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事例 小学校 理科 第４学年 「水のすがたとゆくえ」

テーマ 「科学的な見方や考え方がより定着し、

実生活・実社会に関連付ける理科授業の創造」

授業改善 ①終末事象を位置付けた単元指導計画の工夫改善

の視点 ②予想や考察場面での話し合いを位置付けた指導過程の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

①平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の第６学年の状況分析

②平成１９年度本校第４学年の学習状況分析

ア ６月の単元「電気のはたらき」における学習状況分析

イ 「当該単元の学習内容に対する先行経験と見方や考え方」についての事前調査

(2)学習状況の結果と分析

①平成１８年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の第６学年の状況分析

【結果】

領 問題 評価の 正答率（％） 領 問題 評価の 正答率（％）

域 番号 観点 県 自校 域 番号 観点 県 自校

１ 知・理 92.9 76.5 １４ 知・理 79.8 58.8

生 ２ 知・理 93.5 88.2 １５ 知・理 81.7 76.5

物 ３ 技・表 89.3 88.2 １６ 思 考 84.3 94.1

と ４ 知・理 93.1 100.0 １７ 技・表 29.6 17.6

そ ５ 技・表 70.7 47.1 １８ 知・理 76.5 70.6

の ６ 知・理 57.8 64.7 １９ 思 考 80.1 64.7

環 ７ 思 考 78.6 64.7 ２０ 思 考 79.4 64.7

境 ８ 知・理 60.8 47.1 ２１ 技・表 89.1 94.1

９ 思 考 91.0 82.4 ２２ 思 考 85.6 88.2

１０ 技・表 84.2 88.2 ２３ 思 考 65.8 70.6

１１ 技・表 89.3 94.1 ２４ 知・理 84.3 82.4

１２ 思 考 75.2 82.4 ２５ 思 考 86.5 82.4

１３ 技・表 68.5 64.7

※網掛けは、自校の正答率が県の正答率を下回ったもの

【分析】

・「物質とエネルギー」領域における設問が、他領域に比べて県平均を大きく下回る

結果となっている。ここは、燃焼における酸素のはたらきについての設問であり、

「目で直接見えないもの」に対する理解に弱さが見られる。
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・全体としては、「知識・理解」についての正答率が、県平均に比べて低くなってい

る。第６学年は、理科授業において、予想や考察段階での話し合いでは「分からな

い」という反応が多く、自分の考えをもって観察・実験に臨んだり、事実から自分

の考えを再構築することができていないことが多かった。これは、単元ごとにおけ

る科学的な見方や考え方の定着が図れておらず、学習した内容を実生活・実社会と

関連付ける指導が十分でなかったためと考えられる。

②平成１９年度本校第４学年の学習状況分析

【結果】

ア ６月の単元「電気のはたらき」における学習状況

〈「電気のはたらき」単元テストの結果〉

評価の観点 本校第４学年の正答率

科学的な思考 67.6％

観察・実験の技能・表現 79.0％

知識・理解 78.1％

イ 「当該単元の学習内容に対する先行経験とな見方や考え方」についての事前

調査

・「水のすがたとゆくえ」の事前調査（回答人数 20名）

１ お湯をわかしたことがありますか。 はい 15名

いいえ 5名

２ 水がふっとうしているところを見たこと はい 19名

がありますか。 いいえ 1名

３ ふっとうしている時に出るあわは何だと 空気 17名

思いますか。 水蒸気 2名

無回答 1名

４ おふろに入る時に見える白いゆげの正体 水蒸気 20名

は、何だと思いますか。

５ 机の上にこぼれていた水が、しばらくす 空気中へ蒸発した 17名

るとかわいていました。水はどこにいっ 机にしみこんだ 2名

たと思いますか。 無回答 1名

６ 冷たい水が入ったコップの外側に、たく 空気中から 11名

さんの水てきがついていました。その水 コップからしみ出た 7名

てきはどこから来たと思いますか。 分からない・無回答 2名

７ ガラスに息を「はぁぁっ」と、かけると 息の中の水蒸気 6名

白くくもりました。どうして白くなった 息があたたかいから 13名

と思いますか。 分からない・無回答 1名

【分析】

・単元テストの「科学的思考」を問う設問は、乾電池２個をモーターにつないで、車

を速く走らせる競争をしたときの電池のつなぎ方と検流計の針の振れ方を問う問題
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であった。乾電池のつなぎ方と検流計の針の振れ方を別個のものとして考えていた

