
1 

 

令和２年度版『未来をひらく 小学理科 ５』年間指導計画案 

教育出版 2019 年 7 月 

単  元 

○ 雨がとどける春（教科書表 2～p.2） 指導時期：４月 

（配当時数：１時間） 

総括目標 

 花のつくりについて，花がめしべ，おしべ，花びら，がくなどからできていることについての理解を身につける。 

 ⇒Ｂ(1)ア(エ)  

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 

花がめしべ，おしべ，花びら，がくなどからできていること

を理解する。 

  花のつくりについて，すすんで調べようとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ 雨がとどける春（教科書表 2～p.2） 

（配当時数：1 時間） 

 アブラナの花のつくりを調べ，花には，めしべ，おしべ，花

びら，がくなどがあることや，おしべの先には花粉があること

を捉える。 

 また，花のあとに実ができることや，実の中には種子がある

ことを捉える。 

・アブラナの花の写真を見ながら，花のつくりを知る。 
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単  元 

１ 天気の変化（教科書 p.10～25） 指導時期：４月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 天気の変化の仕方について，雲の量や動きに着目して，それらを継続的に調べる活動を通して，雲の量や動きと天気の変化の規則性についての理解や観測に関する技能を身につけ，天気の

変化の仕方について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(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 

雲の量や動きと天気の変化の規則性を理解するとともに，目

的に応じて選択した器具などを正しく扱って観測を行ったり，

情報を収集したりして，その結果を適切に記録する。 

天気の変化の仕方について，予想や仮説をもとに解決の方法

を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 天気の変化の仕方について，すすんで関わり，粘り強く他者

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．雲と天気（教科書 p.10～15） 

（配当時数：3 時間） 

 空にどのような雲があるかを見て問題を見いだし，午前と午

後に空の様子を調べる観測を通して，天気の変化と雲の量や動

きに関する予想を確かめることにより，雲の量が増えたり減っ

たりすると天気が変わることを捉える。 

・空にどのような雲があるかを見る。（見つけよう） 

・午前と午後に空の様子を調べる。（観測１，天気の決め方） 

・何日間か空の様子を調べて，どのような雲が見られるように

なると雨が降ることが多いかを考える。（学びを広げよう） 

２．天気の変化のきまり（教科書 p.16～25） 

（配当時数：3 時間） 

 広い範囲の天気の変化についての話し合いから問題を見い

だし，数日間の気象情報を集めて雲の動きと天気の変化との関

係を調べる活動を通して，日本付近の天気の変化に関する予想

を確かめることにより，日本付近の天気はおおまかに西から東

へ変わるというきまりがあることを捉える。 

・16～17 ページの写真を見比べて広い範囲の天気の変化につ

いて気づいたことを話し合う。（見つけよう） 

・数日間の気象情報を集めて雲の動きと天気の変化との関係 

を調べる。（資料調べ１，気象情報の集め方） 

・見つけた天気の変化の規則性をもとに天気の変化を予想す

る。（学びを広げよう） 
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単  元 

２ 植物の発芽や成長（教科書 p.26～51） 指導時期：４～６月 

（配当時数：15 時間） 

総括目標 

 植物の育ち方について，植物が発芽し成長する様子に着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，植物の発芽や成長の条件などについての理解や実験に関する技能を身に

つけ，植物の育ち方について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(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 

