついたり、モー
ターが回ったりしたので、
作った電気はいろいろなもの
に利用できます。」

「コンデンサーにつないだ電
気で豆電球がついたり発光ダ
イオードがついたりしたの
で、作られた電気は、電池の
ようにためておくことができ
ます。また、いろいろなもの
に利用できます。」

「電熱線に電流を流すと発熱
し、電熱線に電流を流すとポ
リスチレンが切れる。」
「電熱線が太いほうが早く切
れたので、太いほうがたくさ
ん発熱している。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「モーターの軸を回す動きで
発電することができる。」

「手回し発電機では電気を作
ることができ、その電気は音
や光を出したり、ものを動か
すなど運動に利用できる。」

「コンデンサーに電気をため
ることができる。その電気を
いろいろな器具につないで利
用できる。」

「電熱線に電流を流すと発熱
する。」
「電熱線の太さが太いたくさ
ん発熱している。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「＋と＋など極を間違えない
ようにつなぐことが大切
だ。」
「手回し発電機を早く回しす
ぎると焦げ臭いにおいがし、
器具が壊れることがあるので
よくない。」

「＋と＋など極を間違えない
ようにつなぐことが大切
だ。」
「電気を逃がさないために素
早くコードをつなぎかえたほ
うがいい。」

「発砲ポリスチレンの板を電
熱線に乗せる乗せ方をいつも
同じにしないと比べられな
い。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「風だけでなく、火力や水力
もモーターを回して発電して
いるんだね。」

「生活の中には電気を使った
ものばかりだ。学校の明かり
は蛍光灯だ。僕の家はＬＥＤ
だよ。非常用の懐中電灯も手
回し発電機に似ている。」

「電池もそうだし、充電する
のも電気をためているのと同
じだね。」
「充電するとコンセントがな
くても済むし、持ち運べるの
で便利だ。」

「電気ストーブやカーペット
は電気を熱に変えて温かく
なってるんだね。」
「電球も付いているときは熱
いから発熱していると思う
よ。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

h

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

「モーターの軸を回す動きで、発電できることがわかっている。」
「電気は光、音、運動などに変えて利用できることを分かっている。」
「電気はコンデンサーなどにためることができ、ためた電気も利用することができることを分かっている。電熱線に電流を通
すと発熱することがわかっている。」

「自分の力でも、電気が作れるなんてすごい。」

「いまや電気がなければ生活ができない。ゲームもテレビも冷蔵庫も電気で動いている。電気を利用しているものの仕組みを
よく知っておくといいと思う。」

「手回し発電機を回してみて大変だと思った。これからも豊かな生活を続けていくには、電気を大切に使わなければいけない
と思った。」

「電力会社のように電気を作っている人たちや、電化製品を作っている人など電気に携わる様々な職業の人がいる。また、電
気を効率的に使うためものを開発している人もいる。」

導入

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

６年　電気

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第一次　大地のつくり

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「写真を見ると、崖にきれいなしま模
様ができているね。どうして崖はこん
なしま模様に見えるのかな。」
「それぞれのしま模様は何でできてい
るのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「がけがしま模様になって見えるのは
どうしてだろうか。」
「大地は何からできているのかな。」

「レキ、砂、どろなどが、どのように
積み重なって地層ができるのだろう
か。」

「火山のはたらきによってどのように
地層ができるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「しま模様を絵に描いてみよう」 「土を水の中に流し込むことで、流れ
る水のはたらきで堆積する様子を表し
てみよう。」

「火山灰が降る様子を砂をまいて表し
たり、溶岩が流れ出る様子を絵で表し
たりしよう。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「色が違うのは、土の種類が違うから
ではないだろうか。」

「５年生で実験したとき、けずられた
細かい泥がたまったので、決まった種
類だけで層ができると思う。」

「広範囲に広くうすく降り積もると思
う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「地層が見える場所に行って、どんな
種類の土でできているのか観察しま
す。」「観察に行けないときは、写真
や標本で、どんな種類の土でできてい
るか調べます。」
「実際の地層から採取してきた物や、
ボーリング資料、火山灰、標本などが
ある場合は、各層をつくるつぶがどの
ような種類なのか調べます。」

「土を水の中に流し込んで、水槽の中
に地層ができるか確かめます。地層が
できたら、もう一度土を水の中に流し
込んで、土の積もり方を調べます。」

「ふるいなどで土や砂をまいて、火山
灰が堆積する様子を確かめます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「色によってどのような種類の土なの
かを表にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「しま模様を絵と土の種類で絵に表し
ます。」

「しま模様を図と土の種類で絵に表し
ます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「よく見えるしま模様のひとつを基準
にして、しま模様の土の種類の仲間分
けをしよう。」

「実際の地層のしま模様をもとにし
て、実験でできたしま模様と似ている
かどうかを比べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「しま模様の色によって、層をつくっ
ているものの形や大きさ、種類が違っ
ている。」

「つぶの大きさが同じくらいのもの
が、水平に積もる。」

「一面に同じ厚さで降り積もる。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「しま模様の色は層をつくっているも
のの形や大きさ、種類によってちがう
ので、違うものの層が積み重なってで
きている。」
「地層をつくっている岩石は、れき、
砂、どろ、火山灰、化石などが含まれ
ているので、地層は長い年月をかけて
固まってできたと考えられる。」

「つぶの大きさが同じくらいのもの
が、水の流れに運ばれて海や湖に堆積
して水平に積もるから、地層は広い範
囲をおおっていると言える。」

「火山灰も風によって遠くまで運ばれ
るため広範囲を覆うと考えられる。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「がけがしま模様になって見えるの
は、レキ、砂、どろ、火山灰などが層
になって積み重なっているからで
す。」
「地層には、水のはたらきでできたも
のと、火山のはたらきでできたものと
があり、どちらも層になって広がって
います。」

「水のはたらきによって運搬されてき
たレキ、砂、どろなどが、海や湖の底
で層になって堆積して、地層ができま
す。」

「火山のはたらきでできた地層は、吹
き出された火山灰が広い範囲で地層を
つくることがあり、また火山から出て
きた溶岩でおおわれることもある。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「実際に観察するとき、安全に気をつ
けて調べることができてよかった。」
「解剖顕微鏡などを使って、地層をつ
くっている岩などの標本を調べれば、
つくっているつぶの特徴などもよくわ
かるね。」

「空き瓶を使った実験だと何回もでき
るけど、いくつもの層を繰り返しつく
るには、水を流して土を流し込んだ方
がいいね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「しま模様を見たことがあるけど、層
になっているものを調べたことがない
ので、気をつけながら観察してみた
い。」
「わたしたちが住んでいるこの土地
も、下には地層が広がっているんだ
ね。どんな種類の地層でできているの
か調べてみたいな。」

「火山のはたらきで溶岩におおわれて
できている島の映像を見たことがある
けど、今も島が大きくなっているのは
溶岩がふき出し続けているからなんだ
ね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

