
事 例 小学校 理科 第４学年 「もののかさと力 「もののかさと温度」」

見通しをもって観察、実験を行い、得られた事実をテーマ

科学的に考察する力を養うための授業の工夫改善
授業改善 ・既習内容や生活経験を生かした単元構成の工夫
の ・児童の自然事象に対する見方や考え方をより科学的なものにできるよう

ポイント にする学習環境の工夫

１ 学習状況の把握と分析
学習状況の把握

【把握の方法】
（１）単元「電気のはたらき」による観点別到達度学習状況の分析から
観 自然事象への関心 科学的な思考 観察・実験の 自然事象につい

点 ・意欲・態度 技能・表現 ての知識・理解

・乾電池や光電池に豆電 ・乾電池の数やつなぎ ・簡易電流計などを適切 ・乾電池の数やつなぎ

球やモーターなどをつ 方、光電池に当てる光 に操作し、乾電池と光 方を変えると、豆電

ないだときの明るさや の強さを変えて、回路 電池の性質を調べる実 球の明るさやモータ

回り方に興味・関心を を流れる電流の強さと 験やものづくりをする ーの回り方が変わる

。評 もち、進んで電気の強 その働きの違いを関係 ことができる。 ことを理解している

さや向きの変化を調べ 付けて考えることがで ・豆電球の明るさやモー ・光電池を使ってモー価

ようとする。 きる。 ターの回り方の変化な ターを回すことなど規

・電気の働きを使っても ・乾電池や光電池にモー どを調べ、記録するこ ができることを理解準

のづくりをしたり、そ ターなどをつないだと とができる。 している。

の働きを利用した物を きに起こる現象の変化

見つけたりしようとす とその要因とのかかわ

る。 りについて予想するこ

とができる。

（２）理科学習のアンケートによる意識調査から

学習状況の結果と分析

（１）単元「電気のはたらき」による観点別到達度学習状況の分析から
＜電気のはたらき」の結果＞
評価の観点 正答率

科学的な思考 ％76
％観察・実験の技能・表現 74

知識・理解 ％80
・ 科学的な思考』について『
「直列つなぎが並列つなぎよりも豆電球が明るくつくわけを、電流ということ

。」 「 、 。ばを使ってかきましょう という問題や 光電池を使って 車を走らせました
日かげに入ると、車が止まってしまったのは、なぜですか 」という記述する問。
題で、２問とも正答を記述できた児童は、全体の３割であった。授業の中で、実
験そのものを楽しむことはできるが、実験から得られた事実と考察を関係付けて
考える力が弱い。
・ 観察・実験の技能・表現』について『
「乾電池を２個にします。はやく走るつなぎかたを、下の絵に線でかきましょ
う 」という観察・実験の技能・表現に関わる問題においては、６割以上の児童。
が誤答であった。したがって、本学級の児童は 「観察・実験の技能・表現」に、
おける実験の方法に関わる力は身に付いているとはいえない。
・ 知識・理解』について『
乾電池のつなぎかた（直列つなぎ・並列つなぎ）は、ほぼ全員の児童が正答で

あった。特に 「乾電池１個の時より豆電球が明るくつくほうに○をつけましょ、
う 」という問いについては、正答率がほぼ１００％であり、知識・理解につい。
ては十分身に付いているといえる。



（ ） （ ）２ 理科アンケートによる意識調査から 対象人数・・・３７人 年 月2006 7
理科に対する興味・関心が高い児童が多い。
見通しをもって実験できる児童が少ない。
実験で得た事実と課題が結び付かない児童が多い。

①理科が好きですか。
とても好き １０人( ）27.0%
好き １９人( ）51.4%
あまり好きでない ２人( )5.4%
嫌い ６人( )16.2%

②その理由は何ですか。
好 き 嫌 いどちらでもない

実験をすること 人( ) 人( ） 人( )25 67.6% 10 27.0% 2 5.4%
実験結果の予想をすること 人( ) 人( ) 人( )8 21.6% 16 43.3% 13 35.1%

人( ） 人( ) 人( ）結果から課題につなげて考えること 6 16.2% 12 32.4% 19 51.4%
まとめること 人( ） 人( ) 人( )5 13.5% 15 40.6% 17 45.9%