植物の発芽や成長の条件などを理解するとともに，目的に応

じて選択した器具などを正しく扱って実験を行い，その結果を

適切に記録する。 

植物の育ち方について，予想や仮説をもとに解決の方法を発

想し，表現するなどして問題解決する。 

 植物の育ち方について，すすんで関わり，粘り強く他者と関

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.発芽に必要なもの（教科書 p.26～39） 

（配当時数：7 時間） 

 発芽の条件を考える活動をもとに問題を見いだし，種子に水

を与えるときと与えないときの発芽を調べる実験を通して，水

と発芽に関する予想を確かめることにより，インゲンマメの種

子が発芽するためには水が必要であることを捉える。 

 また，空気や温度の条件を変えたときの発芽を調べる実験を

通して，空気や温度と発芽に関する予想を確かめることによ

り，インゲンマメの種子が発芽するためには，水のほかに空気

や適した温度が必要であることを捉える。 

・どのような条件がそろうと発芽するのかを考える。（見つけ

よう） 

・種子に水を与えるときと与えないときで発芽するかどうかを

調べる。（実験１） 

・種子に空気を与えるときと与えないときで発芽するかどうか

を調べる。（実験２―Ａ） 

・種子を部屋の中と冷蔵庫の中に置いて発芽するかどうかを調

べる。（実験２―Ｂ） 

２．発芽と養分（教科書 p.40～43） 

（配当時数：3 時間） 

 インゲンマメの種子が発芽して成長していくと子葉がしぼ

むことから問題を見いだし，発芽する前の種子と発芽したあと

のしぼんだ子葉で中の養分を調べる実験を通して，子葉がしぼ

んでしまう理由に関する予想を確かめることにより，インゲン

マメの子葉がしぼんでしまうのは種子の中のでんぷんが発芽

に使われたからだと考えられることを捉える。 

・インゲンマメの種子が発芽して成長していくときに変化して

いるところを見つける。（見つけよう） 

・発芽する前の種子と発芽したあとのしぼんだ子葉で中の養分

を調べる。（実験３，ヨウ素液の使い方） 

３．植物の成長に必要なもの（教科書 p.44～51） 

（配当時数：5 時間） 

植物がよく成長するために必要な物をもとに問題を見いだ

し，日光や肥料の条件を変えたときの植物の成長を調べる実験

を通して，日光や肥料と植物の成長に関する予想を確かめるこ

とにより，植物がよく成長するためには，発芽の条件のほかに，

日光や肥料が必要であることを捉える。 

・日光を当てるときと当てないときで植物の成長を調べる。（実

験４－Ａ） 

・肥料を与えるときと与えないときで植物の成長を調べる。（実

験４－Ｂ） 
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単  元 

３ メダカのたんじょう（教科書 p. 52～65） 指導時期：６～７月 

（配当時数：5 時間） 

総括目標 

 動物の発生や成長について，メダカの卵の様子に着目して，それらを継続的に調べる活動を通して，受精したメダカの卵の育ちについての理解や観察に関する技能を身につけ，動物の発生

や成長について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(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 

受精したメダカの卵の育ちを理解するとともに，目的に応じ

て選択した器具などを正しく扱って観察を行い，その結果を適

切に記録する。 

動物の発生や成長について，予想や仮説をもとに解決の方法

を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 動物の発生や成長について，すすんで関わり，粘り強く他者

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 

○ メダカのたんじょう（教科書 p.52～65） 

（配当時数：5 時間） 

 メダカの雌と雄を飼って卵を産ませる活動をもとに問題を

見いだし，受精したメダカの卵を調べる観察を通して，受精し

たメダカの卵の育ちに関する予想を確かめることにより，受精

したメダカの卵は 11 日間くらいかけて中の様子が変化してだ

んだんとメダカらしくなり，その卵からメダカの子がかえるこ

とを捉える。 

・メダカの雌と雄を飼って卵を産ませる。（見つけよう，メダ

カの飼い方） 

・受精したメダカの卵がどのように育つのかを調べる。（観察

１，かいぼうけんび鏡の使い方，そうがん実体けんび鏡の使

い方） 

・いろいろな魚について卵の産む場所や卵の育ちを調べる。（学

びを広げよう） 
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単  元 

〇 花のつくり（教科書 p.66～73） 指導時期：７月 

（配当時数：3 時間） 

総括目標 

 植物の育ち方について，アサガオやヘチマの花の様子に着目して，それらを比較しながら調べる活動を通して，花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，植物の育ち方に

ついて追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(エ) 

