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事例 小学校 理科 第４学年 「もののかさと温度」

「事実を確実にとらえ、とらえた事実を基に関係付けて考えテーマ

る力を養うための指導の工夫・改善」

・学びの３つの段階を位置付け、事実を基に関係付けて考えることを大切に

授業改善の した単元指導計画及び学習過程の工夫・改善

ポイント ・事実を基に関係付けて考える力の高まりを自覚するための自己評価の工夫

・学びの３つの段階に基づいた板書の構造化

１ 学習状況の把握と分析

学習状況調査の把握

【把握の方法】

( ) 単元テストによる到達度からの学習状況の分析1
○「電気のはたらき」の評価規準

自然事象への関心 科学的な思考 観察・実験の技能・ 知識・理解観点

・意欲・態度 表現

・乾電池や光電池に ・モーターの回る向き ・乾電池２個をつない ・電流は、乾電池の＋極

豆電球やモーターな を、電流の向きと関係 で自動車を走らせ、そ から－極に流れているこ

どをつないだときの 付けて考えることがで のつなぎ方を記録する とを理解している。

明るさや回り方に興 きる。 ことができる。 乾電池の向きを変える・

味・関心をもち、進 ・乾電池が１個のとき ・光の当て方を変えて と電流の向きが変わり、

んで電気の強さや向 と２個直列・並列につ 光電池のはたらきを調 モーターの回る向きが変評

。価 きの変化を調べよう ないだときの電気のは べ、結果を記録するこ わることを理解している

とする。 たらきを、電流の強さ とができる。 乾電池を直列につな規 ・

・電気の働きを使っ と関係付けて考えるこ ぐと回路を流れる電流が準

てものづくりをした とができる。 強くなり、豆電球の明る

り、その働きを利用 ・光電池のはたらきの さやモーターの回る速さ

した物を見付けたり 大きさの変化を、光電 が増すことを理解してい

しようとする。 池に当たる光の強さと る。

関係付けて考えること 光電池は、光が当た・

ができる。 ると電気を起こし、光の

当て方によって電気の強

さやはたらきが変わるこ

とを理解している。

( ) 授業における児童の行動や記述からの学習状況の分析2
( ) 理科アンケートによる意識調査からの学習状況の分析3

学習状況の結果と分析

( ) 単元テストによる到達度から 評価の観点 正答率1
84%知識・理解についてはよく身に付いている 科学的な思考力。

80%知識・理解において特に高い正答率が見られ 観察・実験の技能・表現

88%る。 知識・理解
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( ) 授業における児童の行動や記述から2
事実をとらえる力に弱さが見られる。

