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令和２年度版『未来をひらく 小学理科 ４』年間指導計画案（暫定版） 

教育出版 2019 年 7 月 

単  元 

○ 星ざ（教科書表 2～p.2） 指導時期：４月 

（配当時数：１時間） 

総括目標 

 星について，星のまとまりを星座ということについての理解を身につける。 

 ⇒Ｂ(5)ア(ウ) 

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 

 星のまとまりを星座ということを理解する。   星について，すすんで調べようとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ 星ざ（教科書表 2～p.2） 

（配当時数：１時間） 

 いくつかの星のまとまりを星座といい，いくつかの星を線で

結んだときにできる形を動物や道具などに見立てて星座に名

前がつけられていることを捉える。 

・夜空の写真と星座のイラストを見ながら，星座について知る。 
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単  元 

１ 季節と生き物（教科書 p.10～23） 指導時期：４月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 身近な植物や動物を育てたり探したりして，春の植物の成長や動物の活動と季節に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，春の生き物の成長や活動についての理解や観察に関

する技能を身につけ，身近な植物や動物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 春の生き物の成長や活動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，得られた結果をわかりやすく記録す

る。 

 春の生き物の成長や活動について，主に既習の内容や生活経

験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして

問題解決する。 

 春の生き物の成長や活動について，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 

１．１年間の計画を立てよう（教科書 p.10～18） 

（配当時数：３時間） 

 春になって見られる生き物を観察する活動をもとに，植物の

成長や動物の活動と季節との関係について問題を見いだし，植

物や動物を継続的に観察する計画を立てる。 

・春になって見られる生き物を観察する。（見つけよう，気温

のはかり方，観察記録のとり方） 

２．季節と生き物について調べていこう（教科書 p.19～22） 

○ 記録を整理しよう（教科書 p.23） 

（配当時数：３時間） 

 ヘチマを栽培しながら継続的に観察することを通して，春の

植物の成長を捉える。 

・ヘチマの成長について調べる。（観察１，ヘチマの植えかえ

の仕方） 

 昆虫や鳥などの活動について調べる観察を通して，春の動物

の活動を捉える。 

・昆虫や鳥などの活動を調べる。（観察２） 

・春の記録を整理する。 
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単  元 

２ 天気による気温の変化（教科書 p.24～37） 指導時期：５月 

（配当時数：４時間） 

総括目標 

 天気の様子について，天気と気温に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，天気による気温の変化の違いについての理解や観測に関する技能を身につけ，天気の様子について

追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(4)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 

 天気による気温の変化の違いを理解するとともに，器具など

を正しく扱って観測を行い，得られた結果をわかりやすく記録

する。 

 天気の様子について，主に既習の内容や生活経験をもとに根

拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決す

る。 

 天気の様子について，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．晴れの日の気温の変化（教科書 p.24～28） 

（配当時数：２時間） 

 晴れの日の午前 8 時ごろと午前 10 時半ごろの様子を比べる

活動をもとに問題を見いだし，晴れの日の気温の変化を調べる

観測を通して，気温の変化に関する予想を確かめることによ

り，晴れの日の気温の変化の特徴を捉える。 

・晴れの日の午前 8 時ごろと午前 10 時半ごろの写真を見て，

気づいたことを話し合う。（見つけよう） 

・晴れの日の気温の変化を調べる。（観そく１） 

・ある晴れの日の気温の変化を記した表から，晴れの日の気温

が何時ごろに最も高くなっているのかを読み取る。（学びを

広げよう） 

２．天気による気温の変化のちがい（教科書 p.29～37） 

（配当時数：２時間） 

 曇りの日と晴れの日を比べる活動をもとに問題を見いだし，

曇りの日の気温の変化を調べる観測を通して，天気による気温

の変化の違いに関する予想を確かめることにより，晴れの日の

ほうが曇りの日よりも気温の変化が大きくなることを捉える。 

・曇りの日は，晴れの日と比べてどのような違いがあるかを話

し合う。（見つけよう） 

・曇りの日の気温の変化を調べる。（観そく２，折れ線グラフ

のかき方・見方） 

・天気による気温の変化の違いについて調べたことがほかの日

にもあてはまるかどうかを確かめる。（学びを広げよう） 
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単  元 

３ 体のつくりと運動（教科書 p.38～49） 指導時期：５～６月 

（配当時数：４時間） 

総括目標 

 人や他の動物について，骨や筋肉のつくりとはたらきに着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，体を動かす仕組みについての理解や観察に関する技能を身につけ，人や他の動

