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令和２年度版『未来をひらく 小学理科 ６』年間指導計画案（暫定版） 

教育出版 2019 年 7 月 

単  元 

○ 生命のふるさと・地球（教科書表 2～p.2） 指導時期：４月 

（配当時数：１時間） 

１ ものの燃え方と空気（教科書 p.10～27） 指導時期：４～５月 

（配当時数：８時間） 

総括目標 

 燃焼の仕組みについて，空気の変化に着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，物が燃えるときの空気の質的変化についての理解や実験に関する技能を身につけ，燃焼の仕組みに

ついて追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒Ａ(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 

 物が燃えるときの空気の質的変化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いながら実験を行い，そ

の結果を適切に記録する。 

 燃焼の仕組みについて，より妥当な考えをつくり出し，その

考えを表現するなどして問題解決する。 

 燃焼の仕組みについて，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 

○ 生命のふるさと・地球（教科書表 2～p.2） 

（配当時数：１時間） 

 国際宇宙ステーションを例に，私たちが生命を保つには食べ

物や水，空気が必要であることや，空気の組成を捉える。 

・私たちが生命を保つために必要なものについて話し合う。 

１．ものを燃やしたとき（教科書 p.10～16） 

（配当時数：３時間） 

 底のあるびんと底のないびんの中でろうそくを燃やす活動

をもとに問題を見いだし，ろうそくの火が消えたあとのびんの

中で再びろうそくを燃やす実験を通して，空気の質的変化に関

する予想を確かめることにより，物を燃やすと空気の性質が変

わって燃やすはたらきがなくなることを捉える。 

・底のあるびんと底のないびんの中でろうそくを燃やして燃え

方を比べる。（見つけよう） 

・ろうそくの火が消えたあとのびんの中で再びろうそくを燃や

して，空気の性質を調べる。（実験１） 

・キャンドルランタンの上下に穴があいている理由について説

明する。（学びを広げよう） 

２．ものを燃やすはたらき（教科書 p.17～27） 

（配当時数：５時間） 

 空気の成分をもとに問題を見いだし，窒素，酸素，二酸化炭

素の中でろうそくを燃やす実験を通して，燃やすはたらきのあ

る気体に関する予想を確かめることにより，酸素に物を燃やす

はたらきがあることを捉える。 

 また，ろうそくを燃やす前後の空気に含まれる酸素や二酸化

炭素の量を調べる実験を通して，空気の成分の変化に関する予

想を確かめることにより，物を燃やしたあとは酸素の一部が減

って二酸化炭素ができることを捉える。 

・空気の成分をもとにして物を燃やすはたらきを考える。（見

つけよう） 

・窒素，酸素，二酸化炭素を集めたびんの中でろうそくを燃や

して燃え方を調べる。（実験２，気体の集め方） 

・ろうそくを燃やす前後でびんの中の空気に含まれる酸素や二

酸化炭素の量を調べる。（実験３，気体検知管の使い方） 

・空気中よりも酸素の中のほうが長い間ろうそくの火がついて

いる理由について説明する。（学びを広げよう） 
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単  元 

２ 人や他の動物の体（教科書 p.28～57） 指導時期：５～６月 

（配当時数：12 時間） 

総括目標 

 人や他の動物について，体のつくりとはたらきに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，呼吸，消化・排出，循環などについての理解や実験・調べ活動に関する技能を身につけ，

人や他の動物の体のつくりとはたらきについて追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒Ｂ(1)ア(ア)(イ)(ウ)(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 

 呼吸，消化・排出，循環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いながら実験を行ったり，情

的に応じて情報を収集したりして，その結果を適切に記録す

る。 

 人や他の動物の体のつくりとはたらきについて，より妥当な

考えをつくり出し，その考えを表現するなどして問題解決す

る。 

 人や他の動物の体のつくりとはたらきについて，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．体の中に取り入れた空気（教科書 p.28～37） 