第二次　地層ができる仕組み

「地層は流れる水のはたらきや火山のはたらきでできるようだけど、どう
やってできるか見ることはできないかな。」

6年　大地のつくり

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「がけがしま模様になって見えるのは、レキ、砂、どろ、火山灰などが層になって積み重なっているからです。」
「地層には、水のはたらきでできたものと、火山のはたらきでできたものとがあり、どちらも層になって広がって
います。」
「地層の多くは流れるみずのはたらきでできたものであり、レキ、砂、どろなどが層になって積み重なっていま
す。火山のはたらきでできた地層には、火山灰などが含まれています。」
「水のはたらきによって運搬されてきたレキ、砂、どろなどが、海や湖の底で層になって堆積して、地層ができま
す。」
「火山のはたらきでできた地層は、吹き出された火山灰や溶岩でおおわれたり堆積したりしてできます。」

「この地面は、流れる水のはたらきで運ばれてきた土や、噴火して降り積もった火山灰が地層になってできている
ことが不思議だった。砂が岩になるとか、重さでそうなってしまうことも不思議に思った。化石も地層の中あるこ
とを知って探してみたいと思った」

「化石を探すときに、流れる水のはたらきでできた地層かどうか確かめることができるので役に立つと思う。ま
た、昔に火山が噴火したことや津波がいつ起きたかも地層を見ることでわかるので調べてみた方がよいと思う。」

「れき岩と川原の石など、実際に岩になったものとその材料になったものを確かめることができたことは大切だと
思う。本物を見ることはとっても大切だ。」

「化石を調べる考古学者や火山、地震を調べる学者は、地層をいつも調べているんだろうな。建物をつくるときに
地面の下を調べることにも関係していそうだ。」



第一次　食べ物をとおした
生き物とのかかわり

第二次　生き物と空気の
かかわり

第三次　生き物と水との
かかわり

第四次　人と環境との
かかわり

第五次　地球に生きるために

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「わたしたちはいろいろな物を食べてい
るけど、それらはどのように育っている
のだろうか。」

「動物は呼吸しているし、物が
燃えるために酸素が必要だけ
ど、どうして空気中の酸素はな
くならないのだろうか。」

「水がないと生きていけないよ
ね。水がなくなったら、生き物
はどうなってしまうのかな。」

「私たち人の活動が、環境に
とってわるいことばかりしてい
ないか心配だな。」

「私たち人の活動が地球に悪い
影響を及ぼしているのなら、こ
れからどうすれば悪くならない
のかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「生き物は食べ物を通してどのようにか
かわりあっているのだろうか。」

「植物が空気中に酸素を出して
いるのだろうか。」

「水は生き物にとって、どのよ
うなはたらきをしているのだろ
うか。」

「人は暮らしの中で、環境とど
のようにかかわり、どのような
影響をおよぼしているのだろう
か。」

「これからも地球で暮らし続け
ていくために、人はどのような
工夫や努力をしているのだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「矢印をかくことで、人や動物が食べる
物のもとをたどってみよう。」

「矢印をかくことで、酸素と二
酸化炭素が動物と植物の間を行
き来していることを表してみよ
う。」

「矢印をかくことで、水がどの
ように植物と動物に届いている
かを表してみよう。」

「人が及ぼす影響を絵で表して
みよう。」

「人が工夫したり努力したりし
ていることを絵で表してみよ
う。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「植物は日光が当たることででんぷんを
つくっていた。人間やほかの動物はつく
れないから、植物がいないと生き物は生
きていけないのではないか。」

「植物は日光が当たることでで
んぷんをつくっていた。同じよ
うに、酸素をつくることもでき
るのではないか。」

「植物は発芽や成長に水が必要
だし、動物も水を飲んだり水の
中で生活しているから、生き物
すべてに必要なのだと思う。」

「空気や水をよごしている。緑
を減らしている。」

「汚れたままにしないように、
植物を植えたり水をきれいにし
たりしている。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「給食のカレーライスで、使われている
材料を調べよう。それぞれの材料はどの
ようにしてできたのか、もとをたどって
みよう。」「ほかの動物の食べ物も調べ
て、もとをたどってみよう。」

「晴れた日に、植物に袋をかぶ
せて息を吹き込もう。気体検知
管でふくろの中の酸素と二酸化
炭素を調べてから、植物を日光
に当てよう。その後、もう一度
気体検知管で酸素と二酸化炭素
の空気を調べよう。」

「水は生き物にとってどのよう
なはたらきをしているのか調べ
て、情報を集めよう。そして、
予想が正しいかを考えます。」
「友達に自分の考えを聞いても
らおう。」
「友達の考えを聞いて、自分と
は違うよい考えを取り入れよ
う。」

「環境にどのような影響を与え
ているか調べて、情報を集めよ
う。そして、予想が正しいかど
うか考えます。」
「友達に自分の考えを聞いても
らおう。」
「友達の考えを聞いて、自分と
は違うよい考えを取り入れよ
う。」

「人はどのような工夫や努力を
しているか調べて、情報を集め
よう。そして、予想が正しいか
どうか考えよう。」
「友達に自分の考えを聞いても
らおう。」
「友達の考えを聞いて、自分と
は違うよい考えを取り入れよ
う。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「空気を吹き込んだときと、日
光を当てた後の空気の割合を帯
グラフで表してみよう。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「矢印をかくことで、人や動物が食べる
物のもとをたどってみよう。」

「矢印をかくことで、酸素と二
酸化炭素が動物と植物の間を行
き来していることを表してみよ
う。」

「矢印をかくことで、水がどの
ように植物と動物に届いている
かを表してみよう。」

「人が及ぼす影響を絵で表して
みよう。」

「人が工夫したり努力したりし
ていることを絵で表してみよ
う。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「空気を吹き込んだときを基準
にして、日光に当てた後は酸素
と二酸化炭素の割合が変化した
か比べよう。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「植物は動物に食べられている。動物を
食べる動物もいるが、食べられている動
物は植物を食べている。」

「日光に当てると、空気中の酸
素の割合が増えて、二酸化炭素
の割合が減った。」

「生き物は水を取り入れて生き
ている。」

「人が生きていくうえで、環境
を破壊している。」

「人はさまざまな工夫や努力を
している。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「植物は動物に食べられている。動物を
食べる動物もいるが、食べられている動
物は植物を食べている。これらのことよ
り、もとをたどるとすべて植物に行き着
くと言える。」

「日光に当てると、空気中の酸
素の割合が増えて、二酸化炭素
の割合が減ったので、植物は日
光に当たると二酸化炭素を取り
入れて酸素を出すと言える。」

「生き物は水を取り入れて生き
ているので、水がないと生きて
いくことができないと言え
る。」

「人が生きていくうえで、環境
を破壊しているので、地球が変
化していると言える。」

「人はさまざまな工夫や努力を
して、今ある地球を守ろうとし
ていると言える。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「人やほかの動物の食べ物のもとをたど
ると、すべて植物に行き着きます。」
「動物の養分は植物がつくりだしている
といえます。」
「生き物どうしは食べる、食べられると
いう関係でつながっています。」

「植物は日光に当たると、二酸
化炭素を取り入れて、酸素を出
します。」
「人やほかの動物、植物は、空
気を通して互いにかかわり合っ
て生きています。」

「人やほかの動物、植物のから
だには、多くの水がふくまれて
いて、水によって体のはたらき
を保ち、生きています。」
「すべての生き物は水を取り入
れないと生きていくことができ
ません。」

「人が生きていくうえで環境問
題が発生している。」

「持続可能な社会をつくるため
に、工夫や努力をしている。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「お店で売られている食べ物も、もとも
とは日光を浴びて成長した植物がもとに
なっているから、植物を育てることはと
ても大切なことなのだと思う。」

