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令和２年度版『みらいをひらく 小学理科 ３』年間指導計画案（暫定版） 

教育出版 2019 年 7 月 

単  元 

○ しぜんを見よう（教科書表 2～p.5） 指導時期：４月 

（配当時数：１時間） 

１ 生き物を調べよう（教科書 p.12～21） 指導時期：４月 

（配当時数：４時間） 

総括目標 

 身近な生き物について，それらの様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，生き物の姿の違いについての理解や観察に関する技能を身につけ，身近な生き物について追

究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ア)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 生き物の姿の違いを理解するとともに，器具などを正しく扱

って観察を行い，その結果をわかりやすく記録する。 

 身近な生き物について，差異点や共通点をもとに問題を見い

だし，表現するなどして問題解決する。 

身近な生き物について，すすんで関わり，他者と関わりなが

ら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に

生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ しぜんを見よう（教科書表 2～p.5） 

（配当時数：１時間） 

 身近な自然に興味・関心をもち，これから始まる理科の学習

への期待感をもつ。 

・春になって見かけるようになった花や虫，諸感覚を使った自

然への働きかけなどについて話し合う。（虫めがねの使い方） 

１．生き物を調べよう（教科書 p.12～21） 

（配当時数：４時間） 

 春の校庭や野原に出て，タンポポなどの身のまわりでよく見

られる植物を詳しく見る活動をもとに問題を見いだし，いろい

ろな生き物の観察を通して，生き物は，形，色，大きさなどの

姿が違うことを捉える。 

・タンポポなどの植物のすがたを詳しく見る。（見つけよう，

写真のとり方） 

・身のまわりの生き物の姿を調べる。（かんさつ１） 

・アリとダンゴムシの姿の違いを見つける。（学びを広げよう） 
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単  元 

２ 植物を育てよう（教科書 p.22～37） 指導時期：４～５月 

（配当時数：７時間） 

総括目標 

 身近な植物を育てて，成長の過程や体のつくりに着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，植物の育ち方や体のつくりについての理解や観察に関する技能を身につけ，身近な

植物の様子について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ウ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 植物の育ち方や体のつくりを理解するとともに，器具などを

正しく扱って観察を行い，その結果をわかりやすく記録する。 

 身近な植物の様子について，差異点や共通点をもとに問題を

見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 身近な植物の様子について，すすんで関わり，他者と関わり

ながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生

活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．植物の育ち（教科書 p.22～31） 

（配当時数：４時間） 

 自分が育てるホウセンカのたねを詳しく見る活動をもとに

問題を見いだし，植物を栽培しながら継続的に観察することを

通して，植物の成長の変化を捉える。 

・自分が育てるホウセンカのたねを詳しく見る。（見つけよう，

かんさつカードのかき方） 

・土づくりをして，ビニルポットや花壇にたねをまく。（たね

のまき方） 

・子葉を出したホウセンカの様子を調べる。（かんさつ１） 

・葉を出したホウセンカの様子を調べる。（かんさつ２） 

２．植物の体のつくり（教科書 p.32～37） 

（配当時数：３時間） 

 育ってきたホウセンカを見て疑問に思ったことを話し合う

活動をもとに問題を見いだし，植物の体のつくりの観察を通し

て，植物の体は，葉，茎，根からできていることを捉える。 

・育ってきたホウセンカを見て疑問に思ったことを話し合う。

（見つけよう） 

・ホウセンカの体のつくりを調べる。（かんさつ３） 

・葉が６～７枚になったホウセンカを花壇やプランターに植え

替える。（植えかえの仕方） 

・いろいろな植物の体のつくりを調べる。（チャレンジ，学び

を広げよう） 
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単  元 

３ チョウを育てよう（教科書 p.38～53） 指導時期：５～６月 

（配当時数：８時間） 

総括目標 

 身近な昆虫を探したり育てたりして，成長の過程に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，昆虫の育ち方についての理解や観察に関する技能を身につけ，身近な昆虫の様子

について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 昆虫の育ち方を理解するとともに，器具などを正しく扱って

観察を行い，その結果をわかりやすく記録する。 

 身近な昆虫の様子について，差異点や共通点をもとに問題を

見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 身近な昆虫の様子について，すすんで関わり，他者と関わり

ながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生

活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．チョウの育ち方（教科書 p.38～47） 

（配当時数：６時間） 

 モンシロチョウが卵からどのように育つのかを話し合う活

動をもとに問題を見いだし，モンシロチョウの卵や幼虫を飼育

しながら継続的に観察することを通して，モンシロチョウの育

ち方には一定の順序があることを捉える。 

・モンシロチョウの卵や幼虫を見て，卵からどのように育つの

かを話し合う。（見つけよう） 

・モンシロチョウの幼虫を調べる。（かんさつ１，モンシロチ

ョウの育て方） 

・モンシロチョウの蛹を調べる。（かんさつ２） 

・モンシロチョウの成虫を調べる。（かんさつ３） 

２．こん虫の育ち方（教科書 p.48～53） 

（配当時数：２時間） 

 トンボの育ちをチョウの育ちと比較する活動をもとに問題

を見いだし，いろいろな昆虫の育ち方を調べることを通して，

蛹にはならずに幼虫から成虫になる昆虫がいることを捉える。 

・トンボの幼虫を育てる。（見つけよう） 

・いろいろな昆虫の育ち方を図鑑などを活用して調べる。（し

りょう調べ１） 
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単  元 

４ 風やゴムの力（教科書 p.54～65） 指導時期：６～７月 

（配当時数：８時間） 

総括目標 

 風やゴムの力のはたらきについて，力と物が動く様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，風やゴムの力と物が動く様子との関係についての理解や実験に関する技能を

身につけ，風やゴムの力で物が動く様子について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(2)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 風やゴムの力と物が動く様子との関係を理解するとともに，

器具などを正しく扱って実験を行い，その結果をわかりやすく

記録する。 

 風やゴムの力のはたらきについて，差異点や共通点をもとに

問題を見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 風やゴムの力のはたらきについて，すすんで関わり，他者と

関わりながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学

習や生活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．風の力（教科書 p.54～58） 

（配当時数：４時間） 

 帆かけ車を走らせる活動をもとに問題を見いだし，弱い風と

強い風を当てて帆かけ車が動く距離を調べる実験を通して，風

の強さを変えると物が動く様子が変わることを捉える。 

・帆かけ車を作って，風の力で走らせる。（見つけよう） 

・弱い風と強い風を当てて，帆かけ車が動く距離を調べる。（じ

っけん１） 

２．ゴムの力（教科書 p.59～65） 

（配当時数：４時間） 

 ゴム車を走らせる活動をもとに問題を見いだし，ゴムを伸ば

す長さを変えてゴム車が動く距離を調べる実験を通して，ゴム

を伸ばす長さを変えると物が動く様子が変わることを捉える。 

  

・ゴム車を作って，ゴムの力で走らせる。（見つけよう） 

・ゴムを伸ばす長さを変えて，ゴム車が動く距離を調べる。（じ

っけん２） 

・ねらったところにゴム車を止める。（チャレンジ） 
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単  元 

○ 葉を出したあと（教科書 p.66～73） 指導時期：７月 

（配当時数：２時間） 

総括目標 

 身近な植物を育てて，成長の過程に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，植物の育ち方についての理解や観察に関する技能を身につけ，身近な植物の様子について追究す

る中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ウ)，イ  

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 植物の育ち方を理解するとともに，器具などを正しく扱って

観察を行い，その結果をわかりやすく記録する。 

 身近な植物の様子について，差異点や共通点をもとに問題を

見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 身近な植物の様子について，すすんで関わり，他者と関わり

ながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生

活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．大きく育つころ（教科書 p.66～69） 

（配当時数：１時間） 

 植物の育ちに関する話し合いをもとに問題を見いだし，植物

を栽培しながら継続的に観察することを通して，植物の成長の

変化を捉える。 

・育てているホウセンカの様子について話し合う。（見つけよ

う） 

・大きく育ってきたホウセンカを調べる。（かんさつ１） 

２．花をさかせるころ（教科書 p.70～73） 

（配当時数：１時間） 

 植物の育ちに関する話し合いをもとに問題を見いだし，植物

を栽培しながら継続的に観察することを通して，植物の成長の

変化を捉える。 

・育てているホウセンカの様子について話し合う。（見つけよ

う） 

・花を咲かせたホウセンカを調べる。（かんさつ２） 
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単  元 