物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 体を動かす仕組み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，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 人や他の動物について，主に既習の内容や生活経験をもとに

根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決す

る。 

 人や他の動物について，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 

１．体の曲がるところ（教科書 p.38～43） 

（配当時数：２時間） 

 腕や脚の曲がるところを調べる活動をもとに問題を見いだ

し，自分の体と骨の模型を比べる観察を通して，骨のつくりに

関する予想を確かめることにより，骨のつくりと関節について

捉える。 

・自分の体で，腕や脚の曲がるところがどこかを調べる。（見

つけよう） 

・腕や脚の曲がるところと曲がらないところのつくりを，骨の

模型で調べる。（観察１） 

２．きん肉のはたらき（教科書 p.44～47） 

○ 人以外の動物の体のつくり（教科書 p.48～49） 

（配当時数：２時間） 

 体の動かし方についての話し合いをもとに問題を見いだし，

腕や脚を曲げたり伸ばしたりするときの筋肉を調べる観察を

通して，筋肉の動きに関する予想を確かめることにより，筋肉

のはたらきを捉える。 

・どのように体を動かしているのかを話し合う。（見つけよう） 

・自分の体で，腕や脚を曲げたり伸ばしたりするときの筋肉の

動きを調べる。（観察２） 

 

  



5 

 

 

単  元 

４ 電流のはたらき（教科書 p.50～65） 指導時期：６～７月 

（配当時数：10 時間） 

総括目標 

 電流のはたらきについて，電流の大きさや向きと乾電池につないだ物の様子に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，乾電池の数やつなぎ方と電流のはたらきとの関係につい

ての理解や実験に関する技能を身につけ，電流のはたらきについて追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ａ(3)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 

 乾電池の数やつなぎ方と電流のはたらきとの関係を理解す

るとともに，器具などを正しく扱って実験やものづくりを行

い，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 電流のはたらきについて，主に既習の内容をもとに根拠のあ

る予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 電流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．かん電池とモーター（教科書 p.50～54） 

（配当時数：３時間） 

 モーターで回るプロペラカーを走らせる活動をもとに問題

を見いだし，乾電池の向きと電流の向きを調べる実験を通し

て，回路に流れる電流の向きに関する予想を確かめることによ

り，回路に流れる電流は乾電池の＋極から出て－極に入るよう

に流れることを捉える。 

・モーターで回るプロペラカーを作って走らせる。（見つけよ

う） 

・乾電池の向きを変えて，回路に流れる電流の向きを調べる。

（実験１，検流計の使い方） 

２．かん電池のつなぎ方（教科書 p.55～61） 

○ かん電池を使ったものづくり（教科書 p.62～65） 

（配当時数：７時間） 

 乾電池の数を２個にしてプロペラカーを走らせる活動をも

とに問題を見いだし，乾電池２個の直列つなぎと並列つなぎで

モーターに流れる電流の大きさを調べる実験を通して，回路に

流れる電流の大きさに関する予想を確かめることにより，乾電

池２個のつなぎ方によって回路に流れる電流の大きさが変わ

ることを捉える。 

 また，学習を振り返り，電気のはたらきをものづくりに生か

す。 

・乾電池の数を２個に増やしてプロペラカーを速く走らせる。

（見つけよう） 

・乾電池２個の直列つなぎと並列つなぎでモーターに流れる電

流の大きさを調べる。（実験２） 

・学習を振り返り，電気のはたらきを利用した道具を考えて計

画書をかき，実際に作る。 
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単  元 

○ 夏と生き物（教科書 p.66～75） 指導時期：７月 

（配当時数：５時間） 

総括目標 

 身近な植物や動物を育てたり探したりして，夏の植物の成長や動物の活動と季節に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，夏の生き物の成長や活動と季節との関係についての

理解や観察に関する技能を身につけ，身近な植物や動物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 夏の生き物の成長や活動と季節との関係を理解するととも