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 

花のつくりを理解するとともに，目的に応じて選択した器具

などを正しく扱って観察を行い，その結果を適切に記録する。 

花のつくりについて，予想や仮説をもとに解決の方法を発想

し，表現するなどして問題解決する。 

 花のつくりについて，すすんで関わり，粘り強く他者と関わ

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 

○ 花のつくり（教科書 p.66～73） 

（配当時数：3 時間） 

 アサガオやヘチマの花を見る活動をもとに問題を見いだし，

アサガオやヘチマの花のつくりを調べる観察を通して，花のつ

くりに関する予想を確かめることにより，アサガオの花のつく

りやヘチマのめばなとおばなのつくりを捉える。 

・アサガオやヘチマの花を見る。（見つけよう） 

・アサガオの花やヘチマの花のつくりを調べる。（観察１） 

・いろいろな植物の花のつくりをアサガオやヘチマの花と比べ

る。（学びを広げよう） 

・顕微鏡を使ってアサガオの花粉を観察する。（チャレンジ，

けんび鏡の使い方） 
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単  元 

○ 台風に備えて（教科書 p.74～85） 指導時期：７月 

（配当時数：3 時間） 

総括目標 

 台風について，台風の動きや天気に台風が近づいたときの天気に着目して，それらを継続的に調べる活動を通して，台風の進路や台風と天気との関係についての理解や資料調べに関する技

能を身につけ，台風について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法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 

台風の進路や台風と天気との関係を理解するとともに，目的

に応じて情報を収集して，その結果を適切に記録する。 

台風について，予想や仮説をもとに解決の方法を発想し，表

現するなどして問題解決する。 

 台風について，すすんで関わり，粘り強く他者と関わりなが

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 

○ 台風に備えて（教科書 p.74～85） 

（配当時数：3 時間） 

 台風に備えてどのような情報が必要かを考えることから問

題を見いだし，気象情報を集めて台風の動きや台風が近づいた

地域の天気を調べる活動を通して，台風の動きや天気に関する

予想を確かめることにより，台風は日本付近では北や東の方へ

動くことが多く，台風が近づくと大雨が降ったり強風が吹いた

りすることを捉える。 

・台風に備えてどのような情報が必要かを考える。（見つけよ

う） 

・気象情報を集めて台風の動きや台風が近づいた地域の天気を

調べる。（資料調べ１） 
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単  元 

４ 花から実へ（教科書 p.90～101） 指導時期：９月 

（配当時数：3 時間） 

総括目標 

 植物の育ち方について，めしべのもとが実になる様子に着目して，それらを継続的に調べる活動を通して，実のでき方についての理解や実験に関する技能を身につけ，植物の育ち方につい

て追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(エ)，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 

実のでき方を理解するとともに，目的に応じて選択した器具

などを正しく扱って実験を行い，その結果を適切に記録する。 

実のでき方について，予想や仮説をもとに解決の方法を発想

し，表現するなどして問題解決する。 

 実のでき方について，すすんで関わり，粘り強く他者と関わ

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 

○ 花から実へ（教科書 p.90～101） 

（配当時数：3 時間） 

 めしべのもとが実になったりならなかったりする理由を考

える活動をもとに問題を見いだし，めしべの先に花粉をつける

花とつけない花で実のでき方を調べる実験を通して，めしべの

もとが実になるために必要なことに関する予想を確かめるこ

とにより，実になるためにはめしべの先に花粉がつくことが必

要であることを捉える。 

・めしべのもとが実になったりならなかったりするわけを考え

る。（見つけよう） 

・めしべの先に花粉をつける花とつかない花で実のでき方を調

べる。（実験１） 

・いろいろな植物について受粉の仕方を調べる。（学びを広げ

よう） 
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単  元 

５ ふりこ（教科書 p.102～117） 指導時期：９～10 月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 振り子の運動の規則性について，振り子の１往復する時間に着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，振り子の１往復する時間が変わる要因についての理解や実験に関

する技能を身につけ，振り子の運動の規則性について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法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 

振り子の１往復する時間が変わる要因を理解するとともに，

目的に応じて選択した器具などを正しく扱って実験を行い，そ

の結果を適切に記録する。 

振り子の運動の規則性について，予想や仮説をもとに解決の

方法を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 振り子の運動の規則性について，すすんで関わり，粘り強く

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 

○ ふりこ（教科書 p.102～117） 

（配当時数：9 時間） 

 振り子を作って揺らす活動をもとに問題を見いだし，振り子

の長さやおもりの重さ，振り子の振れ幅の条件を変えたときの

１往復する時間を調べる活動を通して，振り子の１往復する時

間が変わる要因に関する予想を確かめることにより，振り子の

１往復する時間は振り子の長さによって変わり，おもりの重さ

や振り子の振れ幅によっては変わらないことを捉える。 

・糸とおもりで音楽のリズムに合わせて揺れる振り子を作って

揺らす。（見つけよう） 

・振り子の長さが 30cm と 60cm のときで振り子の１往復する

時間を調べる。（実験１－Ａ） 

・おもりの重さがおもり１個と２個のときで振り子の１往復す

る時間を調べる。（実験１－Ｂ） 
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単  元 

６ 流れる水と土地（教科書 p.118～139） 指導時期：10～11 月 

（配当時数：10 時間） 

総括目標 

 流れる水と土地の変化について，水の速さや量に着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，川の上流と下流の違いや流れる水のはたらきについての理解や実験に関する