５ こん虫の世界（教科書 p.78～91） 指導時期：９月 

（配当時数：５時間） 

総括目標 

 身近な昆虫を探したり育てたりして，昆虫の体やいる場所に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，昆虫の体のつくりや周辺の環境との関わりについての理解や観察に関す

る技能を身につけ，身近な昆虫の様子について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 昆虫の体のつくりや周辺の環境との関わりを理解するとと

もに，器具などを正しく扱って観察を行い，その結果をわかり

やすく記録する。 

 身近な昆虫の様子について，差異点や共通点をもとに問題を

見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 身近な昆虫の様子について，すすんで関わり，他者と関わり

ながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生

活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．こん虫の体のつくり（教科書 p.78～83） 

（配当時数：３時間） 

 バッタやトンボを探す活動をもとに問題を見いだし，バッタ

やトンボなどの成虫の体のつくりを観察をすること通して，昆

虫の成虫の体は，頭，胸，腹の３つの部分からできていること

を捉える。 

・バッタやトンボの成虫を探して体を見る。（見つけよう） 

・バッタやトンボなどの昆虫の体のつくりを調べる。（かんさ

つ１） 

２．こん虫のいる場所や食べ物（教科書 p.84～91） 

（配当時数：２時間） 

 モンシロチョウのいた場所や食べ物に関する話し合いをも

とに問題を見いだし，昆虫などがいる場所や食べ物を調べる活

動を通して，昆虫と周囲の環境との関わりを捉える。 

・これまでの学習を振り返りながら，モンシロチョウのいた場

所や食べ物について話し合う。（見つけよう） 

・昆虫などがいる場所や食べ物を図鑑などを活用して調べる。

（しりょう調べ１） 
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単  元 

○ 花をさかせたあと（教科書 p.92～99） 指導時期：９月 

（配当時数：２時間） 

総括目標 

 身近な植物を育てて，成長の過程に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，植物の育ち方についての理解や観察に関する技能を身につけ，身近な植物の様子について追究す

る中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ウ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 植物の育ち方を理解するとともに，器具などを正しく扱って

観察を行い，その結果をわかりやすく記録する。 

 身近な植物の様子について，差異点や共通点をもとに問題を

見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 身近な植物の様子について，すすんで関わり，他者と関わり

ながら問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生

活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ 花をさかせたあと（教科書 p.92～95） 

（配当時数：１時間） 

 植物の育ちに関する話し合いをもとに問題を見いだし，植物

を栽培しながら継続的に観察することを通して，植物の成長の

変化を捉える。 

・育てているホウセンカの様子について話し合う。（見つけよ

う） 

・実をつけたホウセンカを調べる。（かんさつ１） 

○ 植物の育ち（教科書 p.95～99） 

（配当時数：１時間） 

 これまでの観察記録を整理して植物の育ちには一定の順序

があることを捉える。 

・これまでの観察記録を振り返り，植物の育ち方をまとめる。 

・マリーゴールドやナスが子葉を出したあとどのように育つの

かを考える。（学びを広げよう） 
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単  元 

６ 太陽と地面（教科書 p.100～119） 指導時期：10 月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 太陽と地面の様子との関係について，日なたと日かげの様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，影と太陽の位置関係や地面のあたためられ方についての理解や観察に

関する技能を身につけ，日なたと日かげの様子について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ｂ(2)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 影と太陽の位置関係や地面のあたためられ方を理解すると

ともに，器具などを正しく扱って観察を行い，その結果をわか

りやすく記録する。 

 太陽と地面の様子との関係について，差異点や共通点をもと

に問題を見いだし，表現するなどして問題解決する。 

 太陽と地面の様子との関係について，すすんで関わり，他者

と関わりながら問題解決しようとするとともに，学んだことを

学習や生活に生かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．かげと太陽（教科書 p.100～113） 