関係付けて考える力に弱さが見られる。

乾電池２個を直列につないだときにモーターカーが速く走った原因を豆電球や検流計を使っ

て調べた。そのときの実態を下のように評価した。

Ａ：つなぎ方の違いと明るさや針の振れの大きさとを関係付けて考えて、そこからモーターカ

ーが速く走ったわけまで考える記述がされている…６人

Ｂ： つなぎ方の違いから明るさや針の振れ大きさが違った」と、つなぎ方の違いと明るさや「

針の振れの大きさを関係付けて考えて記述している…１６人

Ｃ：つなぐことはできたが直列は明るく、並列は変わらないなどと、結果のみの記述にとどま

っている。…９人

：直列つなぎや並列つなぎを自分でつなぐことができない…６人D
乾電池２個を直列や並列につなぐことは本時までに２度行っ

てきたが つなぎ方の違いを事実としてとらえられていない 評、 （

） 。 、定Ｄ 児童が全体の１６％も見られた 事実をとらえる弱さは

前単元の「あたたかくなると」の観察記録（スケッチ）におい

ても見られた。

また、つなぎ方の違いと明るさや針の振れの大きさを関係付

けて考えて、モーターカーが速く走った原因を考えることがで

きた児童は、全体のわずか１６％であった。そして半数以上は結果のみの記述か、もしくはつ

なぎ方の違いと明るさや針の振れの大きさの違いとの関係付けまでで、モーターカーが速く走

った原因を考えることまではできていなかった。

( ) 理科アンケートによる意識調査から（対象人数…３６人 年７月実施）3 2005
理科に対する興味・関心は高い。

事実を基に確かめられたときに分かったと感じている。

児童が分かったと実感するまでには３つの段階がある。

◇理科が好きですか。

とても好き １９人( )53%
好き １５人( )42%
あまり好きではない ２人( )5%
きらい ０人( )0%

☆好きな理由

・観察や実験が楽しい …２６人（７２％）

・ものを作ることができる …６人

・いろいろなことが分かるから…２人

★きらいな理由

・虫がきらい …１人

・難しいときがある …１人

◇「分かった」と思うときは、どんなときですか。

・先生がはじめに実験したり、友達と予想を出し合っているとき…１４人

・観察や実験をして確かめたとき…２１人

・ノートにまとめているとき …２人

・見付けたことを出し合ったり、終末の実験のとき…１１人

「理科が好きか」という設問に対して 「とても好き」と「好き」を合わせて の児童が、 95%

とても好き

好き

あまり好きでない

きらい

A

B

C

D



- 3 -

好きと答えている。

また、導入の実験を見たとき、観察や実験で予想を確かめたとき、確かめた事実を交流し

たり、終末の実験を見たりしたときと、事実から確かめたときに多くの児童が分かったと感

じると答えている。このことから児童の学びには、次の３つの学びの段階があることが分か

った。

・感じる段階…導入の事象提示等で事象にふれて、事実をとらえ、生活経験や既習経験と関係

付けて考えて 「～じゃないのかなぁ」という見通しをもてた段階。、

・考える段階…観察や実験から得た事実と自分の考えとを関係付けて考えて、自分の考えが確

かめられた段階

・実感する段階…確かめた考えと、別の事実とを関係付けて考えて「やっぱりそうだ」と、確

認した（一般化）段階

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

( ) 授業改善の方針1
【どのような力を付けたいか】

事実を確実にとらえ、とらえた事実を基に関係付けて考える力を養うことに焦点を当てる

学習状況の分析から、本学級の児童には、理科は好きで、知識・理解はよく身に付いている

が、事実をとらえる力や関係付けて考える力に弱さがあることが分かった。また、よく分かっ

たと感じるのは事実を基に確かめられたときであり、分かったと実感するまでには３つの段階

があることが分かった。

【どのような方法で行うか】

① 学びの３つの段階を位置付け、事実を基に関係付けて考えることを大切にした単元指導計

画及び学習過程の工夫・改善

② 事実を基に関係付けて考える力の高まりを自覚するための自己評価の工夫

③ 学びの３つの段階に基づいた板書の構造化

( ) 改善の具体的な方途と実践2
① 学びの３つの段階を位置付け、事実を基に関係付けて考えることを大切にした単元指導

計画及び学習過程の工夫・改善

学習状況の分析から、児童が考え分かっていく学びの段階には次の３つがあることがわ

かった。

児童が事実とのかかわりを基に学びの３つの段階を確実にたどっていくことで、事実を

とらえる力や関係付けて考える力が高まっていくという考えに基づいて改善を図った。改

善にあたっては、問題解決に臨む児童の課題意識を明確にすることや、学習によってとら

えた事実を積み上げながら関係付けて考える力を高めていくことも大切だと考えた。
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【従前の単元指導計画と改善した単元指導計画の比較】

ここでは、単元指導計画における工夫・改善について、感じる段階を第１時と第２時の実践

から、考える段階を第３時の実践から、実感する段階を第４時の実践から述べることとする。

また、単位時間における学習過程の工夫・改善については、第３時の実践から述べることとす

る。

【単元指導計画における感じる段階での実践…第１時と第２時の実践から】

第１時

「空気のかさがふえると石けん膜や密閉した容器が膨ら

む」という生活経験と 「フラスコを手で覆ったり、容器、

を湯に浸した」と事実とを関係付けて考えて、温めると空

気のかさが膨らむことを感じ取る。

（ →ビニール手袋を使用する ）注意！ 。

第２時

「フラスコを湯に浸した」事実と「栓が飛んだ」事実と

を関係付けて考えて、温めると空気のかさが膨らむことを

実感する。

、 。 、導入では 丸底フラスコを握ることで口に張った石けん膜が膨らむ様子を提示した 児童は

「手で温めたことと関係があるんじゃないか」という見通しをもち、早速試した。写真 は、-1
二人で温めればもっと温まって膨らむと考え、試しているところである。その他に、さすった

り、息を吹きかけたり、着ている服で包んだりする姿も見られた。

次に、フラスコを逆さにしたら、石けん膜はどうなるかと問いかけた。すると、温められた

空気の上昇を根拠に石けん膜がへこむという考えと、空気の膨張を根拠に膨らむという考えに

わかれた。

そこで、丸底フラスコを逆さにして温めたり(写真 )、横にして温めたり(写真 )して、石-2 -6

-1写 真

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画
１ フラスコやプラスチック容器に閉じ １ 感じる→丸底フラスコや入れ物などに閉じこめた空気を温
２ こめた空気を温めて空気のかさの変 めたり、冷やしたりする実験をする。
化を調べる。 考える→丸底フラスコの口を下にして石けん膜の膨らみを