に，器具などを正しく扱って観察を行い，得られた結果をわか

りやすく記録する。 

 夏の生き物の成長や活動と季節との関係について，主に既習

の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表

現するなどして問題解決する。 

 夏の生き物の成長や活動について，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 

○ 夏と生き物（教科書 p.66～74） 

○ 記録を整理しよう（教科書 p.75） 

（配当時数：５時間） 

 夏のサクラを観察する活動をもとに問題を見いだし，ヘチマ

を栽培しながら継続的に観察することを通して，春からの変化

に関する予想を確かめることにより，植物の成長と季節との関

係を捉える。 

 また，春の動物の活動を振り返る活動をもとに問題を見いだ

し，昆虫や鳥などの活動について調べる観察を通して，動物の

活動と季節との関係を捉える。 

・夏のサクラを観察する。（見つけよう） 

・ヘチマの成長について調べる。（観察１） 

・夏の身のまわりの植物の様子を調べる。（学びを広げよう） 

・春の昆虫や鳥などの活動を振り返る。（見つけよう） 

・昆虫や鳥などの活動について調べる。（観察２） 

・夏の記録を整理する。 
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単  元 

○ 夏の星（教科書 p.76～81） 指導時期：７月 

（配当時数：２時間） 

総括目標 

 夏の星について，それらを比較しながら調べる活動を通して，星の明るさや色の違いについての理解や観察に関する技能を身につけ，夏の星について追究する中で既習の内容や生活経験を

もとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(5)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 

 星の明るさや色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，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 夏の星について，主に既習の内容や生活経験をもとに根拠の

ある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 夏の星について，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 

○ 夏の星（教科書 p.76～81） 

（配当時数：２時間） 

 夜空に見られるたくさんの星の違いについての話し合いを

もとに問題を見いだし，星の明るさや色を調べる観察を通し

て，星の明るさや色は星によって違うことを捉える。 

・夜空に見られるたくさんの星にはどのような違いがあるかを

話し合う。（見つけよう） 

・星の明るさや色を調べる。（観察１，星ざ早見の使い方） 
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単  元 

５ 雨水と地面（教科書 p.86～97） 指導時期：９月 

（配当時数：５時間） 

総括目標 

 雨水の行方と地面の様子について，雨水の流れ方や浸み込み方と地面に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，雨水の流れ方や浸み込み方が違う要因についての理解や実験に

関する技能を身につけ，雨水の行方と地面の様子について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(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 

 雨水の流れ方や浸み込み方が違う要因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，得られた結果をわかりや

すく記録する。 

 雨水の行方と地面の様子について，主に既習の内容や生活経

験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして

問題解決する。 

 雨水の行方と地面の様子について，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．地面にしみこむ雨水（教科書 p.86～91） 

（配当時数：３時間） 

 運動場の土と砂場の砂に水を注いで，違いを比べる活動をも

とに問題を見いだし，土の粒の大きさを変えて，水の浸み込む

速さを調べる実験を通して，水の浸み込み方に関する予想を確

かめることにより，土の粒が大きいと水は速く浸み込むことを

捉える。 

・運動場の土と砂場の砂に水を注いで違いを比べる。（見つけ

よう） 

・土の粒の大きさを変えて水の浸み込む速さを調べる。（実験

１） 

・植木鉢の底に石を敷くことがある理由について説明する。（学

びを広げよう） 

２．地面を流れる雨水（教科書 p.92～97） 

（配当時数：２時間） 

 雨後の校庭の様子を見る活動をもとに問題を見いだし，雨水

の流れた跡が見られるところで地面の高さを調べる実験を通

して，雨水の流れ方に関する予想を確かめることにより，雨水

は地面の高い場所から低い場所へ流れていることを捉える。 

 

・雨が降ったあとの校庭の様子を見る。（見つけよう） 

・雨水の流れた跡が見られるところで地面の高さを調べる。（実

験２） 

・学校やその周りで雨水が集まる溝や穴があるかを探す。（学

びを広げよう） 
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単  元 

６ 月の位置の変化（教科書 p.98～111） 指導時期：９月 

（配当時数：４時間） 

総括目標 

 月の特徴について，月の位置や時間の経過に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，月の位置の変化についての理解や観察に関する技能を身につけ，月の特徴について追究す

る中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(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 

 月の位置の変化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，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 月の特徴について，主に既習の内容や生活経験をもとに根拠

のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 月の特徴について，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 