（配当時数：４時間） 

 下敷きで地面に影をつくる活動をもとに問題を見いだし，地

面にできた校舎や鉄棒の影の向きと太陽の向きを調べる観察

を通して，物で太陽の光が遮られると影は太陽の反対側にでき

ることを捉える。 

 また，午前，正午，午後に影の向きと太陽の向きを調べる観

察を通して，影の向きが変わるのは太陽の向きが変わるからだ

ということを捉える。 

・下敷きを使って地面に影をつくる。（見つけよう） 

・影の中からは太陽が見えないことを調べる。（チャレンジ，

しゃ光板の使い方） 

・地面にできた校舎や鉄棒の影の向きと太陽の向きを調べる。

（かんさつ１） 

・校庭にできた木の影の写真を見て太陽がどの向きに見えるの

かを考える。（学びを広げよう） 

・午前，正午，午後の影の向きと太陽の向きを調べる。（かん

さつ２，方位じしんの使い方） 

２．日なたと日かげ（教科書 p.114～119） 

（配当時数：２時間） 

 日なたの地面と日かげの地面を比べる活動をもとに問題を

見いだし，日なたと日かげの地面の温度を調べる観察を通し

て，太陽の光によって地面があたためられていることを捉え

る。 

・日なたの地面と日かげの地面を触って比べる。（見つけよう） 

・朝と昼に，日なたと日かげの地面の温度を調べる。（かんさ

つ３，温度計の使い方） 
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単  元 

７ 光（教科書 p.120～131） 指導時期：10～11 月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 光の性質について，光を当てたときの物の明るさやあたたかさに着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，光の直進や反射，光を当てた物の明るさやあたたかさなどについて

の理解や実験に関する技能を身につけ，光を当てたときの物の明るさやあたたかさの様子について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(3)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 光の直進や反射，光を当てた物の明るさやあたたかさなどを

理解するとともに，器具などを正しく扱って実験を行い，その

結果をわかりやすく記録する。 

 光の性質について，差異点や共通点をもとに問題を見いだ

し，表現するなどして問題解決する。 

 光の性質について，すすんで関わり，他者と関わりながら問

題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に生か

そうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．光の進み方（教科書 p.120～124） 

（配当時数：３時間） 

 鏡を使った光の的当て活動をもとに問題を見いだし，光の進

み方を調べる実験を通して，鏡ではね返した光は直進すること

を捉える。 

・障害物が前にある高い的と低い的に鏡で光をはね返して当て

る。（見つけよう） 

・日光を鏡ではね返して光の進み方を調べる。（じっけん１） 

・木漏れ日やブラインドから差し込む日光が写真のように見え

るわけを説明する。（学びを広げよう） 

２．光を重ねる・集める（教科書 p.125～131） 

（配当時数：３時間） 

 鏡ではね返した光を重ねる活動をもとに問題を見いだし，光

を重ねて明るくなったところのあたたかさを調べる実験を通

して，光を重ねるほど当てたところがあたたかくなることを捉

える。 

 また，虫眼鏡で日光を集めて明るさやあたたかさを調べる実

験を通して，虫眼鏡で日光を集めて当てたところを小さくする

ほど明るく熱くなることを捉える。 

・鏡ではね返した光を重ねて当てる。（見つけよう） 

・鏡ではね返した光を重ねて当てて明るくなったところのあた

たかさを調べる。（じっけん２） 

・虫眼鏡で日光を集めて当てて明るさやあたたかさを調べる。

（じっけん３） 
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単  元 

８ 音（教科書 p.132～141） 指導時期：11 月 

（配当時数：４時間） 

総括目標 

 音の性質について，音を出したとき物の震え方に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，音が出たり伝わったりするときの物の震えについての理解や実験に関する技能を身

につけ，音を出したときの物の震え方について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(3)ア(ウ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 音が出たり伝わったりするときの物の震えを理解するとと