「食べ物だけでなく、空気もも
とはといえば植物が関係してい
たので、植物を減らしてしまう
ことは動物が生きていくのに困
ることだと思う。」

「水がとても大切な役割を持っ
ていることがわかったので、水
不足のときなどは節水の役に立
とうと思う。」

「生き物が絶滅したり、環境が
破壊されているときには、人の
活動が影響しているかもしれな
い。」

「これからも人が地球で暮らし
続けるために、自分たちででき
ることを実践しよう。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「人やほかの動物の食べ物のもとをたどると、すべて植物に行き着きます。動物の養分は植物がつくりだしていると言えます。」
「生き物どうしは食べる、食べられるという関係でつながっています。」
「植物は日光に当たると、二酸化炭素を取り入れて、酸素を出します。人やほかの動物、植物は、空気を通して互いにかかわり合って生きています。」
「人やほかの動物、植物のからだには、多くの水がふくまれていて、水によって体のはたらきを保ち、生きています。すべての生き物は水を取り入れないと生きていくことがで
きません。」
「人が生きていくうえで環境問題が発生している。持続可能な社会をつくるために、工夫や努力をしている。」

「空気や水など、今まで理科で学習してきたことがすべてつながってくるので、とてもおもしろい。私たちの活動が地球の環境を破壊していることを知っておそろしくなり、守
るために努力していることに希望を感じた。」

「空気の大切さ、水の大切さ、食べ物の大切さなど、生きていくうえで必要な大切な物の理由を理科で知ることができた。」

「これからの地球について自分の考えを話し合ったり、何をすべきなのかを一緒に考えたことは、これから地球で生きていくうえでも大切なことだと思う。」

「これからも地球で暮らし続けるために、仕事をしながらどんなことに気をつければいいのか考え続けなくてはいけないと思った。」

導入

６年　生物と環境

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第二次　水溶液のなかま分け

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「同じように無色透明な液体
なのに、なぜ性質がちがうの
だろう。」

「蒸発させた時、なにも残ら
なかった液体にはなにがとけ
ているのだろう。」

「とけている物やにおいを調
べる以外になかま分けする方
法はないのかな。」

「なんで金属でできた像がと
けてしまうのだろう。」

「溶けてしまった金属はもう
一度取り出せるのかな。」
「もし、取り出せたら、それ
はもとの金属と同じ性質があ
るのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「食塩水、石灰水、アンモニ
ア水、塩酸、炭酸水の５種類
の水溶液にはどのようなちが
いがあるのだろうか。」

「水溶液には、気体がとけて
い る も の が あ る の だ ろ う
か。」

「リトマス紙を使うと、水溶
液はどのようになかま分けで
きるのだろうか。」

「水溶液には、金属を変化さ
せるはたらきがあるのだろう
か。」

「塩酸にとけた金属は取り出
せるのだろうか。取り出せた
ものはもとの金属と同じもの
なのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「それぞれの水溶液にとけて
いるものを粒子の絵で表して
みます。」

「水溶液にとけているものを
粒子の絵で表してみます。」

「水溶液と金属を粒の絵で表
してみます。」

「水溶液と金属を粒の絵で表
してみます。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「においに違いがあると思
う。」
「とけているものが違うと思
う。」

「においがしたから、気体が
とけているものがあると思
う。」
「炭酸水は泡があったから、
気体がとけていると思う。」

「赤と青のリトマス紙、それ
ぞれを違う色に変えるものが
あり、それによってなかま分
けできると思う。」

「水溶液には金属を変化させ
るものがあると思う。なぜな
ら、雨が長くふった後に変化
した銅像があるからです。」

「取り出せると思う。なぜな
ら、食塩やミョウバンで蒸発
させると出てきたから。そし
て、もとの金属と同じだと思
う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「５種類の水溶液のにおいを
手であおいでかいでみま
す。」
「水溶液を蒸発皿に取り、水
分を蒸発させて、においを調
べるとともに残った物を調べ
ます。」

「ペットボトルを水で満た
し、その中に二酸化炭素を入
れ、ふたをしてよくふりま
す。その後、その液体を石灰
水の中に入れ、色が変わるか
を調べます。」

「食塩水、石灰水、アンモニ
ア水、塩酸、炭酸水の５種類
の水溶液をガラス棒につけ、
それを赤、青それぞれのリト
マス紙につけ、色の変化を調
べます。」

「スチールウールとアルミニ
ウムを用意し、炭酸水と塩酸
の中に入れ、変化するかどう
か調べます。」

「スチールウール、アルミニ
ウムそれぞれを溶かした液を
少量ピペットで蒸発皿にと
り、水分を蒸発させ、何かが
残るか調べる。もし、残った
ら、見た目、塩酸にとける
か、水にとけるかを調べ
る。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「蒸発皿にとる水溶液の量が
あまり変わらないようにしま
す。」

「必ず、ガラス棒の先に水溶
液をつけ、量を同じにし、
赤、青の両方のリトマス紙に
つけて反応を見ます。」

「試験管にとる水溶液の量と
入れる金属の量に違いがない
ように気をつけます。」

「蒸発させる液体の量、加え
る塩酸の量や溶かすものの量
に差が出ないように気をつけ
ます。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「５種類の水溶液のにおいと
蒸発させた時のにおい、残っ
た も の を 表 に し て 比 べ ま
す。」

「ペットボトルのへこみ具合
と、石灰水の色の変化を表に
してまとめます。」

「５種類の水溶液とリトマス
紙の色の変化を表にしてまと
めます。」

「２種類の金属と２種類の水
溶液を反応させた結果を表に
して、わかりやすくまとめま
す。」

「蒸発させた後に残ったもの
の性質を表にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「それぞれの水溶液にとけて
いるものを粒子の絵で表して
みます。」

「水溶液にとけているものを
粒子の絵で表してみます。」

「水溶液と金属が反応する様
子を粒の絵で表してみま
す。」

「水溶液と金属を粒の絵で表
してみます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「手であおぐとにおいがする
もの、しないものに分かれま
した。」
「蒸発させると、においがす
るもの、においがしないも
の、何かが残るもの、残らな
いものに分かれました。」

「赤いリトマス紙が青くなる
もの、青いリトマス紙が赤く
なるもの、両方変わらないも
のの３種類に分かれたよ。」

「塩酸は両方の金属を溶か
し、炭酸水は溶かさなかっ
た。」

「金属はつやがあり、水には
とけなかったのに、蒸発させ
て取り出したものにはつやが
なく、水にもとけた。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「手であおいで嗅いだ時、に
おいが強かったものは、蒸発
させた時もにおいがあっ
た。」

「どの班も、ペットボトルが
へこみ、石灰水が白くにごっ
た。」

「リトマス紙の色の変化は赤
いリトマス紙が青くなり青は
変わらないもの、青いリトマ
ス紙が赤くなり、赤は変わら
ないもの、両方変わらないも
のの３つに分かれるね。」

「塩酸は鉄もアルミニウムも
溶かした。」

「金属はつやがあり、水には
とけなかったのに、蒸発させ
て取り出したものにはつやが
なく、水にもとけた。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「食塩水と石灰水を蒸発させ
ると白いものが残り、それ以
外のものはなにも残らなかっ
た。このことから、食塩水と
石灰水には固体が溶けてい
て、それ以外の水溶液には気
体が溶けていることがわか
る。」