○ 月の位置の変化（教科書 p.98～111） 

（配当時数：４時間） 

 午後に見える半月を見る活動をもとに問題を見いだし，半月

の位置の変化を調べる観察を通して，東の空に見える半月は太

陽と同じように高くなりながら南の方に位置が変わることを

捉える。 

 また，夕方に見える満月について話し合う活動をもとに問題

を見いだし，満月の位置の変化を調べる観察を通して，東の空

に見える満月は太陽や半月と同じように高くなりながら南の

方に位置が変わることを捉える。 

・午後，東の空に見える半月を見る。（見つけよう） 

・午後，東の空に見える半月の位置の変化を調べる。（観察１，

月の方位の調べ方，月の高さの調べ方） 

・南東の空に見える半月がどのように位置を変えるかを調べ

る。（学びを広げよう） 

・夕方，東の空に見える満月について話し合う。（見つけよう） 

・夕方，東の空に見える満月の位置の変化を調べる。（観察２） 

・月は見える形によっていろいろな名前がつけられていること

を知り，月の呼び名を調べる。（学びを広げよう） 
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単  元 

７ とじこめた空気や水（教科書 p.112～123） 指導時期：10 月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 空気や水の性質について，体積や圧し返す力の変化に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，空気や水に力を加えたときの性質ついての理解や実験に関する技能を身につけ，

空気や水の性質について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 空気や水に力を加えたときの性質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，得られた結果をわかりやすく

記録する。 

 空気や水の性質について，主に既習の内容や生活経験をもと

に根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決

する。 

 空気や水の性質について，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 

○ とじこめた空気や水（教科書 p.112～123） 

（配当時数：６時間） 

 空気鉄砲に空気や水を閉じ込めて玉を飛ばす活動をもとに

問題を見いだし，閉じ込めた空気や水に力を加えて空気と水の

違いを調べる実験を通して，空気や水に力を加えたときの性質

に関する予想を確かめることにより，空気は圧し縮められるが

水は圧し縮められないことを捉える。 

 また，閉じ込めた空気に力を加えて体積と手ごたえを調べる

実験を通して，空気を圧したときの体積や手ごたえに関する予

想を確かめることにより，空気を圧していくと体積は小さくな

り圧し返す力（手ごたえ）は大きくなることを捉える。 

・空気鉄砲に空気や水を閉じ込めて玉を飛ばす。（見つけよう） 

・閉じ込めた空気や水に力を加えて空気と水の違いを調べる。

（実験１） 

・実験１で気づいたことを話し合う。（見つけよう） 

・閉じ込めた空気を圧して体積と手ごたえを調べる。（実験２） 

・自転車の空気入れやエアポットに利用されている空気の性質

を説明する。（学びを広げよう） 
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単  元 

○ 秋と生き物（教科書 p.124～135） 指導時期：10 月 

（配当時数：５時間） 

総括目標 

 身近な植物や動物を育てたり探したりして，秋の植物の成長や動物の活動と季節に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，秋の生き物の成長や活動と季節との関係についての

理解や観察に関する技能を身につけ，身近な植物や動物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

秋の生き物の成長や活動と季節との関係を理解するととも

に，器具などを正しく扱って観察を行い，得られた結果をわか

りやすく記録する。 

 秋の生き物の成長や活動と季節との関係について，主に既習

の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表

現するなどして問題解決する。 

 秋の生き物の成長や活動と季節との関係について，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 

○ 秋と生き物（教科書 p.124～132） 

○ 記録を整理しよう（教科書 p.133） 

○ 深まる秋と生き物（教科書 p.134～135） 

（配当時数：５時間） 

 

 秋のサクラを観察する活動をもとに問題を見いだし，ヘチマ

を栽培しながら継続的に観察することを通して，夏からの変化

に関する予想を確かめることにより，植物の成長と季節との関

係を捉える。 

 また，夏の動物の活動を振り返る活動をもとに問題を見いだ

し，こん虫や鳥などの活動について調べる観察を通して，動物

の活動と季節との関係を捉える。 

 秋が深まると，サクラの葉が落ち，ヘチマの実が熟し，昆虫

や鳥などが冬へ向けて準備することを知る。 

・秋のサクラを観察する。（見つけよう） 

・ヘチマの成長について調べる。（観察１） 

・秋の身のまわりの植物の様子を調べる。（学びを広げよう） 

・夏の昆虫や鳥などの活動を振り返る。（見つけよう） 

・昆虫や鳥などの活動について調べる。（観察２） 

・秋の記録を整理する。 

・晩秋のサクラやヘチマ，昆虫，鳥などの様子について知る。 
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単  元 