り、無記入であったりした児童が多く、実際に見えない「電流」についてなかなか

考えがもてなかったようである。

・上記設問において、これまでの日常生活の中で電池を使って遊んだ経験のある児童

の多くは、直列回路と並列回路の違いについて的確に考えていくことができたが、

生活経験に乏しい児童が特に正答率が低くなる傾向が見られた。

・「水のすがたとゆくえ」単元の事前調査の結果、学習内容の事象については、ほと

んどの児童が先行経験をもち、その多くが「沸騰して出る泡は、水の中にあった空

気である」「水から出る白いゆげは、水蒸気である」といった見方や考え方を保持

していることが明らかになった。

・ほとんどの児童には、「目に見えないもの＝空気」「白いゆげ＝水蒸気」という考

え方があり、知識として「水蒸気」という言葉を知っていても「目に見えないもの」

についてはとらえにくく、空気と混同していることが分かる。

２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

日常生活の中の先行経験からつくり出された児童の見方や考え方は、日々の生活の

中で強化、確認されていることから、科学的なものに置き換えることが容易ではない。

特に、電流、空気・水蒸気のような気体等、児童にとって「目に見えないもの」は、

科学的にとらえることが難しく、生活経験から自分なりにつくりあげた見方や考え方

によって考えてしまいがちである。

そこで、実験前の予想を話し合う場面において、予想の根拠となる生活経験を明ら

かにし、話し合いの中で位置付けることで児童のもつ見方や考え方を顕在化させてい

く。

そして、実験でどんな結果が出ればそのことが実証されるのかを十分話し合うこと

が必要であると考えた。また、実験結果を考察する段階においても、話し合う時間を

十分確保することで、「再現性」や「客観性」等を踏まえて、科学的な見方や考え方

ができるようにしていきたいと考えている。

(2)改善の具体的方途と実践

①終末事象を位置付けた単元指導計画の工夫改善

・次時の課題をもつために、児童が疑問をもつことができるような終末事象を記述す

るようにした。そして、予想や考察場面で十分話し合うことができるように、課題

化までを前時に行う。これにより、本時には、前時からの問題意識をもって学習に

入ることで、導入場面は必要最小限にとどめ、話し合いの時間を確保しようと考え

た。

（資料３単元指導計画参照）
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従前の単元指導計画

改善後の単元指導計画

次 時 ねらい 学習活動 評価規準

１ １ ・水を熱したときの様子を観察 水を熱し続けるとどうなるの ・水を沸騰させた様子

して、気付いたことや疑問に だろうか。 を進んで観察し、温

思ったことを発表し合い、水 ・水を熱し続けたときの様子を観察し 度が上昇しているこ

を熱するときに出てくるゆげ て、気付いたことや疑問に思ったこ とやゆげや泡が発生