３ 試験管に入れた水を温めて水のかさ 感 見る。
の変化を調べる。 実感する→丸底フラスコの口をいろいろな方向に向けて石

じ けん膜の膨らみを調べる。
２ 感じる→栓をした丸底フラスコの栓を湯につけると栓が飛

４ 金属球をｱﾙｺｰﾙﾗﾝﾌﾟで熱したり、水 る ぶ。
５ で冷やしたりして、かさの変化を調 考える→もっと飛ばすには？。膨らみを大きくすればいい
べる 加熱器具の使い方を練習する んだ。温度を上げたり下げたりしてやってみる。。 。

実感する→教師の演示実験 「ほら、やっぱり 「なるほ。 」、
どね」

６ 温度によるもののかさの変化を教科 ３ 感じる→水を入れた丸底フラスコを手で温める。
書の読み物や確かめようを使ってま 考える→水を入れた丸底フラスコをさらに手で温め続けた
とめる。 り、湯で温めたりして、水のかさの変化を詳しく調べる。

考 実感する→ガラス管を使った実験で確かめる。
４ 感じる→金属球膨張実験器の金属球を空気や水を調べた時
え のように、お湯に入れてかさの変化を調べる。

５ 考える→空気や水と比べて、かさに変化がない原因を温度
る に求め、加熱器具の必要性に気付く。
・アルコールランプﾟを正確に、安全に使うことができる
ように使い方を知る。

、 、・アルコールランプﾟを使って 金属球を十分に加熱して
実 かさの変化を調べる。
実感する→教科書の資料から身の回りの金属の膨張を応用

感 した事実を知る。
６ 実感する→・温度による水のかさの変化を利用して、温度
す 計をつくろう。

７ ・へこんだピン球を元に戻そう。
る ・とれなくなった金属のふたを取ろう
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けん膜が下にも横にも膨らむことから、温めることで空気が全方向に膨らむことを確かめるこ