もに，器具などを正しく扱って実験を行い，その結果をわかり

やすく記録する。 

 音の性質について，差異点や共通点をもとに問題を見いだ

し，表現するなどして問題解決する。 

 音の性質について，すすんで関わり，他者と関わりながら問

題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に生か

そうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．音が出ているとき（教科書 p.132～136） 

（配当時数：２時間） 

 音が出ている物に触る活動をもとに問題を見いだし，小さい

音と大きい音を出して音が出ている物の震え方を調べる実験

を通して，音の大きさを変えると音が出ている物の震え方が変

わることを捉える。 

・音が出ている物に触る。（見つけよう） 

・小さい音と大きい音を出して音が出ている物の震え方を調べ

る。（じっけん１） 

・スピーカーのように震えていないように見える物でも音が出

ている物は震えているのかを確かめる。（学びを広げよう） 

２．音がつたわるとき（教科書 p.137～141） 

（配当時数：２時間） 

 糸電話で話をする活動をもとに問題を見いだし，糸電話で音

が伝わるときの紙コップの震え方を調べる実験を通して，糸電

話で音が伝わるときには話すほうの紙コップの震えが聞くほ

うの紙コップに伝わることを捉える。 

・糸電話を作って話をする。（見つけよう） 

・ビーズを使って糸電話で音が伝わるときの紙コップの震え方

を調べる。（じっけん２） 
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単  元 

９ ものの重さ（教科書 p.144～153） 指導時期：12 月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 物の重さについて，物の形や体積と重さに着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，形を変えた物や体積が同じ物の重さについての理解や実験に関する技能を身につけ，物の

形や体積と重さとの関係について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(1)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 形を変えた物や体積が同じ物の重さを理解するとともに，器

具などを正しく扱って実験を行い，その結果をわかりやすく記

録する。 

 物の重さについて，差異点や共通点をもとに問題を見いだ

し，表現するなどして問題解決する。 

 物の重さについて，すすんで関わり，他者と関わりながら問

題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に生か

そうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．形をかえたものの重さ（教科書 p.144～148） 

（配当時数：３時間） 

 元の形の粘土と形を変えた粘土の重さを比べる活動をもと

に問題を見いだし，形を変えて粘土の重さを調べる実験を通し

て，形を変えても物の重さは変わらないことを捉える。 

・元の形の粘土と形を変えた粘土を手に持って重さを比べる。

（見つけよう） 

・物の形を変えて重さを調べる。（じっけん１，キッチンスケ

ールの使い方） 

・ペットボトルをつぶすと重さはどうなるかを考える。（学び

を広げよう） 

２．体積が同じものの重さ（教科書 p.149～153） 

（配当時数：３時間） 

 体積と形が同じで中がわからない物の重さを比べることを

もとに問題を見いだし，体積が同じ鉄，アルミニウム，木など

の重さを調べる実験を通して，体積が同じでも種類が異なると

物の重さは違うことを捉える。 

・体積と形が同じで中が何かわからない物を天秤にのせたとき

の様子を見て話し合う。（見つけよう） 

・体積が同じで種類が違う物の重さを調べる。（じっけん２） 

・同じ体積にはかり取った塩と砂糖の重さがどのくらい違うの

かを確かめる。（学びを広げよう） 
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単  元 

10 電気の通り道（教科書 p.154～169） 指導時期：１～２月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 電気の回路について，乾電池と豆電球のつなぎ方や乾電池につないだ物の様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，電気を通すつなぎ方や電気を通す物についての理解

や実験に関する技能を身につけ，電気の回路について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(5)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 電気を通すつなぎ方や電気を通す物を理解するとともに，器

具などを正しく扱って実験を行い，その結果をわかりやすく記

録する。 

 電気の回路について，差異点や共通点をもとに問題を見いだ

し，表現するなどして問題解決する。 

 電気の回路について，すすんで関わり，他者と関わりながら

問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に生

かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．明かりがつくつなぎ方（教科書 p.154～159） 

（配当時数：５時間） 

 乾電池と豆電球を使って明かりをつける活動をもとに問題

を見いだし，乾電池と豆電球で明かりがつくつなぎ方を調べる

実験を通して，乾電池の＋極，豆電球，乾電池の－極を導線で

１つの輪のようにつないで回路をつくると回路に電気が通る

ことを捉える。 

・乾電池と豆電球を使って明かりをつける。（見つけよう） 

・乾電池と豆電球をどのようにつなぐと明かりがつくかを調べ

る。（じっけん１） 

２．電気を通すもの・通さないもの（教科書 p.160～169） 

（配当時数：４時間） 

 回路の途中に導線ではない物をつなぐ活動をもとに問題を

見いだし，何が電気を通すのかを調べる実験を通して，金属で

できているものは電気を通すことを捉える。 

 また，缶の表面を削って電気を通すかどうかを調べる実験を

通して，缶に電気を通すには缶の表面に塗ってある電気を通さ

ない物を削るとよいことを捉える。 

・回路の途中に導線ではない物をつなぐ。（見つけよう） 

・回路の途中に物をつないで何が電気を通すのかを調べる。（じ

っけん２） 

・缶の表面を削って電気を通すかを調べる。（じっけん３） 
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単  元 