（配当時数：４時間） 

 人や他の動物が生きていくために必要な仕組みを考えるこ

とから問題を見いだし，まずは，体の中に取り入れた空気につ

いて，吸い込む空気と吐き出した息に含まれる酸素や二酸化炭

素の量を調べる実験を通して，吸気と呼気の違いに関する予想

を確かめることにより，呼吸によって空気中の酸素の一部を取

り入れて二酸化炭素を含む息を出していることを捉える。 

 また，資料調べを通して，呼吸に関わる体のつくりやはたら

きを捉える。 

・人や他の動物が生きていくために必要な体の仕組みを考え

る。（見つけよう） 

・吸い込む空気と吐き出した息の違いを調べる。（実験１） 

・体の中の空気の通り道や酸素や二酸化炭素のやりとりについ

て資料を活用して調べる。（資料調べ１） 

２．体の中に取り入れた食べ物（教科書 p.38～44） 

（配当時数：４時間） 

 単元導入での話し合いを受けて，体の中に取り入れた食べ物

について問題を見いだし，でんぷんを含む液に唾液を混ぜた物

と混ぜない物でヨウ素液を入れたときの色の変化を調べる実

験を通して，でんぷんを別の物に変える唾液のはたらきを捉え

る。 

 また，資料調べを通して，消化・吸収に関わる体のつくりや

はたらきを捉える。 

・人や他の動物が養分や水をどのように取り入れているかを考

える。（見つけよう） 

・でんぷんを含む液に唾液を混ぜた物と混ぜない物でヨウ素液

を入れたときの色の変わり方を調べる。（実験２） 

・口を通ったあとの食べ物の通り道や食べ物の変化について資

料を活用して調べる。（資料調べ２） 

３．血液中に取り入れたもののゆくえ（教科書 p.45～47） 

（配当時数：２時間） 

 心臓の動きが脈拍として伝わっていることを調べる活動を

もとに，血液の通り道や，酸素や養分の行方について問題を見

いだし，資料調べを通して，血液の流れに関わる体のつくりと

・心臓の動きが脈拍として伝わっていることを調べる。（見つ

けよう） 

・血液の通り道や，血液中に取り入れた酸素や養分の行方につ
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はたらきを捉える。 いて資料を活用して調べる。（資料調べ３） 

４．生きていくための体の仕組み（教科書 p.48～54） 

○ 他の動物の体（教科書 p.55～47） 

（配当時数：２時間） 

 これまでの学習をもとに，呼吸や消化・排出，循環の関わり

合いについて問題を見いだし，人や他の動物は，さまざまな仕

組みが関わり合って生命を保っていることを捉えるとともに，

体の仕組みの巧みさを実感する。 

・どの臓器とどの臓器がどのような関わりでつながっているか

を説明する。 

・体内における水の役割について考える。（学びを広げよう） 
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単  元 

３ 植物の体（教科書 p.60～81） 指導時期：６～７月 

（配当時数：13 時間） 

総括目標 

 植物について，その体のつくりとはたらきに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，植物の体内における水の行方や養分のつくり方などについての理解や実験に関する技能を身

につけ，植物の体のつくりとはたらきについて追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。  

 ⇒ 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 

 植物の体内における水の行方や養分のつくり方などを理解

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いな

がら実験を行い，その結果を適切に記録する。 

 植物の体のつくりとはたらきについて，より妥当な考えをつ

くり出し，その考えを表現するなどして問題解決する。 

 植物の体のつくりとはたらきについて，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．水の通り道（教科書 p.60～69） 