「水で満たしたペットボトル
の中に二酸化炭素を入れ、ふ
るとペットボトルがへこん
だ。また、石灰水と反応させ
ると白くにごった。このこと
から、二酸化炭素は水にとけ
たことがわかる。」

「リトマス紙の色の変化は赤
いリトマス紙が青くなるも
の、青いリトマス紙が赤くな
るもの、両方変わらないもの
の３つに分かれた。このこと
から、水溶液はリトマス紙に
よって３種類になかま分けで
きることがわかる。」

「塩酸は水溶液である。塩酸
はスチールウールとアルミニ
ウムを溶かした。このことか
ら、水溶液には金属を変化さ
せるはたらきがあると言え
る。」

「金属はつやがあり、水には
とけなかったのに、蒸発させ
て取り出したものにはつやが
なく、水にもとけた。このこ
とから、とけた金属は取り出
すことができるが、もとの金
属とは違ったものになるとい
える。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「食塩水と石灰水には固体が
とけている。」
「塩酸、アンモニア水、炭酸
水には固体がとけていな
い。」

「水溶液には気体がとけたも
のがあり、二酸化炭素は水に
とける。」

「水溶液はリトマス紙によっ
て、酸性、中性、アルカリ性
の３種類になかま分けでき
る。」

「水溶液には金属を溶かすも
のがある。」

「塩酸にとけた金属はとりだ
すことができる。」
「とけた液から取り出した固
体はもとの金属とは違うもの
である。」
「水溶液には金属を別のもの
に変化させるものがある。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「においをかぐ時、直にかが
ずに、手であおいでかいだか
ら安全にできたね。」
「蒸発させた時に、パチパチ
とはねるものがあったよ、気
をつけよう。」
「蒸発させたばかりの皿は熱
いから、すぐさわらないよう
にしよう。」

「二酸化炭素をペットボトル
の中に集める時は、水をはっ
た水槽の中にペットボトルを
入れ、曲がるストローを使う
と上手に集めることができた
ね。」

「ガラス棒が１本しかない時
は次の水溶液につける前によ
く水洗いをしないと、水溶液
が混ざってしまうね。」

「入れるスチールウールやア
ルミニウムの量が多いと、と
けきらずにとけたかどうかが
はっきりわからなかったね。
量は少なめにしよう。」

「蒸発皿が熱いから、冷める
までしっかりまとう。」
「加熱のしすぎには注意した
方がよかったね。」
「蒸発させる液の量が多いと
時間がかかって大変だった
よ。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「同じ無色透明な水溶液でも
性質が違うのは、とけている
ものがちがうからなんだ
ね。」

「蒸発させた時に何も残らな
かった水溶液には気体が溶け
ていたんだね。」
「炭酸飲料の中には、二酸化
炭素がとけているんだね。」

「紫キャベツなどでも、水溶
液の酸性、中性、アルカリ性
が調べられるよ。身近な水溶
液を調べたいな。」

「屋外にある銅像などがとけ
てしまうのは、雨が水溶液に
なってしまっているからなん
だね。」
「金属の鍋などに塩酸が入っ
たものをつけないようにしよ
う。」

「水溶液に一度溶けてしまう
と、もとの金属に戻すのは難
しそうだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

育成する主な科学的探究能力
と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

「掃除など生活の中で水溶液を使う場面はたくさんある。汚れを落とすなど、役に立てたり、危険を回避し、自分の身を守るためにも水溶液の性質を知ること
は役に立つと思う。」

「酸性雨が環境に与える影響を考える上で、水溶液の性質を知っておくことは大切だと思う。」
「今回学んだ安全に薬品を調べたり、実験をする時に気をつけたりすることは、今後も実験をするうえで大切だと思う。」

「化粧品や洗剤、飲み物など、生活には水溶液があふれている。将来、食品を扱ったり、生活で使うものをつくったり、薬品に関する仕事についたりする時に
水溶液の勉強はとても関係するね。」

６年　水溶液の性質

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第三次　水溶液のはたらき

「食塩水と石灰水には固体がとけていて、塩酸、アンモニア水、炭酸水には固体がとけていないことがわかる。」
「水溶液には気体がとけたものがあり、二酸化炭素は水にとけることがわかる。」
「水溶液はリトマス紙によって、酸性、中性、アルカリ性の３種類になかま分けできることがわかる。」
「水溶液には金属を溶かすものがあることがわかる。」
「塩酸にとけた金属はとりだすことができることがわかる。」
「とけた液から取り出した固体はもとの金属とは違うものであることがわかる。」
「水溶液には金属を別のものに変化させるものがあることがわかる。」

「身の周りには水溶液がたくさんあるんだね。学んだことを生かしてなかま分けしたり、金属がとけるか確かめてみたい。」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

第一次　水溶液にとけている物

導入

展開



第一次　消化のはたらき 第二次　呼吸のはたらき 第三次　血液のはたらき 第四次　人のからだのつくり

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「ご飯を食べるときに『よく噛み
なさい』と言われるけど、あごが
強くなる、飲み込みやすいという
ほかに何か理由があるのかな。」

「息をしているのは、生きていく
ために必要だけど、どうして呼吸
をしなくてはいけないのだろ
う。」

「どうして心臓が血液を送りださ
ないといけないのだろう。」

「いろいろな臓器を学習したけ
ど、自分のからだのどこにあっ
て、どんな仕組みになっているの
かな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「食べ物は口の中で、どのように
変化するのだろうか。」

「人やほかの動物は、呼吸によっ
て空気中の何を取り入れているの
だろうか。」

「血液は、からだの中のどこを
通って、養分や酸素を運んでいる
のだろうか。」

「それぞれの臓器が体のどこある
のか確かめ、体の仕組みを考えよ
う。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「食べ物を◇、だ液を△、口の中
で変化したものを◆として絵に表
してみよう。」

「酸素を〇、二酸化炭素を●、窒
素を▽として呼吸の前後で変化を
絵に表してみよう。」

「血液の流れを矢印にして絵に表
してみよう。」

「養分を◆、いらなくなったもの
を■、酸素を〇、二酸化炭素を●
として、血液の流れを矢印にし
て、体の中の仕組みを絵に表して
みよう。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「ご飯をたくさんかんでいると、
だ液がたくさん出るけど、このだ
液が食べ物を柔らかくするのでは
ないか。」
「このだ液が、ご飯の栄養を体に
取り入れやすくしているのではな
いか。」

「物を燃やす働きがある気体を学
習したとき、酸素が減って二酸化
炭素が増えたから、人やほかの動
物も同じではないか。」

「運動すると体全体が熱くなるか
ら、体全体に血液は送られている
と思う。」

「食べ物も空気も、からだに取り
こまれたら血液によって運ばれて
いるから、かかわり合って働いて
いるのだと思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「ご飯つぶをかむ代わりに湯にも
みだして、試験管に入れよう。だ
液をストローで入れたものと入れ
ないもので分け、ご飯つぶのデン
プンが変化したかヨウ素液で確か
めよう。ご飯つぶにデンプンがあ
るのか、ヨウ素液をつけて確かめ
よう」

