
 
 
 

 

 

◇ 学年      第４学年 
◇ 単元名   物の体積変化 
◇ 単元の目標   温度の変化と，金属，水及び空気の体積の変化とを関係付けて考え，それらの性質についての見方や

考え方をもつことができる。 
◇ 単元計画（全８時間） 

学習活動 時数 指導上の留意点 

 
 
○驚きを感じる現象を見て生じた既有経験との「ずれ」から課題を設定し，単元の学習
計画を立てる。 

・水と空気が入っているガラス管を取りつけたフラスコ（以下「フラスコ」）にお湯を
かけるとガラス管から噴水が生じる現象を見る。 
「うわーすごい。」「やってみたい。」「やらせて，やらせて。」 

・現象から試してみたいという強い意欲をもつ。グループごとに試してみる。 
・噴水の仕組みに興味をもち，噴水がなぜ生じるかについて疑問をもち，フラスコの
中には水と空気しかないことから，原因をグループで話し合う。 
「水の体積が増えたから。」「空気の体積が増えたから。」 
「水も空気も体積が増えたから。」 

・仮説を検証する学習計画を立てる。 
「水と空気について，それぞれ調べる必要があるね。」 

 
１ 

 
 
 
 
 
 
 
○冷水をかけるとガラス管の液面が下
がっていくことにも注目させる。 

○現象から空気や水の体積変化と温度
を関係付ける。 

 
 
○水の体積変化について調べる。 
・水だけが入ったフラスコを温めた時の水の体積の変化について，１時間目に立てた仮
説を基に実験結果を予想し話し合う。 

・水の温度による体積変化について調べ，水の体積と温度の関係についてまとめる。 

 
１ 

 
○１時間目の噴水実験を参考にさせる
とともに，児童の発想を生かしながら
実験方法を考えさせる。 

○自分の仮説が正しければ，実験結果が
どうなるか予想を立て，班で確認した
後，実験を行う。 

○今日の学習から何が解決して何が解
決していないのかを整理させ，次時の
課題を明確にさせる。 

○水と空気を比較し，空気の方が体積変
化が大きいことも捉えさせる。 

 
 
○空気の体積変化について調べる。 
・空気だけが入ったフラスコを温めた時の空気の体積の変化について，１時間目に立て
た仮説と水の実験の結果を基に実験結果を予想し話し合う。 

・空気の温度による体積変化について調べ，空気の体積と温度の関係についてまとめる。 

 
１ 

 
 
○水と空気の体積変化から学んだ事を基により高く噴き出す噴水をつくる。 
・空気の量を増やす。（水より空気の体積変化の方が大きい） 
○学習を振り返る。 
・空気や水以外の物の体積と温度の関係に興味をもつ。 
 
 

 
１ 

 
○これまでの学習を基に，より高く噴き
出す噴水づくりにチャレンジさせる。 

○２時間目，３時間目にまとめたことを
基に試行錯誤させる。 

 
 
○金属のふたを温めると簡単に開く現象から課題を設定する。 
 
 
○金属の体積変化について調べる。 
・金属のふたを温めると簡単に開く現象と，水と空気の体積変化や生活経験から金属の
体積変化について予想し話し合う。 

・金属の温度による体積変化について調べ，金属の体積と温度の関係についてまとめる。 

 
１ 
 
 
１ 

 
○開かないふたに，あること（児童には
見せない）をすると簡単に開く現象を
見せ，何をしたのか考えさせる。 

○児童に試行錯誤させ，ふたが開いた原
因がふたを温めたことであることを
見いださせ，金属の体積変化と温度を
関係付ける。 

 
 
○温度の変化による水や空気及び金属の体積の変化を利用して，ものづくり（簡易温度
計等）を行う。 

＜例＞簡易温度計づくりにおいて考えられる工夫点 
・フラスコ内に空気も入れる。（空気があると体積変化が大きくなる。） 
・ガラス管内にはゼリーを入れ，フラスコの中を空気だけにする。（空気だけの方が水だ
けに比べ，体積変化が大きい。） 

・フラスコを大きくする。（水や空気の量が増えると体積変化が大きくなる。） 
・ガラス管を細くする。（少しの体積変化でも水面の上下は大きくなる。） 
・水を色水にして見やすくする。（色がついていると見やすくなる。） 
○工夫点とその根拠について記述させ，それを基に作品紹介をする。 