（配当時数：５時間） 

 しおれた植物に水を与えると茎や葉が元どおりになる理由

を考えることから問題を見いだし，植物が水を運ぶつくりを調

べる実験を通して，植物の体内の水の通り道に関する予想を確

かめることにより，根から取り入れた水は体内にある細い管を

通って茎や葉に運ばれることを捉える。 

 また，葉を残した枝と葉を取り除いた枝に袋をかぶせる実験

を通して，葉に運ばれたあとの水の行方に関する予想を確かめ

ることにより，葉まで運ばれた水は水蒸気となって葉から出て

いくことを捉える。 

・しおれたホウセンカに水を与えると茎や葉が元どおりになる

理由を考える。（見つけよう） 

・染色液を使って植物が水を運ぶ体のつくりを調べる。（実験

１） 

・葉を残した枝と葉を取り除いた枝に袋をかぶせて葉から水蒸

気が出ているかどうかを調べる。（実験２） 

２．植物とでんぷん（教科書ｐ.70～75） 

（配当時数：５時間） 

 インゲンマメの葉にでんぷんがあるかを調べる活動から問

題を見いだし，日光を当てたものと当てないものででんぷんを

調べる実験を通して，葉のでんぷんがつくられるときに関する

予想を確かめることにより，葉のでんぷんは日光が当たってい

るときにつくられることを捉える。 

・インゲンマメの葉にでんぷんがあるかを調べる。（見つけよ

う） 

・日光を当てたものと当てないものででんぷんがあるかどうか

を調べる。（実験３） 

３．血液中に取り入れたもののゆくえ（教科書 p.45～47） 

（配当時数：２時間） 

 葉から気体を出す水草を例に植物と気体との関わりを考え

ることから問題を見いだし，植物にかぶせた袋の中の酸素や二

酸化炭素の量の変化を調べる実験を通して，植物の気体のやり

とりに関する予想を確かめることにより，光が当たっている植

物は二酸化炭素を取り入れて酸素を出していることを捉える。 

・葉から気体を出す水草を例に植物と気体との関わりを考え

る。（見つけよう） 

・植物に袋をかぶせて袋の中の酸素や二酸化炭素の量の変化を

調べる。（実験４） 
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単  元 

４ 生き物と食べ物・空気・水（教科書 p.86～101） 指導時期：９月 

（配当時数：６時間） 

総括目標 

 生き物と環境について，生き物と環境との関わりに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，生き物と食べ物・空気・水との関わりについての理解や観察・調べ活動に関する技能

を身につけ，生き物と環境について追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒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 

 生き物と食べ物・空気・水との関わ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いながら観察を行

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。 

 生き物と環境について，より妥当な考えをつくり出し，その

考えを表現するなどして問題解決する。 

 生き物と環境について，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．生き物と食べ物（教科書 p.86～95） 

（配当時数：３時間） 

 生き物と食べ物・空気・水との関わりを考えることから問題

を見いだし，まずは，生き物と食べ物について，人や他の動物

の食べ物をたどってつながりを調べる活動を通して，生き物ど

うしの関係に関する予想を確かめることにより，生き物どうし

が食べたり食べられたりする関係でつながっていることを捉

える。 

 また，メダカの食べ物を調べる観察を通して，野生のメダカ

が水中の小さい生き物を食べていることを捉える。 

・生き物と食べ物・空気・水との関わりを考える。（見つけよ

う） 

・人や他の動物の食べ物をたどって生き物どうしのつながりを

調べる。（資料調べ１） 

・メダカの食べ物を調べる。（観察１） 

２．生き物と空気・水（教科書 p.96～101） 

（配当時数：３時間） 

 単元導入での話し合いを受けて，空気や水を通した生き物と

環境との関わりについて問題を見いだし，生き物の気体のやり

とりや水との関わりを調べる活動を通して，生き物どうしの酸

素や二酸化炭素のやりとりや，生き物と水の循環について捉え

る。 

・生き物の酸素や二酸化炭素のやりとりを関係づけたり，水と

の関わりを調べたりする。（資料調べ２） 
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単  元 

５ てこ（教科書 p.102～119） 指導時期：９～10 月 

（配当時数：10 時間） 

総括目標 

 てこの規則性について，力を加える位置や大きさに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，てこがつりあう規則性やてこを利用した道具についての理解や実験に関する技能を身