「ポリエチレンのふくろに息を吹
き込んで、石灰水を入れたり気体
検知管で二酸化炭素をの割合を調
べたりして、二酸化炭素が増えて
いるか確かめよう。」

「体の血管を探し脈拍数を調べよ
う。聴診器を使って心臓の拍動数
と比べて、心臓からの血液が調べ
ている血管にまで届いているか確
かめよう。」

「人体模型を使って、体のつくり
を確かめよう。」
「消化、呼吸、血液のそれぞれの
はたらきをふりかえって、まとめ
てみよう。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「体温に近い温度にするために、
両方の試験管を体温に近い温度の
お湯につけて実験しよう。」「変
える条件はだ液を入れる、入れな
いだけにしよう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「気体検知管で調べたときは、吸
う空気と吐き出した空気の中の気
体の体積の割合を同じ帯グラフで
表してみよう。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「ご飯つぶのデンプンを◇、だ液
を△、口の中で変化したものを◆
として絵に表してみよう。」

「酸素を〇、二酸化炭素を●、窒
素を◇として呼吸の前後で変化を
絵に表してみよう。」

「血液の流れを矢印にして絵に表
してみよう。」

「養分を◆、いらなくなったもの
を■、酸素を〇、二酸化炭素を●
として、血液の流れを矢印にし
て、体の中の仕組みを絵に表して
みよう。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「ご飯つぶにヨウ素液をつけたと
きをもとにして、だ液を入れたも
のと入れないもので青紫色に変化
するかを比べよう。」

「空気のときの石灰水の色や二酸
化炭素の割合をもとにして、息を
吹き込んだときの色の変化や二酸
化炭素の割合を比べよう。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「デンプンにだ液を入れたもの
は、だ液を入れなかたものとち
がって、ヨウ素液を入れても青紫
色になりません。」

「吐き出した空気は、石灰水が白
く濁る。また、二酸化炭素の割合
が大変多くなる。」

「心臓の拍動数と脈拍は同じであ
る。」

「臓器の位置は決まっていて、そ
れぞれが互いにかかわりあいなが
らはたらいている。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「だ液を入れたものはヨウ素液を
入れても青紫色に変わらなかった
ので、デンプンはなくなった。で
も、食べたものがだ液で消えてな
くなるはずがないから、別の形で
そこにあるはずだ。デンプンは、
だ液によって別の物に変わったの
ではないか。」

「吐き出した空気は、石灰水が白
く濁ったり二酸化炭素の割合が大
変多くなるので、物が燃えたとき
と同じように酸素が減って二酸化
炭素が増えると思う。」

「心臓の拍動数と脈拍は同じなの
で、心臓から血管まで血液が届い
ている。血管は体の全身に伝わっ
ているので、心臓から送られた血
液は体全体に届いているはず
だ。」

「臓器の位置は決まっていて、そ
れぞれが互いにかかわりあいなが
らはたらいているから、人や動物
は生きていくことができると思
う。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「食べ物に含まれるでんぷんは、
口の中でだ液によって別の物に変
化します。」

「人は空気を吸ったり吐きだした
りして、空気中の酸素の一部を取
り入れ、二酸化炭素を吐き出して
います。」

「血液は心臓から送り出され、血
管を通って全身に運ばれます。」
「血液によって運ばれた養分や酸
素は、体の各部分でいらなくなっ
たものや二酸化炭素といれかわ
る。」
「血液は再び心臓に戻り、肺に運
ばれて二酸化炭素と酸素がいれか
わる。」

「人やほかの動物のからだの中に
は、様々な臓器があり、人やほか
の動物はそれらが互いにかかわり
合いながら働くことで生きていま
す。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「ご飯つぶだけでなく、デンプン
がふくまれる食べ物だったら同じ
結果になるのか、調べてみた
い。」

「空気の割合が二酸化炭素が変化
しただけでなく、酸素と窒素もど
う変わったのか、気体検知管で調
べたい。」

「人だけでなく、メダカやウサギ
などの他の動物を観察して、血管
や血液の流れを調べるとよいと思
う。」

「人だけでなく、メダカやウサギ
などの他の動物も同じ臓器がある
か調べるとよいと思う。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「たくさん噛んで食べるとよいと
いうのは、だ液がたくさん出て、
食べたものを変化させる大事な役
割があるからなんだね。」
「ご飯が甘く感じるのはでんぷん
が変化したからなんだね。」
「よく噛むことで、だ液以外にも
胃液などで消化をしやすくはたら
きもあるんだね。」

「生きていくためには火が燃える
のと同じように酸素が必要で、部
屋を閉め切っていては火が消えて
しまうように人にとってもよくな
いのかな。」

「心臓が血液を送り出しているか
ら、全身に血液が届くんだね。そ
うすることで、酸素や養分が全身
に送り届けられるんだね。」
「血液の流れが止まると、養分や
酸素が届かなくなるので危ない
ね。」

「お医者さんが聴診器でお腹や背
中を調べるのは、体の中にある臓
器を調べるためだったんだね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。学んだことはよくわかり
ましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「食べたものは消化され、養分は吸収される。呼吸によって酸素を取り入れ、二酸化炭素を吐き出している。血液は心臓から送り出さ
れ、血管を通って全身に運ばれる。血液は養分、酸素、二酸化炭素などを運んでいることがわかる。」

「自分の体の中のことがわかったし、体の中でいろいろな変化が起きていることがわかっておもしろかった。人の体の仕組みをもっと知
りたい。」

「体の仕組みがわかったことで、自分の体や友達、ほかの動物のことを大切にしていこうと考えることができた。生命を大切にするとい
うことに、この学習は役立つと思う。」

「体の中のことは直接見えないけど、モデルで表したり模型で確認したりすることでよくわかった。身近だけどよくわかっていない物
を、誰にでもわかるように説明できることは大切なことだと思う。」

「医者や看護師になるため、またはスポーツ選手などの栄養管理などにこの学習は必要だと思う。」「海女さんは長い間海に潜っていら
れるのは、血液の中に酸素をたくさん取り入れているからかな。」

導入

６年　人の体のはたらき

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例



第二次　植物と日光とのかかわり

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「水を与えないでしおれた植物に水をあげる
と元に戻るのは、水を取り入れて運んでいる
からかな。」

「葉まで届いた水は、どこへ行ってしまった
のかな。」

「種子にはでんぷんがふくまれていた。発芽
にはそのでんぷんが使われた。成長するのに
日光が必要だった。日光とでんぷんはどう関
係しているのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「根から取り入れられた水は、植物の体のど
こを通って全体に運ばれるのだろうか。」

「植物のからだを通って、葉まで運ばれた水
は、どうなるのだろうか。」

「植物の葉に日光が当たると、でんぷんがで
きるのだろうか。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「根、茎、葉のどこを通っていくのか絵で表
そう。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「人にも血管があったから、植物にも血管と
似たようなものがあって、水を通してい
る。」

「人は血液が心臓まで戻っていたけど、植物
は戻る場所がないので、葉から出ていくと思
う。」

「発芽するときの養分はでんぷんだったか
ら、成長するためにも必要になると思うの
で、日光が当たることででんぷんができると
思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「色のついた水を使って、ほりあげたホウセ
ンカに水を吸い上げさせ、根、茎、葉のそれ
ぞれの部分の中の様子を観察しよう。」

「葉がついたホウセンカと、葉をすべてとっ
たホウセンカの両方に袋をかぶせる。気温の
高い晴れた日に10～20分たってから、それぞ
れのふくろの内側を観察しよう。」