 
２ 

 
○この単元で学んだことを中心にもの
づくりのテーマを決めさせる。 

○「小さな発明家」として任命し，もの
づくりに対する意欲の喚起を図る。 

○工夫する視点をもてない児童には，考
えられる工夫点を想定しておき，それ
を基に助言する。 

 

理科の事例 
【考え・基礎知識】 
水や空気及び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
なることを実験結果から説明できる。 

【つながり】 
温度の変化と，金属，水及び空気

の体積の変化とを関係付けて考え，
それらの性質についての見方や考え
方をもつことができる。 

【応用・ひろがり】 
変化とその要因を関係づけるよう

なものの見方ができるようになり，
温度を変化させることによって体積
が変化することを利用してものづく
りをすることができる。 
 

小学校 

課題の設定（１） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（１） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（１） 

表現，振り返り（１） 

課題の設定（１） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（１） 

創造・表現（２） 

★「やりたい」という意欲を十分引き出
した上で，実際に経験させる。十分経

験させる中で，噴水が起こる原因につ
いての疑問を引き出す。原因を考えさ
せる際には噴水には何が関係してい

るのかを整理させる。 

★この単元で学んだことだけでなく，様々な既習知識

や体験も活用してものづくりさせることを通して，
豊かな発想を生かした創造へつなげる。 

★「空気や水以外の物で，変化するものはないか。」と問いか
け，これから調べたいものについて話し合わせる。その中
で出てきた疑問等を全体で共有し，新たな課題へつなげる。 



 
 
  
  
 
 
 
 
◇ 学年     第１学年 
◇ 小単元名   花のつくりと働き 
◇ 小単元の目標 いろいろな植物の花のつくりの観察を行い，その観察記録に基づいて，花のつくりの基本的な

特徴を見いだすとともに，それらを花の働きと関係付けてとらえる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 本時の目標  いろいろな被子植物の花のつくりを観察し，その結果をもとに被子植物の花のつくりの共通点 
と差異点を見いだす。 

◇ 学習の流れ（１時間目/全５時間） 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

（◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て） 
評価規準〔観点〕 
（評価方法） 

１ 課題意識をもつ。 
・春になり，花が多く咲き始めているこ
とに気付く。 

・知っている花を思い出しながら各自で
絵を描き，描いた花の各部分の数やつ
くりなどを班内で比較する。 

・花の各部分の数やつくりなど，記憶が
あいまいであることに気付き，確認の
必要性を感じる。 

 

２ 本時で明らかにしたいことを確認し，
本時のめあてを設定する。 
・花弁やめしべ，おしべ，がくの数はど
の花も同じなのか。 

・花の種類によって花弁やめしべ，おし
べ，がくの付き方に違いがあるのか。 

 

３ 花のつくりを観察する。 
①「１ 課題意識をもつ。」で話題になった
花のつくりの観察を行う。 

②花の各部分をピンセットではずし，花の中
心の部分から，ノートにテープで貼り，花
のつくりが分かるように整理する。 

４ 本時のまとめをする。 
 
 
 
５ 本時を振り返り，次時につなげる。 
・花をつくっている各部分の役割に目
を向ける。 

 
◇現在咲いている身近な被子植物の花を数種類，スク
リーンに映し，確認させる。 

◆小学校で学んだ花のつくりの学習を想起させる。 
◇花弁やおしべ，がくの数や各部分がどのような配置
になっているかを友達と協議させ，友達の意見との
「ずれ」を感じさせる。 

◇知っていると思っていた花も細かいつくりについてはよ
く分かっていないと認識させ，観察の必要性をもたせる。 

 
 
◇友達の意見と自分の意見で食い違っていた点やあい
まいな点を発表させた後，「全ての花のつくりは同じ
か」という発問を行い，本時のめあてにつなげる。 

◇それぞれの意見を出させた後，観察の視点をも
たせる。 

 
 
◇自分の調べたい花を決め，その花のつくりの観察を
させる。その後，その結果について交流させる。 

◇数と順序を意識させ共通点，差異点を見いださせる。 
◆「１ 課題意識をもつ。」での自分の意見（予想）
を意識させながら観察させる。 

 
 
 
 
 
◇「なぜ，どの花にもめしべ，おしべ，花弁，が
くがあるのだろうか？」と問いかける。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