とができた。さらに、第２時では、温められて膨らんだ空気の力がフラスコの口に詰めた玉を

飛ばす様子を観察することで、かさの変化の大きさを栓を飛ばす力と関係付けて考え、かさの

変化を実感としてとらえることができた （写真 。。 ）-4

【単元指導計画における考える段階での実践及び単位時間の学習過程を学びの３つの段階に分け

た実践…第３時の実践から】

「 」 、「 」空気は温めるとかさが膨らむ という事実と比べながら フラスコを湯に浸した事実

と「水面が上昇する」という事実とを関係付けて考えて、水も空気と同じように温めるとか

さが膨らむことをとらえる （ →ビニール手袋を使用する ）。 。注意！

「手で覆っても水面は上昇しなかった」という事実と「湯に浸したら上昇した」という事

実とを関係付けて考えて、空気と水との違いをとらえる。

〈単位時間における感じる段階〉

手で温めると空気が膨らむ（前時の学習でとらえた事実）こ

、 、とを確かめた後 同じことを水を使って各自が試行し(写真 )-6
３分かけても水は変化しないことから空気と水との違いを体感

した。

〈単位時間における考える段階〉

さらに空気の入った丸底フラスコを熱湯に入れて、空気が瞬

時に膨らむ様子を提示し 「では、水を熱湯で温めたらどうか」、

と、問いかけた。(写真 )-6
水を導入する前に空気を扱うことで、水は空気と同じなのか、

という課題意識を明確にすることができた。

課題に対する児童の予想は 「ふくらまない」が多かった。こ、

れは、前単元の『もののかさと力』でとらえた「水が空気とちが

って全く押し縮められい」という事実や 「手で温めても空気と、

違って水は膨らまなかった」という事実が基になっていた。

その他には 「温められると蒸発して減る」という生活経験を、

基にした考えも出された。ここで、空気と同じようにふえると考えたのは１名だけであった。

-2写 真 -4写 真-3写 真

第 時の授2
業後の感想

-5写 真

-6写 真

-1ﾉ ｰ ﾄ
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水面の高さに線を引いたフラ

スコを熱湯に浸して、実験をし

た。熱湯に入れてしばらくする

と、水面が少しずつ上昇してく

る様子を発見すると「ふくらん

だー！」と声があがった。水面

の上昇を定規で測る姿も姿も見

られた。また、冷やしても空気

と同じように縮むのかを確かめたいという要望が出たので、氷水を提供した。ここでも、空気

と同じ反応が確かめられ、驚いていた。水に対する児童の見方や考え方が大きく変わった瞬間

であった。

〈単位時間における実感する段階〉

教科書に紹介されている方法を用いて水と空気のかさの変化を

並べて提示し、その変化を比較させた。(写真 )-9
これまで、別々に見てきた水と空気とを並べて見せたことで、

水も空気と同様に温められると膨らむという共通性と、空気と比

べてかさの変化の大きさや速さにちがいがあることを同時にとら

えることができた。また、別の実験方法でも同じ結果が得られた

ことで、本時見付けた事実を「やっぱり」と実感することができ

た。

【単元指導計画における実感する段階での実践…第４時と第５時の

実践から】

「 」 、空気や水は温めるとかさが膨らむ という事実と比べながら

「金属球をアルコールランプで熱した事実」と「リングを通ら

なかった」という事実とを関係付けて考えて、金属も空気も水

も、ものは温めるとかさが膨らむことをとらえる （ →アルコールランプの正しい使。 注意！

い方を確認する。熱した金属球には絶対に触らないようにする ）。

「金属は手で覆っても、熱湯に浸しても膨らまなかった」事実と「空気や水についての学

習で得た事実」とを関係付けて考えて、金属や空気や水、それぞれの違いをとらえる。

導入では、水が熱湯で温められて膨らむ事実を確かめた後、金属球を熱湯に入れて、かさが

膨らむかどうかを試した。結果は膨らまなかったが、児童からはすぐに「もっと温めたら膨ら

むかもしれない」という声が出た。これは 「手で温めても変化しなかった水のかさが熱湯で、

は膨らんだ」事実が基になった見通しであった。

そこで、課題は「金属のかさもアルコールランプであたためれば、空気や水と同じようにふ

くらむのだろうか」になった。

予想では、同じように膨らむ

という考え( 人）と、膨らまな21
。いという考え( 人)が出された15

ノート は 「ふくらむ」と予想-2 、

した児童のものである。水や空

気でとらえた事実を金属にも広げて考え、金属のかさが熱湯で変化しなかった理由も温度と関係

。 、 （ ） 、付けて説明をしていた 変化しないと考えた児童の根拠は 金属の硬さ 生活経験 を基にして

-7写 真 -8写 真

-9写 真

-2ﾉ ｰ ﾄ

-10写真
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「あんなに硬い金属が膨らむわけがない」というものであった。アルコールランプで加熱され

た金属球が膨らんでリングを通り抜けなくなった時には 「ワ、

ー！」と、驚きの声があがった。

また、水で冷やしたら、またリングを通ることを試たときにも

「ちぢんだー」と再び驚きの声があがった。空気や水と同じよう

に膨らむと予想をしていた児童の中にも、結果を見て「本当にふ

くらむんだ！」と感心する姿が見られた。

授業の終末には、教科書の資料を使って、鉄道のレールに温度

による金属のかさの変化が生かされ

。 、ていることを紹介した 児童からは

「すごい」と感心する声がたくさん

聞かれた。

ノート は、第 時の児童のふり-3 5
返りである。既習の空気や水のかさ

の変化が金属にも見られたことが驚

きと共にとらえられている 思った通りになったのにもかかわらず 驚いているところに や。 、 「

っぱりふくらむんだ！」という実感が感じられる。

② 事実を基に関係付けて考える力の高まりを自覚するための自己評価の工夫

児童が事実を基に関係付けて考える力を身に付けていくためには、児童自身がその形成の過

程を振り返り、自覚していくことが重要である。そこで、授業の終末の振り返りに、学びの

３つの段階に沿った自由記述を取り入れた。方法として 「はじめは、～と思った 「だか、 」、

ら、～して確かめた 「その結果、～が分かった」の３つの段落にわけて書くように指導」、

した。

ノート を見ると 「手で温めても-4 、

かさがふえなかった」という事実を基

に導いた 「水のかさは熱湯で温めて、

」 、も変わらない という見方や考え方が

「湯で温めたら水面が上昇した」とい

う新たな事実との関係付けによって、

実験をして確かめることで 「空気や、

水と同じである」という見方や考え方

に変容している。また 「変化のスピード」や「水面の変化が であった」という事実、 0.9cm
と「空気のときにとらえた事実」とを関係付けて考えることで、空気との違いがとらえられ