③具体的にはどんなことですか。
◎実験をすること ：☆物を作るのが楽しい。 ･･･ ２人

☆いろいろなことが分かって楽しい。 ･･･１５人
☆実際やってみるとよく分かって面白い。･･･ ７人
★やり方が分からない。 ･･･ ４人
★うまくできなかった。 ･･･ ２人

◎予想をすること ：☆ほとんど当たる。当たるとうれしい。 ･･･ ６人
☆考えて書く時に、わくわくする。 ･･･ ２人
★全然、予想が立てられない。 ･･･ ８人
★予想が当たらない。 ･･･ ８人
★めんどうくさい。 ･･･ ９人

◎結果から課題に ：☆難しいけど、できるとうれしい。 ･･･ ４人
つなげて考える ☆みんなの考え方が違って楽しい。 ･･･ ２人

★意味がよく分からない。 ･･･１８人
★間違えるからいや。 ･･･ １人

◎まとめること ：☆学習したことが分かる。 ･･･ ４人
☆後から、振り返りができる。 ･･･ ２人
★めんどうくさい。 ･･･ ７人
★まとめ方が分からない ･･･ ７人

アンケートの結果から、理科の授業における児童の興味・関心は、実験にある
といえる。根拠をもった予想、自分の予想を確かめるための実験、その実験で得
られた事実を基に関係付けて考える力を養いたい。
（１ （２）より、第４学年の本学級では、見通しをもって観察・実験を行う）

ことと、得られた事実を科学的に考察することの２つの力を養っていくことが必
要であると考え、研究の柱とした。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善
（１）授業改善の方針
第４学年の本学級における学習状況の把握と分析から、根拠をもった予想、自分の予想

を確かめるための実験、その実験で得られた事実を基に考察と関係付けて考える力の弱さ
が明らかになった。
したがって 『科学的な思考 『観察・実験の技能・表現』に焦点を当て、児童の既習、 』

内容や生活経験を生かすことができる単元指導計画の工夫改善や学習環境の工夫改善によ
って「見通しをもって観察・実験できる力 「得られた事実を科学的に考察できる力」を」
付けていきたいと考えている。

（２）実践
①既習内容や生活経験を生かした単元構成の工夫
「もののかさと力 「もののかさと温度」の二つの単元をつなぎ、構成することで児童の」



意識はつながり、水・空気の性質についての見方や考え方をより深めていけると考えた。
「もののかさと力」の学習では、空気に力を加えるとかさが小さくなるが、水に力を加え
てもかさは変化しないことを学習する。そのことから、空気に熱を加えるとかさが大きく
なることは予想できるが、水に熱を加えてもかさが大きくなることは児童にとって予想し
難いと考える。また 「もののかさと温度」の学習では、金属と熱の関係も出てくる。金、
属は「とてもかたくて変化しにくいもの」ととらえている児童にとって予想外の結果が得
られることで追究活動をしていく意欲につながると考える。
そこで、今までの既習内容や生活経験を生かしながら、児童の思考がつながる単元構成

を工夫した。また 「もののかさと力」の単元の始めと終わり及び「もののかさと温度」、
の終わりにアンケートを実施し、児童の見方や考え方の変容をとらえることにした。

、 （ ） 、 。 、まず 単元構想図 資料３ を作成し 児童の思考の流れを明らかにした これを基に
「評価規準を実現するための個に応じた指導 「興味・関心を高めるために、空気と水を」
比較する事を大切にした単元の流れ」を取り入れた指導計画を考えた。

＜従前の単元指導計画＞

＜改善後の単元指導計画＞

この単元指導計画により、導入時で体感できた空気と水の違いが２つの単元を通して、
児童の予想時の根拠の基となっていき、児童の見方や考え方に大きく関わっていった。

単元構成の工夫より、３回のアンケートを実施する中で次のように児童の水・空気
に対する見方や考え方は変容した。

水・空気に対する見方や考え方は、学習を進めるとともに、より科学的なもの、そ
して、体感を伴ったものへと変容している。

単元指導計画 全１２時間 「もののかさと力」と「もののかさと温度」

次 時 目標 主な学習活動 評価規準 教材教具など

１ １ ○容器に空気を閉じ ○空気の入った入れ物等をいくつか提示する。 ○空気について興 ・空気袋等
・ 込め手ごたえを感じ 味・ 関心を高め （マヨネーズ、

２ る活動を通して、容 進んで調べようと の空容器空気と遊ぼう
器の中に空気が存在 する意欲をもつこ ・注射器な
していることが分か ○空気の入れ物等に触ったりしておもしろいことや不思議なことを調べる。 とができる （関 ど）。
り、空気の性質に興 ・ふわふわして押し返される感じがする。 心・意欲・態度）
味をもって進んで調 ・空気がいっぱい入っている袋はかたい感じがする。
べることができる。 ・一度へこんでもまた元に戻る。