「実験の前日の午後、ジャガイモの葉にアル
ミニウムはくで覆いをして、日光が当たらな
いようにしておく。晴れた日の朝に覆いをは
ずし、一枚はデンプンがあるか調べる。その
日の午後、覆いを外した葉とはずしていない
葉とででんぷんがあるかどうか、ヨウ素液で
調べよう。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「変える条件は葉のある、無しだけにして、
場所や太陽の当たり方、気温、植物大きさは
同じになるようにしよう。」

「同じ大きさの葉を探して、覆いをつけよ
う。まちがえないように、覆いをつけたまま
の方は、葉に切れ込みを入れておこう。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「根、茎、葉のどこを通っていくのか絵で表
そう。」

「葉に太陽の光が当たることと、でんぷんが
できることの関係を絵で表そう。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「ふくろをかぶせたときを基準にして、それ
ぞれの変化を比べます。」

「朝覆いを外した葉を基準にして、覆いをし
たものとはずしたもので変化を調べます。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「葉は真ん中を、茎は中心からはなれたとこ
ろを、根は中心をそれぞれ水が通ってい
る。」

「葉がないほうの袋に変化はなく、葉がある
方の袋の内側に水滴がついた。」

「覆いをしている葉にはでんぷんがなかっ
た。覆いを外した葉には、でんぷんがあっ
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「葉は真ん中を、茎は中心からはなれたとこ
ろを、根は中心をそれぞれ水が通っているの
で、植物には決まった通り道があると言え
る。」

「葉がある方の袋の内側に水滴がついたの
で、葉から水蒸気になって出ていったと言え
る。」

「覆いをしている葉にはでんぷんがなく、覆
いを外した葉にはでんぷんがあったので、日
光が当たるとデンプンができると言える。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「植物の根、茎、葉には、根から取り入れら
れた水の通る決まった通り道があって、ここ
を通って水は根から植物のからだ全体に運ば
れます。」

「根から茎を通ってきた水は、主に葉から水
蒸気となって出ていきます。」

「植物の葉に日光が当たると、でんぷんがで
きます。植物は、成長するための養分を自分
でつくっています。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「色は観察しやすいものとしにくいものが
あった。色水の種類や、吸わせる時間を変え
るといいかな。」

「水滴がつかなかったのはふくろの口にすき
まがあったのかもしれない。」

「見分けがつきにくい結果になった葉は、エ
タノールだけでなくたたき染めでも確かめた
らよいかもしれない。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「家でヘチマを育てたときにヘチマ水をとっ
たけど、あれは根から吸い上げらた水が茎を
通って出てきたものなんだね。」

「ヒマワリの葉に水滴がついていたことが
あったけど、葉から出てきた水かもしれない
な。」

「インゲンマメやジャガイモのでんぷんは、
葉でつくらたでんぷんが集められているんだ
ね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

「植物の根、茎、葉には、根から取り入れられた水の通る決まった通り道があって、ここを通って水は根から植物のからだ全体に運ば
れます。根から茎を通ってきた水は、主に葉から水蒸気となって出ていきます。植物の葉に日光が当たると、でんぷんができます。植
物は、成長するための養分を自分でつくっています。」

「植物は動物と違って、日光が当たることで自分ででんぷんをつくりだすことができた。植物にとって日光はとても大切なものだとわ
かったし、動物は植物のようにでんぷんをつくることができないのはなぜか不思議に思った。」

「植物を育てるのに水が大切であるということが通り道を確認することでよくわかったし、日光に当たる場所に植物を置いて育てるこ
とがよいことを知って、役に立った。」

「5年生のとき学習したヨウ素液の実験をすることで、葉の中にデンプンがあることを確かめることができた。水蒸気を見ることで葉か
ら水分が出ていることもわかったので、前に学習した考えを生かして新しい疑問を解決するのは大切だと思う。」

「農家などの野菜を育てる人にとっては、植物の葉に日光を当てることがとても役立つと思う。」

６年　植物の養分

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

第一次　植物の水の通り道



第一次　月の表面と太陽の様子 第二次　月の形 第三次　月の位置と太陽の位置

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「月にはウサギがいるという言い伝え
があるけれど、そんな模様をしている
のかな。」
「太陽は直接見られないけれど、表面
はどうなっているんだろう。」

「月の形が変わることは４年生で勉強
したけれど、変わり方に順番があるの
かな。」
「この前は太陽と月を観察したけれ
ど、この二つは何か関係しているのか
な。」

「太陽の光を反射して月は輝いている
と学習した。いつも満月ではなく、月
はいろいろな形に変化して見えるのは
不思議だな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「太陽と月の表面はどうなっているの
だろうか。」

「月の形はどのように変わっていくの
だろうか。」

「どうして月の形は日によって変わっ
て見えるのだろう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「光源を太陽・ボールを月・観察する
自分を地球に見立ててモデル実験をし
ます。

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「月には白っぽい部分と黒っぽい部分
があると思う。」
「太陽は、全体が赤っぽいんじゃない
かな。」

「小さかった月（三日月など）がだん
だん大きくなっていくんじゃないか
な。」

「太陽と月の位置が関係しているん
じゃないのかな。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「遮光プレートを使って太陽の表面の
様子を観察して記録します。また、月
の表面の様子を観察して記録します。
双眼鏡や望遠鏡があれば使用して観察
します。」
「図鑑やインターネットを活用して情
報を集めます。観察したこと・集めた
情報をもとに考えます。」

「日没直後の月の形と位置を観察して
記録します。何日かおきに観察・記録
をして比べてみます。太陽が沈んだ位
置も記録します。」

「ボールに光を当てて、どこが明るく
見えるか観察します。部屋を暗くし、
光源をつけて固定して置きます。地球
〔児童が立って観察する場所）の周り
８方位にボールを置き、それぞれ地球
から見て、どこが明るく見えるか観察
し記録します。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「決まった場所で観察・記録をしま
す。」

「変わるのはボールの位置だけで、太
陽・地球の位置は変えないで実験しま
す。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「月と太陽の明るさ・形・色・表面の
様子などを表にまとめるとわかりやす
いと思います。」

「月の様子を表にしてまとめると変化
の様子がわかります。」

「月の見え方を順番に表で描いてみる
と、変化の様子を続けて捉えられま
す。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「太陽と月の位置関係を図で描くとわ
かりやすいです。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「月と太陽の表面の様子を比べてみる
といろいろな違いが分かると思いま
す。」

「前日やその前の月と比べると違いが
わかります。」

「月の形や位置と太陽の位置の関係を
比べながら考えるといいです。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「月の表面は、石や砂のように白色や
灰色をしています。また、穴のような
くぼみがたくさんありました。」
「太陽はとても明るく、いつも同じよ
うに光を放っていました。」

「最初は三日月が見え、次に半月にな
り、最後は満月に近い月になりまし
た。」
「月の光っている方が太陽の沈んだ位
置でした。」

「月が太陽と地球の間にあるときには
明るく見えませんでした。そこから地
球の周りを動いていくと徐々に明るく
見える部分が大きくなり、反対側に来
た時には満月になりました。また、
戻っていくと徐々に小さく見えるよう
になりました。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「月の表面は、石や砂のように白色や
灰色をしており、穴のような窪みがた
くさんあったので、石や砂で覆われ、
石などがぶつかりクレーターができた
と考えられます。」
「太陽はとても明るく、いつも同じよ
うに光を放っていたので、自ら光を
放っていると考えられる。」