11 じしゃく（教科書 p.170～189） 指導時期：２～３月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 磁石の性質について，磁石を身のまわりの物や他の磁石に近づけたときの様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，磁石につく物や鉄の磁化，磁石の極の特性について

の理解や実験に関する技能を身につけ，磁石の性質について追究する中で差異点や共通点をもとに問題を見いだして表現する。 

 ⇒Ａ(4)ア(ア)(イ)，イ 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

 磁石につく物や鉄の磁化，磁石の極の特性を理解するととも

に，器具などを正しく扱って実験を行い，その結果をわかりや

すく記録する。 

 磁石の性質について，差異点や共通点をもとに問題を見いだ

し，表現するなどして問題解決する。 

 磁石の性質について，すすんで関わり，他者と関わりながら

問題解決しようとするとともに，学んだことを学習や生活に生

かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

１．じしゃくにつくもの・つかないもの（教科書 p.170～177） 

（配当時数：３時間） 

 磁石で魚釣りゲームをする活動をもとに問題を見いだし，何

が磁石につくかを調べる実験を通して，磁石につく物について

の予想を確かめることにより，鉄でできているものは磁石につ

くことを捉える。 

・磁石で魚釣りゲームをする。（見つけよう） 

・磁石を物に近づけて，何が磁石につくかを調べる。（じっけ

ん１） 

・スチール缶を分ける装置の写真を見てスチール缶の分け方を

考える。（学びを広げよう） 

２．じしゃくと鉄（教科書 p.178～182） 

  (1)じしゃくの力 

  (2)じしゃくについた鉄 

（配当時数：３時間） 

 はさみのプラスチックで覆われている部分にも磁石がつい

たことを話し合う活動をもとに問題を見いだし，磁石と鉄との

間をあけて磁石が鉄を引き付けるかを調べる実験を通して，離

れている磁石の力に関する予想を確かめることにより，磁石は

離れていても鉄を引き付けることを捉える。 

 また，磁石につけた鉄が磁石になっているかを調べる実験を

通して，磁石につけた鉄に関する予想を確かめることにより，

磁石につけると鉄は磁石になることを捉える。 

・磁石をはさみに近づけたときのことを思い出す。（見つけよ

う） 

・磁石と鉄の間をあけて磁石が鉄を引き付けるかを調べる。（じ

っけん２） 

・磁石につけた鉄が磁石になっているかを調べる。（じっけん

３） 

３．じしゃくのきょく（教科書 p.183～189） 

（配当時数：３時間） 

 棒磁石を鉄のクリップに近づける活動をもとに問題を見い

だし，２つの磁石の極どうしを近づけて引き付け合うかを調べ

る実験を通して，磁石の極どうしを近づけたときの様子に関す

る予想を確かめることにより，違う極どうしは引き付け合い同

じ極どうしは退け合うことを捉える。 

・棒磁石を鉄のクリップに近づける。（見つけよう） 

・２つの磁石の極どうしを近づけて引き付け合うかを調べる。

（じっけん４） 

・磁石を動きやすいようにするとどうなるかを調べる。（チャ

レンジ） 
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単  元 

○ 作って遊ぼう（教科書 p.190～195） 指導時期：３月 

（配当時数：３時間） 

総括目標 

 これまで学習してきた電気や磁石の性質を利用したおもちゃを作って，電気や磁石の性質を活用する。 

 ⇒Ａ(4)ア(ア)(イ)，Ａ(5)ア(ア)(イ) 

具体的目標 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に取り組む態度 

   電気や磁石の性質について，学んだことをおもちゃ作りに生

かそうとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ 作って遊ぼう（教科書 p.190～195） 

（配当時数：３時間） 

 電気や磁石の学習を振り返り，電気や磁石の性質をおもちゃ

作りに生かす。 

  

・電気や磁石の学習を振り返り，電気や磁石の性質を利用した

おもちゃを考えて計画書をかき，実際におもちゃを作って遊

ぶ。 

 

 