につけ，てこの規則性について追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒ 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 

 てこがつりあう規則性やてこを利用した道具を理解すると

ともに，目的に応じて選択した器具などを正しく扱いながら実

験を行い，その結果を適切に記録する。 

 てこの規則性について，より妥当な考えをつくり出し，その

考えを表現するなどして問題解決する。 

 てこの規則性について，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 

１．てこのはたらき（教科書 p.102～113） 

（配当時数：６時間） 

 てこを使って重い物を持ち上げる活動をもとに問題を見い

だし，てこの力点や作用点の位置を変えて手ごたえを調べる実

験を通して，てこの力点や作用点の位置と手ごたえの関係につ

いての予想を確かめることにより，力点を作用点に近づけたり

作用点を支点に近づけたりすると手ごたえが大きくなること

を捉える。 

 また，実験用てこにおもりをつり下げる活動をもとに問題を

見いだし，力点の位置を決めておもりをつり下げていく実験を

通して，てこを使って物を持ち上げるときのきまりに関する予

想を確かめることにより，棒が水平になるときは棒の左右で

（おもりの重さ）×（支点からの距離）が等しくなることを捉

える。 

・てこを使って重い物を持ち上げる。（見つけよう） 

・てこの力点や作用点の位置を変えて重い物を持ち上げるとき

の手ごたえを調べる。（実験１） 

・実験用てこの左右に異なる数のおもりをつり下げて棒を水平

にする。（見つけよう） 

・力点の位置を決めておもりをつり下げていき物を持ち上げる

ときのきまりを調べる。（実験２） 

・実験用てこの棒の右側の目盛り３のところにおもりを何個つ

り下げると棒が水平になるかを説明する。（学びを広げよう） 

２．身のまわりのてこ（教科書 p.114～119） 

（配当時数：５時間） 

 てこを利用した道具を探す活動をもとに問題を見いだし，支

点や作用点の位置を変えてそれらの道具に利用されているて

このはたらきを調べる実験を通して，はさみやくぎ抜きなどの

道具に利用されているてこのはたらきに関する予想を確かめ

ることにより，さまざまな道具にてこのはたらきが利用されて

いることを捉える。 

・てこのはたらきが利用されていると考えられる道具を身のま

わりで探す。（見つけよう） 

・力点や作用点の位置を変えてはさみやくぎ抜きに利用されて

いるとこのはたらきを調べる。（実験３） 

・てこのはたらきが利用されているさまざまな道具について調

べる。（学びを広げよう） 
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単  元 

６ 土地のつくり（教科書 p.120～146） 指導時期：10～11 月 

（配当時数：10 時間） 

総括目標 

 土地のつくりと変化について，土地の構成物やでき方などに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，地層のつくりや成因，土地の変化についての理解や観察・実験などに関する

技能を身につけ，土地のつくりと変化について追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒ Ｂ(4)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 

 地層のつくりや成因，土地の変化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いながら観察・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。 

 土地のつくりと変化について，より妥当な考えをつくり出

し，その考えを表現するなどして問題解決する。 

 土地のつくりと変化について，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．地層のつくり（教科書 p.120～128） 