や泡、温度の上がり方に興味 とを話し合う。 している事実を見付

をもつことができる。 ・水を熱したときに出てくるゆげや泡 けようとする。

温度変化について、疑問をもつ。 （関心・意欲・態度）

２ ・ゆげの当たるスプーンに着目 ゆげの正体は何だろう。 ・加熱器具などを安全

しながら、ゆげの正体を調べ ・水を熱したときに出てくるゆげにつ に操作して水の加熱

る活動を行い、スプーンに水 いて調べる。 実験を行い、水が蒸

滴がつくことやビーカーの水 ・実験結果を記録し、結果から分かっ 発していくときの様

が減る事実から、水は熱せら たことを交流する。 子や水が沸騰すると

れるとゆげに変わり、ゆげの ・ゆげの正体についてまとめる。 きの温度を調べ、記

正体は水であると考えること 録することができる。

ができる。 （技能・表現）

次 時 ねらい 学習活動 評価規準 →手だて

１ １ ・水を熱したときの様子を観察 水を熱し続けるとどうなるの ・水を沸騰させた様子

して、ゆげの当たるスプーン だろうか。 を進んで観察し、温

に着目しながら、気付いたこ ・水を熱し続けたときの様子を観察し 度が上昇しているこ

とや疑問に思ったことを発表 て、気付いたことや疑問に思ったこ とやゆげや泡が発生

し合い、水を熱するときに出 とを話し合う。 している事実を見付

てくるゆげや泡、温度の上が ・水を熱したときに出てくるゆげや泡 けようとする。

り方に興味をもつことができ 温度変化について、疑問をもつ。 （関心・意欲・態度）

る。 →水との違いを想起さ

〈終末事象〉 せることで比較しな

・水が沸騰して、沸き立っている様子 がら観察できるよう

を見る。 にする。

２ ・水を沸騰させて出てきた泡を 水が沸騰するときに出る泡 ・ゆげや水蒸気につい

集める活動を通して、袋の様 は、空気だろうか。 て調べた結果から、

子に着目し、沸騰している水 ・水を熱したときに出てくる泡につい 加熱したときの水の

から出てくる泡を集めても袋 て調べる。 様子の変化を説明す

は膨らまないことや冷えると ・実験結果を記録し、結果から分かっ ることができる。

袋の中に水滴が見られるなど たことを交流する。 （科学的思考）

の事実から、泡の正体は空気 ・泡の正体についてまとめる。 →加熱を止めたときの

ではなく、水が姿を変えたも 袋の様子を観察し、

のであると考えることができ 〈終末事象〉 空気との違いに気付

る。 ・水が沸騰して、ゆげが勢いよく出て くことができるよう

いる様子を見る。 にする。

「ゆげやあわの正体についてまとめ ・加熱器具などを安全

よう。」 に操作して水の加熱

実験を行い、水が沸

騰するときの様子を

調べることができる。

（技能・表現）

→掲示により安全な操

作のポイントを確認

する。
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②予想や考察場面での話し合いを位置付けた指導過程の工夫改善