「最初は三日月が見え、次に半月にな
り、最後は満月に近い月になったの
で、日没後の月は明るく光って見える
部分が少しずつ変化していく。」
「月の光っている方に太陽が沈んだの
で、月は太陽の光を反射して光ってい
ると考えられる。」

「月の形が見えないところから三日
月、半月・、満月と変わり、また満月
から半月・三日月と変わっていくの
は、月と太陽の位置関係が変わってい
るため、太陽の光が当たって明るく見
える部分が少しずつ変わります。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「月の表面は岩や砂で覆われ、石など
がぶつかりできたクレーターがあ
る。」
「太陽は自ら光を放っている。」

「日没後の月は明るく光って見える部
分が少しずつ変化していく。」「太陽
の光を反射して月は光っている。」

「月の形が変わって見えるのは、月と
太陽の位置関係が変わっているため、
太陽の光が当たって明るく見える部分
が少しずつ変わります。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「遮光プレートで太陽を観察したらよ
く見えたけれど、もっと様子がよくわ
かるもので観察したり資料を集めたり
したいな。」
「夜の観察は暗くて危ないからお家の
人と一緒に行うといいと思います。」

「方位磁針を使えば方位も正確に記録
できます。建物や大きな木など目印に
なるものを描いておくと記録しやすい
です。」

「懐中電灯を太陽、月をボールなど実
際に扱えないものは身近なものを使っ
てそれに見立てて実験するとわかりや
すいね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「月に人類が着陸した映像を見たこと
があるけれど、地球と違って同じよう
な色のところばかりだった。月は岩や
砂などで覆われているからなんだ。」

「４年生では月がいろいろな形になる
ことを学んだけれど、見え方には決ま
りがあったんだ。これを覚えておく
と、次に満月になる日なども予想でき
るね。」

「日食や月食も地球と月と太陽の位置
関係が変わることによっておこるん
だ。」
「これから月を見たら、太陽のある方
角も予想ができるね。」「日没直後に
見える満月や半月がいつも同じ方向に
あることも調べられそうだ。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

６年　月と太陽

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「月の表面は岩や砂で覆われ、石などがぶつかりできたクレーターがあることがわかる。」
「太陽は自ら光を放っていることがわかる。」
「日没後の月は明るく光って見える部分が少しずつ増えていくことがわかる。」
「太陽の光を反射して月は光っていることがわかる。」
「月の形が変わって見えるのは、月と太陽の位置関係が変わっているため、太陽の光が当たって明るく見える部分
が少しずつ変わることがわかる。」

「月の様子を毎日続けて観察して、カレンダーなどに記録をつけていきたいな。そうすると月が地球の周りを回る
周期などもわかると思う。」
「月や太陽だけでなく、いろいろな惑星があるので、表面の様子を知りたい。」
「月に行ってみたいな。」

「十五夜など、月と関係する言葉や行事が日本にはある。月の形の変わり方や周期などを知っておくと役立つと思
う。」

「実際に実験することが難しいものは、モデル実験を行えばいいことがわかった。現象を理解するのに、身近なも
のをそれに見立てて実験することは大切だ。」

「月に行ってその様子を調査した人がいる。これからはもっと身近になるのかな。」
「天文台で働いている人たちは、毎日観察してその様子を知らせてくれているんだね。」



第一次　てこのつり合いと重さ 第二次　てこのつり合いの規則性

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「そのまま持ったら重いおもりを、棒を
上手に使ったら簡単に持ち上げられたの
はどうしてだろう。てこって何だろ
う。」

「シーソーに体重が違う二人が乗って水
平につり合っているのは不思議だな。ど
うしてだろう。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「てこを使っておもりを持ち上げる時に
小さい力で持ち上げるにはどうしたらい
いのだろう。」

「てこが水平につり合うのは、どんな時
だろう。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「てこをかたむけるはたらきは、おもり
をつるす位置と重さに関係しそうだ。矢
印の大きさで表してみます。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「支点と作用点の距離を近づけると（遠
ざけると）手ごたえは軽くなるだろ
う。」
「支点と力点の距離を近づけると（遠ざ
けると）手ごたえは軽くなるだろう。」

「左右同じ位置に同じ重さのおもりをつ
るした時だけつり合うだろう。」
「左右でつるす位置が違っても、つりあ
う時もあると思う。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「てこの支点と作用点の距離を近づけた
り、遠ざけたりして、手ごたえの違いを
調べよう。」
「てこの支点と力点の距離を近づけたり
遠ざけたりして、手ごたえの違いを調べ
ます。」

「てこをかたむけるはたらきを左右のう
でで同じにするために、片方のうでは位
置と重さを変えないでつるし、もう片方
のうではつるす位置と重さを変えてつり
合う時を調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

「作用点を変えて調べる時は、支点と力
点の位置は変えないで調べます。」
「力点を変えて調べる時は、支点と作用
点の位置は変えないで調べます。」

「左のうでにつるすおもりの位置と重さ
を決めて、左のうでをかたむけるはたら
きが、変わらないようにして調べま
す。」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

「つり合った時のおもりの位置と重さを
記録し、表にまとめます。」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

「作用点の位置を数カ所決めて手ごたえ
を比べると支点からの距離が近いほど軽
かったです。」
「力点の位置を数カ所決めて手ごたえを
比べると、支点からの距離が遠いほど手
ごたえは軽かったです。」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

「左右でつり合った時の位置と重さをか
けた値を計算してみます。」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「違う位置では、おもりの位置と重さを
かけた値が左右で同じ時につり合いまし
た。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「支点と作用点の距離を近づけていくと
手ごたえは軽くなったので支点と作用点
の距離は短いほうがいい。」
「支点と力点の距離を離していくと手ご
たえは軽くなったので、支点と力点の距
離は遠いほうがいい。」

「位置が左右で同じでも違っても、支点
からの距離に、おもりの重さをかけた値
が同じになればつり合います。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「てこを使って小さい力でおもりを持ち
上げるには、支点と作用点の距離を短く
したり、支点と力点の距離を長くしたり
するといい。」

「おもりの重さ×支点からの距離の値が
同じになるとてこは水平につり合う。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「支点の位置を変えて作用点と力点から
の距離がどちらも変わるときにも見つけ
た決まりが使えるか調べます。」

左のうでにつるす位置とおもりを変えて
も決まりが使えるか調べます。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「今から４０００年以上前に作られたピ
ラミッドの石は、てこを使って持ち上げ
たんだ。グラウンドのシーソーもてこだ
ね。座る位置を変えると傾きが変わるこ
とがあるよ。」

「洗濯ものを干すときに重さと位置を考
えれば水平になる。」
「つり合う決まりを使って天秤を作れ
ば、ものの重さも測れるね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

育成する主な科学的探究能力
と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

導入

６年　てこ

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめと
活用

単元中や
単元末に
育みたい
意識面の
科学的リ
テラシー

展開

「てこを使っておもりを持ち上げる時、支点と作用点を近づけたり、支点と力点を遠
ざけたりすると小さい力でものを持ち上げることができることをわかっている。」
「てこを水平につり合わせるには、かたむけるはたらき（力の大きさ×支点からの距
離）を同じにすることがわかっている。」