・花のつくりの共通点
と差異点について観
察結果をもとにまと
めている。     

〔科学的な思考･表現〕

（ノート） 

 

時 主な学習活動 

１ 
複数の被子植物の花の観察をもとに，被子植物の花のつくりの基本的な特徴を見いだす。 → 本時 
・いろいろな植物の花のつくりを想起し，友達の考えとの「ずれ」を感じ取る。 
・観察の視点を明らかにして花の観察を行い，その結果をまとめる。 

２・３ 

花弁，がく，めしべ，おしべの役割を観察を通して見いだす。 

・花弁を取った花には虫は飛んでくるだろうか。→花弁は虫を呼び寄せるためにある。 

・受粉すると種子ができるが，それに関係するめしべとおしべはどうなっているのだろうか。→子
房の中に胚珠，やくのなかに花粉がある。 

・チューリップにはがくがないのだろうか。（花にはがくがあるという既習内容との「ずれ」）→チ

ューリップにはがくがある。がくは花を守るためにある（がくは花の一番外側にあり，つぼみの
ときは花を守っている）。 

４ 

裸子植物の花のつくりについて観察を行い，裸子植物の花のつくりの特徴を説明する。 

・スギやマツが花粉を飛ばしている様子からどの部分がスギやマツの花なのか興味をもつ（花には
花弁があるという既習知識との「ずれ」）。 

・マツの花のつくりをアブラナの花のつくりと比較し，裸子植物の花のつくりを説明する。 

・マツの花とアブラナの花の違いについてなぜ違うのかを受粉の仕方をもとに説明する。 

５ 
いろいろな植物の花のつくりを観察し，なかま分けを行う。 

・これまで学習してきたことを活用し，いろいろな植物を被子植物と裸子植物に分類する。 

理科の事例 中学校 

生徒のまとめ例  どの花もめしべが１本であるということと花の中心からめしべ，おしべ，花弁，がくの
順に並んでいることは共通している。花弁，おしべ，がくの数は花によって違いがある。 

課題 花はどのようなつくりになっているのだろうか？ 

【考え・基礎知識】 
花のつくりの基本的な特徴を

説明できる。 

【つながり】 
いろいろな植物のつくりを比

較し，共通点，差異点を見いだ
すことを通して，植物の体のつ
くりを理解するとともに植物を
分類することができる。 

【応用・ひろがり】 
共通点や差異点などの視点

をもち，帰納的にものごとを整
理する力を身に付け，花束や花
壇の花はどの花の種類に近い
のか等を考えることができる。 

めあて 花の各部分の数やつき方を調べ，花のつくりの共通点と差異点を整理しよう。 

これまで学習してきたこと
をもとに身近な植物を被子
植物と裸子植物に分類する
活動を促す。 

花の各部分の数やつくりに
ついての自分の考えが，友
達の考えと違うことに気付
かせることで課題意識をも
たせる。 

花の各部分の役割について
仮説を立て，検証する方法
を考えることを通して，目
的意識をもたせ，予想と結
びついた考察ができるよう
にする。 

どの花にもめしべ，
おしべ，花弁，がく
があることから，そ
れらは花にとって
必要なつくりであ
るという意識をも
たせ，どのような役
割をしているのか
という次の学習課
題へつなげる。 



 
 
 

 

 

 

◇ 学年        第１学年 
◇ 単元名  金属と人間生活 
◇ 単元の目標 身近な材料である金属に興味・関心をもち，種類や性質及び用途と資源の再利用について理解し，