技能を身につけ，流れる水のはたらきと土地の変化について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(3)ア(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 

川の上流と下流の違いや流れる水のはたらきを理解すると

ともに，目的に応じて選択した器具などを正しく扱って観察や

実験を行ったり，情報を収集したりして，その結果を適切に記

録する。 

流れる水と土地の変化について，予想や仮説をもとに解決の

方法を発想し，表現するなどして問題解決する。 

 流れる水と土地の変化について，すすんで関わり，粘り強く

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．川の上流と下流（教科書 p.118～126） 

（配当時数：3 時間） 

 川の上流と下流の様子を比べる活動をもとに問題を見いだ

し，川の上流や下流の様子を調べる観察を通して，川の上流と

下流の違いに関する予想を確かめることにより，川の上流と下

流では川幅や見られる石に違いがあることを捉える。 

・川の上流と下流の様子を写真などで比べる。（見つけよう） 

・川の上流や下流の様子を調べる。（観察１） 

２．流れる水のはたらき（教科書 p.127～132） 

（配当時数：3 時間） 

 雨水が流れる地面の様子と川の様子を見比べる活動をもと

に問題を見いだし，土に水を流して流れる水のはたらきを調べ

る実験を通して，流れる水が土地を変化させるはたらきに関す

る予想を確かめることにより，流れる水には浸食，運搬，堆積

のはたらきがあることを捉える。 

・雨が流れる地面の様子と川の様子を見比べる。（見つけよう） 

・プランターのトレイに入れた土に水を流して流れる水のはた

らきを調べる。（実験１） 

・実際の川では流れる水のはたらきによってどのような土地の

様子が見られるかを調べる。（学びを広げよう） 

３．流れる水の量が増えるとき（教科書 p.133～139） 

（配当時数：4 時間） 

 川のふだんの様子と増水したときの様子を見比べる活動を

もとに問題を見いだし，土に流す水の量を変えて流れる水のは

たらきの違いを調べる実験を通して，水量と流れる水のはたら

きに関する予想を確かめることにより，水量が増えると流れる

水のはたらきが大きくなることを捉える。 

・川のふだんの様子と増水したときの様子を写真などで見比べ

る。（見つけよう） 

・土に流す水の量を変えて流れる水のはたらきの違いを調べ

る。（実験２） 

・自分たちの住む地域で大雨などで川を流れる水のはたらきが

大きくなって土地の様子が大きく変わったことがあるかを

調べてみる。（学びを広げよう） 
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単  元 

○ 川と災害（教科書 p.140～147） 指導時期：11 月 

（配当時数：1 時間） 

総括目標 

 川による災害について，川の増水などが人々の生活に与える影響や災害から身を守る対策についての理解を身につける。 

 ⇒Ｂ(3)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 

川の増水などが人々の生活に与える影響や災害から身を守

る対策を理解する。 

川による災害について，調べた結果をもとに，自分の考えを

表現する。 

 川による災害について，すすんで調べ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 

○ 川と災害（教科書 p.140～147） 

（配当時数：1 時間） 

 写真などの資料から，川の増水によって起こる土地の変化が

人々の生活に大きな影響を与える可能性があることを捉える。 

 また，災害から身を守るために行われているさまざまな対策

について調べる活動を通して，その必要性を捉える。 

・さまざまな情報を活用して川による災害とそれらから身を守

るための対策について調べる。 
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単  元 

７ 電流が生み出す力（教科書 p.148～171） 指導時期：11 月～1 月 

（配当時数：12 時間） 

総括目標 

 電磁石がつくる磁力について，電流の大きさや向き，コイルの巻き数などに着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，電磁石の性質やはたらきについての理解や実験に

関する技能を身につけ，電磁石がつくる磁力について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒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 