ている。こうした自己の見方や考え方の変容を自覚していくことが分かる喜びにつながると

考える。

③ 学びの３つの段階に基づいた板書の構造化

板書を常に学びの３つの段階に沿って構造化していくことは、児童が、本時どのような関係

付けを、どのように行って来たのかをふり返る重要な手がかりになる。本校の理科室の黒板

は上下スライド式である。それを学びの３つの段階にわけて、次のように書くようにした。

-11写真

-3ﾉ ｰ ﾄ

-4ﾉ ｰ ﾄ
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感じる段階 実感する段階

ふり返りや課題 まとめ

考える段階

予想 実験方法 結果（事実の交流）

反時計回りに、学びの３つの段階を構成していく。ふり返りには、時計回りに過程をたどっ

ていくことになる。

３ 授業改善後の成果

( ) 単元テストによる到達度やアンケートによる意識調査の結果の比較から1
正答率の比較 電気のはたらき もののかさと温度

科学的な思考 ８４％ ９３％

観察・実験の技能・表現 ８０％ ９６％

自然事象についての知識・理解 ８８％ ９８％

単元の内容が異なることから単純に比較することはできないが、結果は事実を基に関係付け

て考える力（科学的な思考）のみならず、すべての面で事後が上回っていた。

◇理科が好きですか。

事前の７月 事後

とても好き 人( ) ２９人( )19 53% 81%
好き 人( ) ７人( )15 42% 19%
あまり好きではない 人( ) ０人( )2 5% 0%
きらい 人( ) ０人( )0 0% 0%

☆好きな理由

・観察や実験が楽しい …２６人→ ８人

・ものを作ることができる …６人→ ６人

・いろいろなことが分かるから…２人→１５人

・とてもわかりやすくなった …２人

・みんなと考えを出し合うことが楽しい…２人

・考えを確かめることができて楽しい …１人

「とても好き 「好き」と答えた児童が に達した。」、 100%
また 「とても好き」が 近く増えていた。そして、好きな理由が、実験や観察が楽しい、 30%
から、いろいろなことが分かるに移行していた。

さらに、７月の調査で嫌いな理由に「難しいときがあるから、あまり好きでない」と答え

ていた児童が 「分かりやすくなった」と事後に好きな理由を書いていた。、

( ) 授業における児童の行動や記述から2
電気のはたらきの単元と同様に単元のまとめにあたる位置での比較を行った。比較の対象と

したのは、空気や水のかさの変化をもとに金属のかさの変化を学習し、３つの物質を関係付け

て温度による物質のかさの変化について考える場面である。

日にち 単元名 天気 温度

-12写真

とても

好き

あまり

きらい

意識調査 ７月

とても

好き

あまり

きらい
意識調査 事後
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ノート は、電気のはたらきで-5
のＡ子の振り返りである。結果の

みの記述にとどまり、他に活動の

楽しさが記録されている。

ノート は、同じくＡ子のもの-6
。のかさと温度での振り返りである

これ見ると、予想の段階から空気

や水で得た事実と金属のかさの変

化とを関係付けて考えていること

が分かる。さらに実験では、金属

での結果と空気や水のときの結果

とを関係付けて考え 「金属でも、

やっぱり…」という実感をもつま

。 、での過程が記述されている また

不思議さをおもしろいという言葉で表現している。このおもしろさは、実験等の活動に対して感

じるおもしろさとは質の異なるおもしろさである。

電気のはたらきの単元と同様に、授業における児童の行動や記述から分析を行い、結果の比較

を試みた。もののかさと温度では、下のような観点で評価をし、分布を比較した。

Ａ：金属のかさの変化を温度と関係付けて考えるだけでなく、空気や水のかさの変化とも関係付

けて考えて記述している…２８人

Ｂ：金属のかさの変化を温度と関係付けて考え、記述している。…８人

Ｃ：金属のかさが変化したかどうかという結果のみの記述にとどまっている。…０人

Ｄ：温度による空気や水のかさの変化を調べる方法をもとにしても、金属のかさの変化を調べる

方法を理解することができない…０人

結果だけを記述する児

童は見られず、かさの変

化を温度と関係付けて考

えることができた。

また、空気や水のかさ

の変化と関係付けて考え

ることができた児童も全

体の７８％に達した。評定のＡが１６％から７８％に上昇したことから、今回の実践が事実をと

らえる力や関係付けて考える力を高めるために有効であったと考える。

今回の実践では、学びの３つの段階のそれぞれに事実とのかかわりを位置付けた。そのために

書くための時間がやや窮屈になった。今後は、実験の時間と書く時間とのバランスを考え、書く

ための時間の確保を検討していく必要がある。

A

B

C

D

A

B

C

D

-5ﾉｰﾄ

-6ﾉ ｰ ﾄ

電気のはたらき もののかさと温度
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