○生じた疑問ややってみたいことを交流しまとめる。
『空気をおすとかさが減るのかな？・押し返す力で空気でっぽうで作れそうだ 』。

次 時 主 な 学 習 活 動 評価規準 教材教具目 標 評価規準を実現
するための、個
に応じた主な指
導・援助

１ １ ○容器に空気や ○布団乾燥機の袋に水袋をいくつも入れ ○容器に閉じ 予想されるつま ◎布団乾燥
・ 水を閉じ込め手 た用具と空気袋を入れた用具を提示する こめた空気や ずきの要因 機用の袋を。
２ ごたえを感じる ・袋の中には空気・水があることを確認 水を圧する実 空気と水を閉じ込 利用した水
活動を通して、 する。 験に興味をも めた容器を圧した 袋（ウｵータ
容器の中に空気 ち、進んで調 時の手応えに興味 ーベッド ・）
や水が存在して 空気や水を閉じ込めたものをおして、空 べようとする がもてず、活動に 空気袋（エ。

。 ）いることがわか 気や水について調べよう ○もののかさ 取り組めないこと アーベッド
り、空気や水の と力の関係に 評価
性質に興味をも ○水袋や空気袋に乗ったり、触ったりし 興味をもち、 行動観察
って進んで調べ ておもしろいことや不思議なことを調べ 進んで身の回
ることができる る。 りの現象を調 指導・援助。

・ふわふわして押し返される感じがする べようとする 空気を入れた袋を。 。
・空気がいっぱい入っている方はかたい （ア①② 準備し、手で圧す

、感じがする。 関心・意欲・ と形が変わったり
・一度へこんでもまた元に戻る。 態度） 圧し返されたりす

、・水は、空気と比べるとぐにゅぐにゅし る事を体験させて
て押し返されないし、元に戻らないし、 活動に興味がもて

。いろいろ違う。 るように援助する
○生じた疑問ややってみたいことを交流
しまとめる。



単元の始め

水も空気もわたしたちの生活には、欠かせない大切なものであり、生きるためになく
てはならないものであることは、知識としてとらえてはいるが、実感に伴った見方や考

え 方ではないことが分かる。

単元の途中

「もののかさと力」の学習を終えて、水と空気に対する見方や考え方が体感の伴ったも
のとなってきた。既習内容から、水はかたくて縮まないもの。空気はやわらかくて縮むも
のととらえている児童が半数以上いた。

単元の終末

空気１ 生きるため
に必要
山に行くと
ちがう
地球にしか
ない
見えない物

気持ちいい

空気３ 温めるとかさ
が大
きくなる（既
習学習）
やわらかくて
ふわ
ふわ（感覚の
み）
欠かせない
もの
（その他）

空気２ やわらかくて
縮む（既習
学習から）

フカフカ・フ
ワフワ
（感覚のみ）

人間にとって
一番
大切なもの

水１
飲み物

冷たい

生活になくては
ならない
透明

固まる物

水２ かたくて縮
まない（既習
学習から）

プニプニ・モ
コモコ（感覚
のみ）

生活に欠か
せない（その
他）

水３
温めるとかさ
が大きくなる
（既習学習）

つめたくてか
たい
（感覚のみ）

飲める（その
他）



②児童の自然事象に対する見方や考え方をより科学的なものにできるよう にする学習環
境の工夫

ア）既習内容を生かせるような掲示物の工夫

・毎時間の授業の板書記録を課題→予想→実験
→結果→考察→まとめまで、児童が思い出し
やすいようにまとめた。

・予想がもてない児童には、この掲示物を見る
ことにより、既習内容（空気は押し縮めるこ
とができる）を想起し、皆が同じ足場をもっ
て考えることができた。

・授業の中でも、振り返りがすぐにできた。

・児童の学習ノートを毎時間数枚コピーし、

廊下に掲示し広めていった。

・仲間のよいノートを掲示することによっ

て、予想→実験→結果→考察→まとめの

段階で、どんなことを書いたらよいのか

明らかになり、なかなか学習の足跡が残

せなかった児童が、表現する力を付け、

学習ノートを書くことができるようにな

り、アンケート３の結果のように高まっ

た。

・既習内容を大切に扱うことで、予想が大きく二つに
分かれた。一つは、前時に空気での実験から 「空気、
はあたためるとかさが大きくなる」ことが明らかに
なったので、きっと水も同じだろうという予想であ
る。