電磁石の性質やはたらきを理解するとともに，目的に応じて

選択した器具などを正しく扱って実験を行い，その結果を適切

に記録する。 

電磁石がつくる磁力について，予想や仮説をもとに解決の方

法を発想し，表現するなどして問題解決している。 

 電磁石がつくる磁力について，すすんで関わり，粘り強く他

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．電磁石の性質（教科書 p.148～155） 

（配当時数：4 時間） 

 鉄のボルトとエナメル線で作った仕かけを作って魚釣りゲ

ームをする活動をもとに問題を見いだし，電流の向きを変えて

電磁石の極を調べる実験を通して，電流の向きと電磁石の極に

関する予想を確かめることにより，回路に流す電流の向きを変

えると電磁石の極が入れ替わることを捉える。 

・鉄のボルトとエナメル線で作った仕かけを使って魚釣りゲー

ムをする。（見つけよう） 

・電流の向きを変えて電磁石の極が入れ替わるかどうかを調べ

る。（実験１） 

２．電磁石のはたらき（教科書 p.156～165） 

〇  電磁石の利用（教科書 p.166～167） 

（配当時数：8 時間） 

 魚釣りゲームで大きい魚を釣る方法について考える活動を

もとに問題を見いだし，電流の大きさやコイルの巻き数の条件

を変えて電磁石が引き付けるクリップの数を調べる実験を通

して，電磁石のはたらきを大きくする方法に関する予想を確か

めることにより，電流の大きさを大きくしたりコイルの巻き数

を増やしたりすれば電磁石のはたらきが大きくなることを捉

える。 

 また，学習を振り返り，電磁石の性質やはたらきをものづく

りに生かす。 

・魚釣りゲームで大きくて釣り上げることのできない魚を釣る

方法について考える。（見つけよう） 

・乾電池１個と２個の直列つなぎで電磁石が引き付けるクリッ

プの数を調べる。（実験２―Ａ，電流計の使い方，電源装置

の使い方） 

・100 回巻きと 200 回巻きの電磁石で引き付けるクリップの数

を調べる。（実験２―Ｂ） 

・調べた結果の平均値を求めて結果を比べる。（学びを広げよ

う） 

・学習を振り返り，電磁石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 

８ 人のたんじょう（教科書 p.172～185） 指導時期： 1 月 

（配当時数：5 時間） 

総括目標 

 動物の発生や成長について，人の胎児の様子に着目して，それらをさまざまな方法で調べる活動を通して，人の受精卵の成長についての理解や実験に関する技能を身につけ，動物の発生や

成長について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ｂ(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 

人の受精卵の成長を理解するとともに，目的に応じて情報を

収集して，その結果を適切に記録する。 

動物の発生や成長について，予想や仮説をもとに解決の方法

を発想し，表現するなどして問題解決している。 

 動物の発生や成長について，すすんで関わり，粘り強く他者

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 

○ 人のたんじょう（教科書 p. 172～185） 

（配当時数：5 時間） 

 人の受精卵と子が生まれる頃を比べて不思議に思ったこと

を話し合う活動をもとに問題を見いだし，人の受精卵が母親の

体内で育つ様子を調べる活動を通して，人の受精卵の成長に関

する予想を確かめることにより，人の受精卵は母親の体内で約

38 週かけてだんだんと育つことや，胎盤を通した養分や不要

な物のやりとりを捉える。 

・人の受精卵と子が生まれる頃を比べて不思議に思ったことを

話し合う。（見つけよう） 

・人の受精卵が母親の体内で育つ様子を調べる。（資料調べ１） 
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単  元 

○ 受けつがれる生命（教科書 p. 186～187） 指導時期： 1 月 

（配当時数：1 時間） 

総括目標 

 生き物の発生や成長について，メダカやアサガオ，人の受け継がれる生命に着目し，生命の連続性についての理解を身につける。 

 ⇒Ｂ(1)ア(エ)，Ｂ(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 

生命の連続性について理解する。   生き物の発生や成長について，すすんで調べようとする。 

 