・予想場面では、学習前から児童が知っていた「水蒸気」という言葉にも着目し、本

で読んだり聞いたりして得た知識として「水蒸気」だと考えた児童の考えも位置付

け、「空気」という見方を対比して考えていくよう指導していった。

すると児童は、「もし空気であるならば、袋は膨らむはずだ。」「水蒸気なら、膨

らまないだろう。」という見通しをもって実験に取り組み、実験の結果から「少し

膨らんだ袋が、水を熱するのを止めるとしぼんで水がたまったので空気ではない。」

と考察していけるのではないかと考えた。

〈実験前の予想場面〉

Ｔ ：沸騰して出てくる泡が空気だと考えたのはどうしてかな。

Ａ子：まわりにある空気と同じように見えたから。

Ｂ男：空気だと思うわけは、魚の水槽のポンプから泡が出ている様子とそっくりだ

ったから。

Ｃ男：魚が水中でも生きていられるのは、水に含まれている酸素を取り入れている

からだと聞いたことがある。それが出てきたと思う。

Ｄ男：おふろで、洗面器を逆さに沈めてあけるとボワッと空気が出てくる。それに

そっくりだから。

Ｔ ：空気だと考える人が多いね。ほかの考えの人はどうかな。

Ｅ男：みんなの考えを聞いていると、じゃあ水蒸気は何なの。

Ｆ男：ビーカーのまわりがくもっているのが水蒸気だと思う。

Ｅ男：でも、それじゃあ、どうして水がだんだん減ってきているかが分からない。

水が水蒸気になって出ていくと思う。

Ｂ男：それは、ゆげになって出て行くんだと思う。

・上記のように、多くの児童が発言し、見方や考え方の根拠としている様々な生活経

験を語ることができた。そして、それを聞いていた他の児童も、仲間の発言から、

自分の考えを見つめ直し、実験から事実をとらえていくことができた。

３ 授業改善後の成果

(1)終末事象を位置付けた単元指導計画の工夫改善

〈終末事象の提示場面〉

Ｔ ：（水が沸騰している様子を見せながら）こうやって、水が泡で沸き立って

蒸発することを、「沸騰」というんだよ。

Ｇ子：すごい泡が、ぼこぼこ出てくる。

Ｅ男：この泡は、何で出てくるの？

Ｆ男：そりゃあ、空気じゃないの。

Ｅ男：えぇっ、空気かなあ。
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Ｃ男：水の中には、空気が溶けてるから。

Ｅ男：でも、こんなに入ってるの。

Ｃ男：じゃないと、魚は息ができないじゃないか。

（Ｃ男やＥ男の間にとまらず、多くの児童が口々に自分の考えを話し始めた。しか

し、確かなことは分からないので、次時に実験を行い解決することになった。）

・上記授業記録のように、終末事象を提示したことによって、次時の課題をもつこと

ができ、児童は、問題意識をもって次時の授業に臨むことができた。

・実験前の予想場面において、話し合いの時間を十分確保したことで、児童が互いに

もっている見方や考え方を顕在化することができ、それを実証しようとする視点を

もつことができた。

・一単位時間の終末段階で、次時の課題化を行うように単元構成を工夫することで、

予想や考察場面においての話し合い時間を十分確保することができた。

(2)予想や考察場面での話し合いを位置付けた指導過程の工夫改善

・以下に、学習後の児童のノートを示す。この児童は最初、水が沸騰して出てくるあ

わを空気としてとらえていた。しかし、仲間の考えを聞いたことで、その後の実験

の視点を明確にして取り組み、新しい考え方ができるようになったことを記述して

いる。

・「水のすがたとゆくえ」単元テストの結果

「電気のはたらき」 本単元正答率 比較

評価の観点 正答率

科学的な思考 67.6％ 75.7％ ＋ 8.1

観察・実験の技能・表現 79.0％ 81.4％ ＋ 2.4

知識・理解 78.1％ 79.0％ ＋ 0.9



- 7 -

・水が沸騰するときに出る泡は、何だと思うか。

事前調査 事後調査

水蒸気 ２名 １４名

空気 １７名 ７名

分からない・無回答 ２名 ０名

・おふろに入る時に見える、白いゆげの正体は何だと思うか。

事前調査 事後調査

水蒸気 ２０名 ７名

水滴、小さな水の粒 ０名 １４名

分からない・無回答 １名 ０名

・単元テストの結果、「科学的な思考」が「電気のはたらき」単元に比べて高くなり、

水蒸気やゆげについて正しくとらえている児童が増えたことから、科学的な見方や

考え方が育った児童が多くなっていることが分かる。

・話し合いを充実させればさせるほど、自分のもつ見方や考え方に固執する児童が見

られた。そして、自分の見方や考え方を実証する視点から、実験事実をとらえよう

とする傾向が見られた。

・上記設問から、水蒸気やゆげについて依然として、見方や考え方が変わっていない

児童が存在していることが分かる。それぞれを誤って回答した７名中５名が同一の

児童であった。個別に聞き取り調査を行った結果、水蒸気を集める実験を「空気が

集まった。」と記憶し、ゆげについては「おふろに入ると空気中に浮かんでいるか

ら気体（水蒸気）だと思う。」と答えた。しかし、理科ノートを見ると、学習直後

は、実験事実を正しくとらえていた。したがって、学習した内容を実生活・実社会

に正しく関連付けていくことができなかったため、見方や考え方に戻ってしまった

ものと考えられる。今後は、生活経験に基づいた見方や考え方を顕在化する話し合

いに加えて、学習内容を実生活・実社会につないでいく際に、自分の見方や考え方

がどのように変容したかを自覚することができるような自己評価の在り方を工夫す

る必要があると考えている。