・もう一つは 「もののかさと力」の学習で 「空気は、 、
押し縮めるとかさが変化するが、水はまったくかさ
が変化しない」という事実から、水はあたためても
かさが変化しないだろう」という予想であり、ちょ
うど半分に意見が分かれた。既習内容の大切さがこ
こでも実感できる。



イ）五感で体感できる教材・教具の工夫
「もののかさと力」の導入時（第１・２時）
児童自らが進んで、見通しをもって解決できるように 「水って、

面白い！ 「空気ってこんなにふわふわなんだ！ 「何だかおもしろ」 」
そう 「水や空気について調べていきたいなあ」と 思えるよう導入」
の在り方を考えた。布団乾燥機の袋の中に、空気ばかり詰めた２０
袋のビニール袋を詰めたものと、同じく水ばかり詰めたものを準備
した。その袋の上に子ども達が手・足・体全体を使ってそれぞれの
感触を味わった。それぞれの袋を「ウ ーターベッド 「エアーベッオ 」
ド」と名付けた。
この導入によって、単元を通して水と空気の違いを調べていくという追究の視点につな

がった。

「温度変化による空気・水のかさの変化」を見る実験時（第７・８時）
寒天ゼリーに食紅を混ぜ合わせ、より視覚的にとらえやすい工

夫をした。また、試験管ではなく丸底フラスコを使用し、ガラス
管を１ｍにすることで、児童の意識がより集中し、水と空気の比
較も明確にできた。
この第７・８時は 「空気はあたためられると、かさは大きく、

なるのだろうか」と「水も空気と同じように、あたためるとかさ
」 、が大きくなるのだろうか という空気と水の比較実験であるため

児童にとっては大変思考しやすい課題であった。
「もののかさと力」の学習で 『空気と水は異なる性質がある』という事を学習してい、

ることから、予想の中で「水は空気と違うんだから、あたためられてもかさは大きくなら
ない」と予想する児童と 「お湯を沸かしている時にやかんの蓋が持ち上げられていたか、
ら、水はあたためられるとかさは大きくなる」と生活経験から予想する児童と大きく意見
が二つに分かれた。その子なりに根拠をもって予想を立てることができた。

既習内容から予想を立

てることができている。

１時間の授業の中で、新
しい発見をしたうえで、新
たな疑問をもつことができ
ている。

自分の予想が違っていた事で 「新、
しい発見ができた」と喜ぶ児童もい
た。科学的な見方や考え方が高まっ
た瞬間といえる。

空気と水の違いについても考

えながら事実をとらえている。



「もののかさと力・温度」まとめの実験時＜ものづくり＞（第１１・１２時）
。 、これまで学習してきたことを生かしたものづくりを単元の最後に位置付けた ただ単に

おもちゃを作って遊ぶ実験ではなく、これまで学習してきたことがどれだけ一人一人の児
童の心に残り、身に付いているのかがよく分かる場と考えている。また、児童の科学的な
見方や考え方が試される時でもある。児童は、これまでの既習内容を駆使しながら、思い
思いのものを作り上げていった。

おどる人形をつくった児童
（温めると空気のかさが大きくなる性質を利用）

この他、色水を使用した温度計づくり、びっくりおばけ等、児童はこれまで学習してき
た事を生かし、大変意欲的に取り組むことができ、同時に水や空気の性質についての学習
内容の定着を図ることもできた。

ウ）見通しをもって科学的な追究ができる学習ノートの工夫
課題からまとめまで、一連の流れの中で、単元の最初の頃は、とにかく理科の授業の学

び方についての習得のみという感じで終わっていた学習ノートであったが、単元の後半に
さしかかる頃には、ほとんどの児童が自分なりの予想を立て、その予想を確かめるための
実験を行うことができた。そして、以前は結果をノートにまとめることが苦手な子が多く
いたが、黙々とまとめることができる姿へと変容した。