科学的な見方や考え方を身に付ける。 

時 主な学習活動 

１ ・金属に関する種々のデータを読み取ることで金属の種類や性質等を理解し，その知識を総合的に
活用する。 → 本時 

２ ・合金やさびの防止法など，金属のよさを最大限に引き出す方法を考える。 

３ ・金属の製錬方法，再利用方法も考慮したうえで，金属製品の生産工場を建設する場所を決定する。 

４ ・金属の酸・塩基に対する反応について，計画に基づいた実験を行い，得られた結果を表現する。 

◇ 本時の目標 金属に関する種々のデータを読み取ることで，金属の性質を理解し，その知識を総合的に活用し

て考察し，導き出した考えを説明することができる。 

◇ 学習の流れ（１時間目/全４時間） 

 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て 

評価規準〔観点〕 

（評価方法） 

１ 課題意識をもつ。 
・本日のテーマ「製品開発社員として，フライパン及び自動
車に使用する金属を決定し，根拠をもって社長に提案す
る。」を確認する。 

・開発する製品のセールスポイントを個人で決定する。 
 

２ 本時のめあてを確認する。 
 
 
３ 理解を深化する。 

・情報カードに書かれたデータを確認し，「説明できること」
及び「不思議に思うこと，分からないこと」について各自
ワークシートに記入した後，班で共有する。 

・班で共有した情報のうち，自らの提案文作成の際に参考と
なる説明，表現をワークシートに記入する。 

・フライパン及び自動車のセールスポイントを決定し，セー
ルスポイントを生かすためにどのような金属を使用する
かについて，根拠と共にワークシートに記入した後，班で
共有する。 

・代表生徒が全体で発表する。 
 

４ 本時のまとめをする。 
・班及び全体の発表を受け，自分の意見を再確認し，ワーク
シートに提案文を記入する。  

 
 
 
 
 
 
 
 
５ 本時を振り返り，次時につなげる。 

・自分の到達度をリフレクションカードで振り返る。 
・金属のデメリットを克服するための策を考える。 
・実際に使われている金属について調べ，提案文を改善する
課題を提示する。 

 
◇ICEモデルを用いた評価基準を示すことで，本時の
見通しを立てさせる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆分からないことも大切な情報であることを伝える。 
◇班で一つの意見にする必要はないことと，班のメン
バーの意見はアドバイスとして参考にすることを
説明する。 

◇「単一の金属には決められない」という意見も大切
にし，次時の内容（合金）につなげる。 

 
 
◆班での活動で学んだことを踏まえて自分の力で再
度考えさせる。必要に応じて個別の支援を行う。 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
◇リフレクションカードに態度目標を設定しておく
ことで，生徒の能動的な学びを喚起する。 

◇本時のめあての達成状況を確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・金属の性質を理解
し，それを活用した
提案がなされてい
る。 
〔思考・判断・表現〕
（ワークシート，行
動観察） 

理科（科学と人間生活）の事例 

【考え・基礎知識】 
これまでに学んだ金属の種類や性質等

について理解し，電気伝導性，金属光沢，
展性，延性などの共通の性質があることに
ついて説明することができる。 

 

【つながり】 
金属を使用する理由を，

その金属の特質に基づいて
説明することができる。 

【応用・ひろがり】 
・ 金属に関する知識を総合的に活用し，身
近な製品の材料として提案をすることが

できる。 

・ 他者の意見を，批判的に考察し，自らの
考えを表現することができる。 

高等学校 

めあて 金属に関する知識を総合的に活用し，開発する商品について提案をすることができる。 

生徒のまとめ例 
「社長！私は価格と熱伝導性を重視したフライパンを作ります。そのため，材料には銅を採用します。その理由は，熱伝導性が
銀に次いで高く，単位質量当たりの価格は銀よりもかなり低いからです。銅を採用することにより，性質の良いフライパンを低
価格で生産・販売できます！」 
「社長！私は価格と硬さを重視した自動車を作ります。そのため，材料には鉄を採用します。その理由は，鉄はアルミニウム等
に比べてかなりの強度があり，単位質量当たりの価格は最も低いからです。鉄を採用することにより，安心できる自動車を低価
格で生産・販売できます！」 
 

･２種類の金属の利点を併せ

もった材料を使うとよりよ

い製品ができるという考え

を引き出し，合金の学習に 

対する意欲につなげる。 

･さびやすい金属には，めっ 

き等をする必要があること

に気付かせる。 

 

情報カードに書かれたデータ（例） 
各金属（アルミニウム，鉄，銅，銀，金等）の密度，
硬さ，さびやすさ，熱伝導性，電気伝導性，生産量，

１㎏当たりの価格 
 

 

 

 

生徒の知的好奇心

を高め，本時内容を

自分事化させること

ができるようなテー

マを設定する。 

 

「応用・ひろがり」を意識した課題 

・実際に使われている金属について，書籍やインターネット等で調べ，提案文を改善してみよう。 

「つながり」を意識し
た展開の工夫 

 

ここでは，実際に使
われている金属との
かい離があってよ

い。批判的考察につ
なげる。 