８ ものの温度と体積（教科書 p.140～155） 指導時期：11 月 

（配当時数：７時間） 

総括目標 

 空気，水及び金属の性質について，温度と体積の変化に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，物の温度による体積変化についての理解や実験に関する技能を身につけ，空気，

水及び金属の性質について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ａ(2)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 

 物の温度による体積変化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，得られた結果をわかりやすく記録す

る。 

 空気，水及び金属の性質について，主に既習の内容や生活経

験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして

問題解決する。 

 空気，水及び金属の性質について，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．空気の温度と体積（教科書 p.140～145） 

（配当時数：２時間） 

 空気を閉じ込めたペットボトルを湯や氷水につける活動を

もとに問題を見いだし，空気をあたためたり冷やしたときの体

積変化を調べる実験を通して，空気の温度と体積変化に関する

予想を確かめることにより，空気はあたた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捉える。 

・空気を閉じ込めたペットボトルを湯や氷水につけて様子を見

る。（見つけよう） 

・閉じ込めた空気をあたためたり冷やしたりして体積が変わる

かどうかを調べる。（実験１） 

・へこんだピンポン玉を湯につけると元の形に戻る理由を説明

する。（学びを広げよう） 

２．水の温度と体積（教科書 p.146～148） 

（配当時数：２時間） 

 空気を閉じ込めたペットボトルと水を閉じ込めたペットボ

トルを比べる活動をもとに問題を見いだし，水をあたためたり

冷やしたりしたときの体積変化を調べる実験を通して，水の温

度と体積変化に関する予想を確かめることにより，水は空気と

同じように温度によって体積が変化するが，その変化は空気よ

りも小さいことを捉える。 

・空気を閉じ込めたペットボトルと水を閉じ込めたペットボト

ルを比べて温度と体積について考える。（見つけよう） 

・水をあたためたり冷やしたりして体積が変わるかどうかを調

べる。（実験２） 

３．金ぞくの温度と体積（教科書 p.149～152） 

○ 空気，水，金ぞくの温度と体積（教科書 p.153～155） 

（配当時数：３時間） 

 金属の棒を湯に入れてあたためる活動をもとに問題を見い

だし，金属の棒を炎で熱したときの体積変化を調べる実験を通

して，金属の温度と体積変化に関する予想を確かめることによ

り，金属は空気や水と同じように温度によって体積が変化する

が，その変化は空気や水と比べて非常に小さいことを捉える。 

・金属の棒を湯に入れてあたため体積が変わるかどうかを調べ

る。（見つけよう） 

・金属の棒を炎で熱して体積が変わるかどうかを調べる。（実

験３） 

・金属の棒を湯であたためても体積が変わらないように見えた

理由を説明する。（学びを広げよう） 
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単  元 

９ もののあたたまり方（教科書 p.156～173） 指導時期：11～12 月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 金属，水及び空気の性質について，熱の伝わり方に着目して，それらを調べる活動を通して，物のあたたまり方についての理解や実験に関する技能を身につけ，金属，水及び空気の性質に

ついて追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ａ(2)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 

 物のあたたまり方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，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 金属，水及び空気の性質について，主に既習の内容や生活経

験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして

問題解決する。 

 金属，水及び空気の性質について，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．金ぞくのあたたまり方（教科書 p.156～161） 