設計図づくりを行った。①

これまでの学習を生かして、

空気や水のどんな性質を利用す

るかはっきりと書く。

なかなかうまく踊らず、何故踊ら②
ないのか原因を考えて取り組んだ。
原因１ お湯の量が少ない。

→職員室からお湯の調達。
原因２ お湯の温度が低い。

→最初は６０度ほどのお湯
で実験していたが、８０度
ほどのお湯で再実験。

原因３ 人形のセッテ ングがずれイ

ている。
→空気がもれないよう
ピタッとセットした。



【ノートの紹介】

全く書け

なかった

児童が、

見通しを

もって追

究したノ

ート作り

ができる

ようにな

った。

①既習内容や生活経験から予想を立て
ることができるようになった。

②得られた事実から、自分なりの言葉で
。考察を書くことができるようになった

こういう事実があった。
だから、○○ということがいえる。

③本時のポイントは 『考察が書ける、

こと』であるため、考察の部分の

み２点としたことが意欲付けにな

った。



３ 授業改善後の成果

（１）学習にかかわる意識調査から
①理科が好きですか。

授業改善前 授業改善後
とても好き １０人( ） １９人( )27.0% 51.4%
好き １９人( ） １６人( )51.4% 43.2%
あまり好きでない ２人( ) ２人( )5.4% 5.4%
嫌い ６人( ) ０人( )16.2% 0%

②その理由は何ですか。
好 き 嫌 いどちらでもない

89.2% 10.8% 0%実験をすること → → →67.6% 27.0% 5.4%
43.3% 43.3% 13.4%実験結果の予想をすること 21.6% 43.3% 35.1%→ → →
27.0% 32.4% 40.6%結果から課題につなげて考えること 16.2% 32.4% 51.4%→ → →
35.1% 40.6% 24.3%まとめること → → →13.5% 40.6% 45.9%

＜改善前＞＜改善後＞＜改善前＞＜改善後＞＜改善前＞＜改善後＞

（２ 「もののかさと力 「もののかさと温度」単元テストの結果から） 」
＜単元末テストの結果より＞

電気のはたらき もののかさと力 もののかさと温度

評価の観点 正答率 正答率 正答率
76 88% 86%科学的な思考力 ％
74 94%観察・実験の技能・表現 ％ ／
80 95% 95.4%知識・理解 ％

既習内容や生活経験を生かした単元構成の工夫
○単元における児童の意識の流れを明らかにし、単元ごとの付けたい力、評価規準を明
確にして、評価規準を実現するための個に応じた指導とその手だてを明らかにしたこ
とで、ねらいに迫る指導・援助を行うことができた。その結果、基礎的・基本的な内
容の定着につながった。＜（２）単元テストの結果＞

○単元構成を工夫したことで、児童の意識は常に「空気と水」という比較をする事に視
点を置きながら、見通しをもって観察・実験を行うことができるようになってきた。
＜学習ノート ＞

○これまで既習内容や生活経験等、事実をもとに根拠のある予想を立てることにこだわ
り続けたことで、観察・実験の目的が明らかとなり、見通しをもって活動することが
できた。そして、その後の追究活動を意欲的に行うことができるようになった。
＜（１）学習に関わる意識調査②＞

●自分なりの予想を立てることはできるようになってきたが、生活経験には個人差もあ
るため、体験をもとにした予想が書けない児童が多い。

科学的な見方や考え方へと変容する学習環境の工夫
○毎時間の学習ノートに、その都度自己評価をする欄を入れた事で、事実をしっかりと

、 。見つめ その事実から何がいえるのかまで考えて書くことができるようになってきた
＜学習に関わる意識調査②＞

○授業改善前のテストでは、理由を問う科学的な思考力の問題の正答率が３割程度であ
、 、「 、ったが 単元末テストでの科学的な思考力をみる問題のうち 金属の玉を熱すると

輪を通りぬけなくなったのは、なぜですか 」という問題の正答率は１００％となっ。
た。このように、体感を伴った実験を単元に仕組んだことにより、学習内容の定着に
つなぐことができた。
＜（２）単元末テストの結果＞

●今後も、学習環境の工夫を大切にし、主体的な学びを積み上げていくことで、科学的
に考察する力を育成していきたい。