次 ねらい 学習活動 

○ 受けつがれる生命（教科書 p.186～187） 

（配当時数：1 時間） 

 これまでの学習を振り返り，植物や動物における生命の連続

性を捉える。 

・動植物についての学習を振り返って生命の連続性について 

まとめる。 
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単  元 

９ もののとけ方（教科書 p.188～215） 指導時期：２月～３月 

（配当時数：15 時間） 

総括目標 

 物の溶け方について，溶ける量や温度などに着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，物が水に溶けるときの重さや限度ついての理解や実験に関する技能を身につけ，

物の溶け方について追究する中で予想や仮説をもとに解決の方法を発想して表現する。 

 ⇒Ａ(1)ア(ア)，(イ)，(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 

物が水に溶けるときの重さや限度を理解するとともに，目的

に応じて選択した器具などを正しく扱って実験を行い，その結

果を適切に記録する。 

物の溶け方について，予想や仮説をもとに解決の方法を発想

し，表現するなどして問題解決している。 

 物の溶け方について，すすんで関わり，粘り強く他者と関わ

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．食塩のとけ方（教科書 p.188～201） 

（配当時数：7 時間） 

 食塩を水に溶かす活動をもとに問題を見いだし，食塩を水に

溶かす前後で全体の重さを調べる実験を通して，食塩が水に溶

けるときの重さに関する予想を確かめることにより，食塩を水

に溶かす前後で重さが変わらないことを捉える。 

 また，食塩を決まった量ずつ水に入れて調べる実験を通し

て，食塩の水に溶ける限度に関する予想を確かめることによ

り，食塩が水に溶ける量には限度があることを捉える。 

 さらに，水の量や温度の条件を変えて食塩が水に溶ける量を

調べる実験を通して，食塩を水にたくさん溶かす方法に関する

予想を確かめることにより，食塩は水の量を増やせばたくさん

溶けるが水の温度を上げても溶ける量がほとんど変わらない

ことを捉える。 

・食塩を水に溶かす。（見つけよう） 

・食塩を水に溶かす前と溶かしたあとで全体の重さをはかって

全体の重さの変化を調べる。（実験１，電子てんびんの使い

方） 

・水の量や一度に溶かす食塩の量を決めて食塩が水に溶ける限

度があるかどうかを調べる。（実験２） 

・水の量が 50mL と 100mL のときで食塩が水に溶ける量を調

べる。（実験３－Ａ） 

・水の温度を上げないときと上げるときで食塩が水に溶ける量

を調べる。（実験３－Ｂ） 

・水の量を３倍にすると水に溶ける食塩の量はどうなるかを考

える。（学びを広げよう） 

２．ミョウバンのとけ方（教科書 p.202～207） 

（配当時数：5 時間） 

 ミョウバンを水に溶かす活動をもとに問題を見いだし，水の

量や温度の条件を変えてミョウバンが水に溶ける量を調べる

実験を通して，ミョウバンを水にたくさん溶かす方法に関する

予想を確かめることにより，ミョウバンは水の量を増やしたり

水の温度を上げたりすればたくさん溶けることを捉える。 

・水の量と一度に溶かすミョウバンの量を決めてミョウバンを

水に溶けるだけ溶かす。（見つけよう） 

・水の量が 50mL のときと 100mL のときでミョウバンが水に

溶ける量を調べる。（実験４－Ａ） 

・水の温度を上げないときと上げるときでミョウバンが水に溶

ける量を調べる。（実験４－Ｂ） 
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３．とけているものが出てくるとき（教科書 p.208～215） 

（配当時数：5 時間） 

実験４－Ｂのあとミョウバンの溶け残りが増えていること

から問題を見いだし，温度や水の量を変えてミョウバンの粒の

出方を調べる実験を通して，水溶液に溶けているミョウバンを

取り出す方法に関する予想を確かめることにより，水溶液に溶

けているミョウバンは水溶液の温度を下げたり水溶液から水

の量を減らしたりすれば出てくることを捉える。 

・上の写真のような現象がどうして見られるのかを話し合う。

（見つけよう） 

・ミョウバンの水溶液を冷やさないときと冷やすときで粒の出

方を調べる。（実験５－Ａ，ろ過の仕方） 

・ミョウバンの水溶液に覆いをするときとしないときで粒の出

方を調べる。（実験５－Ｂ） 

・水溶液に溶けている食塩を取り出すにはどうしたらよいかを

考える。（学びを広げよう） 

 