（配当時数：３時間） 

 金属の棒や板の一部を熱したときを考える活動をもとに問

題を見いだし，金属の棒や板の一部を熱してあたたまる順を調

べる実験を通して，金属のあたたまり方に関する予想を確かめ

ることにより，金属は熱したところから順にあたたまることを

捉える。 

・金属の棒や板の一部を熱したときのあたたまり方を考える。

（見つけよう） 

・金属の棒や板の一部を熱して金属のあたたまる順を調べる。

（実験１，し温インクの色の変わり方） 

２．水のあたたまり方（教科書 p.162～167） 

（配当時数：３時間） 

 身のまわりで水を熱している例を探す活動をもとに問題を

見いだし，試験管に入れた水の一部を熱してあたたまる順を調

べる実験を通して，水のあたたまり方に関する予想を確かめる

ことにより，水は金属と違って上の方からあたたまることを捉

える。 

 また，水を熱したときの水の動きを調べる実験を通して，あ

たためられた水の動きに関する予想を確かめることにより，あ

たためられた水は上の方に動くことを捉える。 

・身のまわりで水を熱している例を探す。（見つけよう） 

・試験管に入れた水の一部を熱して水のあたたまる順を調べ

る。（実験２） 

・水を熱したときにあたためられた水が上の方へ動くかどうか

を調べる。（実験３） 

・なべややかんに水を入れて熱すると中の水がどのような順に

あたたまるかを説明する。（学びを広げよう） 

３．空気のあたたまり方（教科書 p.168～171） 

○ 金ぞく，水，空気のあたたまり方（教科書 p.171～173） 

（配当時数：３時間） 

 身のまわりで空気をあたためている例を探す活動をもとに

問題を見いだし，水槽の中の空気のあたたまる順を調べる実験

を通して，空気のあたたまり方に関する予想を確かめることに

より，空気は水と同じように一部を熱するとあたためられた空

気が上の方に動いて上から順にあたたまることを捉える。 

・身のまわりで空気をあたためている例を探す。（見つけよう） 

・水槽の中の空気の一部をあたためて空気のあたたまる順を調

べる。（実験４） 

・エアコンで暖房をするときに吹き出し口を下に向ける理由を

説明する。（学びを広げよう） 
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単  元 

○ 冬の星（教科書 p.174～181） 指導時期：１月 

（配当時数：２時間） 

総括目標 

 星の特徴について，星の位置や時間の経過に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，星の集まりの並び方や位置の変化についての理解や観察に関する技能を身につけ，星の特

徴について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(5)ア(イ)(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 

 星の集まりの並び方や位置の変化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，得られた結果をわかりやすく

記録する。 

 星の特徴について，主に既習の内容や生活経験をもとに根拠

のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 星の特徴について，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 

○ 冬の星（教科書 p.174～181） 

（配当時数：２時間） 

 オリオン座がどこに見えるかを調べる活動をもとに問題を

見いだし，オリオン座の位置の変化を調べる観察を通して，東

の空に見えるオリオン座は星の並び方は変わらずに高くなり

ながら南の方に位置が変わることを捉える。 

・星ざ早見を使ってオリオン座がどこに見えるかを調べる。（見

つけよう） 

・オリオン座の位置の変化を調べる。（観察１） 

・観察１のあとのオリオン座の位置の変化について考える。（学

びを広げよう） 
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単  元 

○ 冬と生き物（教科書 p.182～189） 指導時期：１月 

（配当時数：２時間） 

総括目標 

 身近な植物や動物を育てたり探したりして，冬の植物の成長や動物の活動と季節に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，冬の生き物の成長や活動と季節との関係についての

理解や観察に関する技能を身につけ，身近な植物や動物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 冬の生き物の成長や活動と季節との関係を理解するととも

に，器具などを正しく扱って観察を行い，得られた結果をわか

りやすく記録する。 

 冬の生き物の成長や活動と季節との関係について，主に既習

の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表

現するなどして問題解決する。 

 冬の生き物の成長や活動と季節との関係について，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 

○ 冬と生き物（教科書 p.182～188） 

○ 記録を整理しよう（教科書 p.189） 

（配当時数：２時間） 

 冬のサクラを観察する活動をもとに問題を見いだし，ヘチマ

を栽培しながら継続的に観察することを通して，秋からの変化

に関する予想を確かめることにより，植物の成長と季節との関

係を捉える。 

 また，冬になって動物があまり見られなくなったことをもと

に問題を見いだし，昆虫や鳥などの活動について調べる観察を

通して，動物の活動と季節との関係を捉える。 

・冬のサクラを観察する。（見つけよう） 

・ヘチマの成長について調べる。（観察１） 

・昆虫や鳥などの活動について調べる。（観察２） 

・冬の記録を整理する。 
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単  元 

10 水のすがたの変化（教科書 p.190～207） 指導時期：１～２月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 水の性質について，温度と状態変化に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，水の温度による状態変化についての理解や実験に関する技能を身につけ，水の性質について追究

する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ａ(2)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 

 水の温度による状態変化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，得られた結果をわかりやすく記録す

る。 

 水の性質について，主に既習の内容や生活経験をもとに根拠

のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 水の性質について，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．水を冷やしたときの変化（教科書 p.190～196） 