「同じ重さの重りなのに、持つ場所や下げる場所を変えるだけで手ごたえが変わるな
んて不思議だ。おもりの重さや支点からの距離が左右でちがってもつり合うことがあ
るなんて不思議だ。実際にてこを使ってものを動かしてみたい。」

「てこを利用した様々な道具を実際に使って、力点や作用点を変えてみて、手ごたえ
が違うことを実感した。てこの仕組みを知っていると物を楽にもてるので、生活に役
立つな。」

「てこを使った道具はペンチや栓抜き、ピンセットやドアノブなどたくさんある。て
この働きは、われわれの生活と切っても切り離せない大切なものなんだ。」

「棒で庭の石を持ち上げたり、大工がくぎ抜きで釘を抜いたり、てこを使った道具が
様々な職業の道具として活躍している。」



第一次 地震や火山の噴火と大地の変化 第二次　私たちのくらしと災害

素朴な疑問（を感じる）
「なぜだろう、知りたいな、
と思うことはなんですか」

「地震や火山は日本のどこでも起きて
いるけど、私たちが住んでいるところ
は起きる可能性があるのかな。」

「実際に地震や火山が起きたら、私た
ちはどうすればいいのかな。」

問題（を設定する）
「みんなで解決していく問題
を決めましょう」

「地震や火山の噴火はどこで起こって
いるのだろうか。またそれらによっ
て、大地はどのように変化するのだろ
うか。」

「地震や火山の噴火によって、どのよ
うな災害が起きることがあるだろう
か。」
「わたしたちは何ができるだろう
か。」

モデル（で考える）
「問題を理解しやすくするた
めに簡単に表現できないか考
えてみましょう」

「地震や火山が起きたとき、大地がど
う変わるのか絵に表してみよう。」

「大地だけではなく、建物もどうなる
かを絵に表してみよう。」

予想・仮説（を立てる）
「問題について、自分の予想
を表現しましょう」「できれ
ば理由も話しましょう」

「自分の住んでいる大地でも、地震は
起こるだろう。」

「建物が壊れないように、またどこに
避難すればよいか、決められているは
ずだ。」

実験（観察）・計画（する）
「予想が正しいかどうかを確
かめる方法を考えましょう」

「地震や火山が起きている場所や変化
について、地図や図書、インターネッ
トなどを使って調べます。」

「地震や火山で起きる災害をどう防ぐ
か、図書、インターネットなどを使っ
て調べます。」

条件制御（する）
「実験を行うときに、変える
こと、変えてはいけないこと
を考えましょう」

表・グラフ化（する）
「実験や観察の結果を表やグ
ラフに表してみましょう」

モデル化（して考える）
「結果をわかりやすく図や仕
組みで表現できないか考えま
しょう」

「地震や火山が起きたとき、大地がど
う変わるのか絵に表してみます。」

「地震が起きたとき、近くの火山が噴
火したときのそれぞれで、どのような
災害が起こり、どのように避難すれば
よいか絵にまとめてみます。」

比較・分類（して考える）
「もとになるものを決めて比
べたり仲間分けしたりしてみ
ましょう」

数的処理（して考える）
「計算をして結果を出してみ
ましょう」

規則性（を見い出す）
「結果の中から何かきまりが
みつかりますか」

「地震が起きると、土地に地割れが生
じたり、断層が現れたり、がけが崩れ
たりする。火山が噴火すると、溶岩が
流れだしたり、火山灰がふき出したり
する。」

「地震が起きると建物が壊れたり、大
地が変化したり津波が起きたりする。
火山が噴火すると、溶岩が流れたり火
山灰が降り積もったりする。」

論理的な推論（を組み立て
る）

「問題に対して結果からどの
ようなことが言えるか理由を
つけて説明しましょう」

「地震が起きると、土地に地割れが生
じたり、断層が現れたり、がけが崩れ
たりする。火山が噴火すると、溶岩が
流れだしたり、火山灰がふき出したり
する。このようにして、土地のようす
が大きく変化することがあると言え
る。」

「地震や火山によってどのような災害
が起きるかを知ることで、災害を予測
して備えをして、実際に起きたら命を
守るために行動する必要があると言え
る。」

結論（を表現する）
「問題の答えを考えて表現し
ましょう」

「大地に断層（ずれ）が生じると地震
が起きる。」
「地震が起きると地割れが生じたり、
がけが崩れたりして、大地のようすが
変化することがある。」
「火山が噴火すると、火口から火山灰
や溶岩がふき出されて、大地のようす
が変化することがある。」

「地震や火山の噴火が起きたら、どの
ように生命を守るか私たちができるこ
とを備えておく必要がある。」

評価・改善（点を考える）

「よかったところ、悪かった
ところをふりかえり、さらに
よくできないか考えましょ
う」

「地図や図書、インターネットなどで
調べたけど、コンピュータシミュレー
ションや、博物館、資料館などでどの
ように変化するのか調べてもいい
ね。」

「昔に私たちの住んでいる地域で起き
た災害を調べることで、これから起き
る災害を予想することができるかもし
れないね。」

適用・関連付け（できるか考
える）

「学んだことを日常の生活や
今まで学んだことに生かせな
いか考えてみましょう」

「地層は流れる水のはたらきでゆっく
り積もってできるイメージだったけ
ど、地震などで急にくずれて積もるよ
うな変化もあることが分かった。」

「避難訓練を毎年しているけど、それ
だけではなく学校にいるとき以外でも
どのように生命を守ればよいか考える
ことができるね。」

Ⅰ　よくわかる
（理解，自己効力感）

「本学習では何を学びました
か。よくわかりましたか」

Ⅱ　興味が湧く
（知的好奇心，感性）

「本学習について興味をもち
ましたか。どのようなことに
興味をもっていますか」

Ⅲ　役立つと思う
（有用性の認識）

「学習したことは，ふだんの
生活や社会に出て役立つと思
いますか。どのようなことに
役立つと思いますか」

Ⅳ　大切だと思う
（重要性の認識）

「大切なことを学習したと思
いますか。どのようなことが
大切だと思いますか」

Ⅴ　職業に関係する
（キャリア意識）

「本学習は職業に関係してい
ると思いますか。関連する職
業が考えられますか」

導入

６年　変わり続ける大地

展開
育成する主な科学的探究能力

と科学的リテラシー

思考を促す発問の例
（適宜，個人や班，全体に問

いかける）

学習目標としての各次で実現したい児童の思考や発言の例

展開－
構想

展開－
分析

まとめ
と活用

単元中
や単元
末に育
みたい
意識面
の科学
的リテ
ラシー

「大地にずれが生じると地震が起きる。」
「地震が起きると地割れが生じたり、がけが崩れたりして、大地のようすが変化
することがある。」
「火山が噴火すると、火口から火山灰や溶岩がふき出されて、大地のようすが変
化することがある。」
「地震や火山の噴火が起きたら、どのように生命を守るか私たちができることを
備えておく必要がある。」

「日本は地震がたくさん起きたり、火山もいくつもあるから、どのようなことが
起きるのか興味をもった。」

「地震や火山はこれから起きるかもしれないので、どんなことが起きてどう避難
すればよいか考えることは、生命を守るために役に立つと思う。」

「過去の災害の記録を調べて、これからの生活に役に立てることはとても大切だ
と思う。」

「地震や火山の学者だけでなく、日本に住んでいる人全員にとって、関係してい
ることだと思う。」