（配当時数：３時間） 

 身のまわりで見られる水から氷への変化を探す活動をもと

に問題を見いだし，水を冷やし続けて調べる実験を通して，水

→氷の状態変化に関する予想を確かめることにより，水を冷や

し続けると 0℃で凍り始めて全部凍るまでの間は温度が 0℃の

まま変わらないということと，水から氷に姿が変わると体積が

大きくなることを捉える。 

・身のまわりで見られる水から氷への変化を探す。（見つけよ

う） 

・水を冷やし続けて水の温度と姿の変化を調べる。（実験１） 

・夏と冬の滝のように季節によって見られる水の姿が変わる理

由を説明する。（学びを広げよう） 

２．水をあたためたときの変化（教科書 p.197～207） 

（配当時数：６時間） 

 身のまわりで見られる水をあたためたときの変化を探す活

動をもとに問題を見いだし，水をあたため続けて調べる実験を

通して，水の温度と姿の変化に関する予想を確かめることによ

り，水は温度が 100℃近くで沸きたって中から盛んに泡が出る

ようになるということと，沸きたっている間は温度が変わらな

いことを捉える。 

 また，沸騰したあとに水の量が減る理由を考える活動をもと

に問題を見いだし，水が沸騰しているときに出る泡を袋に集め

て調べる実験を通して，泡が水かどうかという予想を確かめる

ことにより，水が沸騰しているときに出る泡は姿が変わった水

であることを捉える。 

・身のまわりで見られる水をあたためたときの変化を探す。（見

つけよう） 

・水をあたため続けて水の温度と姿の変化を調べる。（実験２） 

・沸騰したあとに水の量が減る理由を考える。（見つけよう） 

・水が沸騰しているときに出る泡を袋に集めて泡が水かどうか

を調べる。（実験３） 

・沸騰したあとに水の量が減る理由を説明する。（学びを広げ

よう） 

 

  



17 
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11 水のゆくえ（教科書 p.208～223） 指導時期：２～３月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 自然界の水の様子について，水の行方と姿の変化に着目して，それらを関係づけて調べる活動を通して，水の蒸発や結露についての理解や実験に関する技能を身につけ，自然界の水の様子

について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(4)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 

 水の蒸発や結露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，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 自然界の水の様子について，主に既習の内容や生活経験をも

とに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして問題解

決する。 

 自然界の水の様子について，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．水の量がへるわけ（教科書 p.208～214） 

（配当時数：３時間） 

 容器の中の水の量が減る理由を考える活動をもとに問題を

見いだし，水の量の減り方を調べる実験を通して，水の蒸発に

関する予想を確かめることにより，容器の中の水の量が減るの

は液体の水が水蒸気になって空気中に出ていくからであるこ

とを捉える。 

・容器の中の水の量が減る理由を考える。（見つけよう） 

・水を入れてそのままにした容器と覆いをした容器で水の量の

減り方を調べる。（実験１） 

・身のまわりの水の蒸発について説明する。（学びを広げよう） 

２．冷たいものに水てきがつくわけ（教科書 p.215～223） 

（配当時数：３時間） 

 冷たい容器に水滴がつくのかを考える活動をもとに問題を

見いだし，水滴のつき方を調べる実験を通して，結露に関する

予想を確かめることにより，冷たい容器に水滴がつくのは空気

中の水蒸気が冷やされて液体の水になるからであることを捉

える。 

・冷たい容器に水滴がつく理由を考える。（見つけよう） 

・氷水を入れた缶と水を入れた缶で水滴のつき方を調べる。（実

験２） 

・身のまわりの結露について説明する。（学びを広げよう） 
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○ 生き物の１年（教科書 p.224～229） 指導時期：３月 

（配当時数：３時間） 

総括目標 

 １年間の生き物の成長や活動について，これまでに調べてきた生き物の様子と季節を関係づける活動を通して，１年間の生き物の成長や活動と季節との関係についての理解を身につけ，身

近な植物や動物について追究する中で既習の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想して表現する。 

 ⇒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 

 １年間の生き物の成長や活動と季節との関係を理解すると

ともに，これまでに調べてきた植物の成長や動物の活動につい

て整理し，得られた結果をわかりやすく記録する。 

 １年間の生き物の成長や活動について，主に既習の内容や生

活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなど

して問題解決する。 

 １年間の生き物の成長や活動について，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 

○ 生き物の１年（教科書 p.224～229） 

（配当時数：３時間） 

 季節ごとの観察を整理した記録をもとに，植物や動物の変化

を考えることを通して，１年間の植物の成長や動物の活動と季

節との関係を捉える。 

・季節ごとに整理してきた記録をもとに，植物や動物の変化を

考える。（結果から考えよう） 

 

 