（配当時数：３時間） 

 土地にしま模様が見られる理由を考えることから問題を見

いだし，地層のつくりを調べる観察を通して，地層の構成物に

関する予想を確かめることにより，地層はれき，砂，どろなど

の粒の大きさの違う土や色の違う土でできていることを捉え

る。 

・さまざまな地層の写真を見て土地にしま模様が見られる理由

を考える。（見つけよう） 

・地層のつくりを調べる。（観察１） 

２．地層のでき方（教科書 p.129～137） 

（配当時数：３時間） 

 地層のでき方について考えることから問題を見いだし，れ

き，砂，泥を混ぜ合わせた土を水で流す実験を通して，地層と

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，流れ

る水のはたらきによって土が運搬され，れき，砂，泥に分かれ

て堆積して地層ができることを捉える。 

・５年の川の学習を思い出しながら地層がどのようにしてでき

るかを考える。（見つけよう） 

・れき，砂，泥を混ぜ合わせた土を水で流して土が層になって

積もるかどうかを調べる。（実験１） 

３．火山や地震と土地の変化（教科書 p.138～146） 

  (1)火山の活動と土地の変化 

  (2)地震と土地の変化 

（配当時数：２時間） 

 火山活動の写真をもとに考えることから問題を見いだし，資

料調べを通して，火山活動による土地の変化に関する予想を確

かめることにより，火山活動によって流れ出た溶岩や火山灰に

よって土地の様子が大きく変化することを捉える。 

 また，地震の写真をもとに考えることから問題を見いだし，

資料調べを通して，地震による土地の変化に関する予想を確か

めることにより，地震によって地割れができたり山崩れが発生

したりして土地の様子が大きく変化することを捉える。 

・火山活動の写真を見て調べたいことを考える。（見つけよう） 

・火山活動による土地の変化を調べる。（資料調べ１） 

・地面に現れた土地のずれや地割れの写真を見て調べたいこと

を考える。（見つけよう） 

・地震による土地の変化を調べる。（資料調べ２） 
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単  元 

○ 地震や火山と災害（教科書 p.148～155） 指導時期：11 月 

（配当時数：１時間） 

総括目標 

 地震や火山活動による災害について，地震や火山活動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(4)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 

 地震や火山活動が人々の生活に与える影響や災害から身を

守るための対策を理解する。 

 地震や火山活動による災害について，より妥当な考えをつく

り出し，その考えを表現する。 

 地震や火山活動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 

○ 地震や火山と災害（教科書 p.148～155） 

（配当時数：１時間） 

 写真などの資料から，地震や火山活動による土地の変化が

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地震や火山活動による災害とそれ

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 月の見え方と太陽（教科書 p.156～167） 指導時期：12 月 

（配当時数：５時間） 

総括目標 

 月の形の見え方について，月と太陽の位置に着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，月の形の見え方の規則性についての理解や観察・実験に関する技能を身につけ，月の形の見

え方について追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒ 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 

 月の形の見え方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いながら観察・実験を行い，その

結果を適切に記録する。 

 月の形の見え方について，より妥当な考えをつくり出し，そ

の考えを表現するなどして問題解決する。 

 月の形の見え方について，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 

○ 月の見え方と太陽（教科書 p.156～167） 

（配当時数：５時間） 

 朝方の月と夕方の月の写真を見比べることから問題を見い

だし，月の光っている側に太陽があるかを調べる観察を通し

て，月と太陽の位置関係に関する予想を確かめることにより，

月の光っている側にはいつも太陽があることを捉える。 

 また，ボールとライトの位置関係を変えたときのボールの見

え方を調べる実験を通して，月の見え方の規則性に関する予想

を確かめることにより，月と太陽の角度が大きいほど月が丸く

見えることを捉える。 

・朝方の月と夕方の月の写真を見比べて似ているところを考え

る。（見つけよう） 

・月と太陽が出ている日に月の光っている側に太陽があるかを

調べる。（観察１，太陽の位置の調べ方，月の位置の調べ方） 

・ボールとライトの位置関係を変えてボールがどのように見え

るかを調べる。（実験１） 
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単  元 

８ 水溶液（教科書 p.168～191） 指導時期：１～２月 

（配当時数：13 時間） 

総括目標 

 水溶液について，溶けている物に着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，水溶液の性質やはたらきの違いについての理解や実験に関する技能を身につけ，水溶液の性質やはたら

きについて追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒Ａ(2)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 

 水溶液の性質やはたらきの違い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いながら実験を行い，その

結果を適切に記録する。 

 水溶液の性質やはたらきについて，より妥当な考えをつくり

出し，その考えを表現するなどして，問題解決する。 

 水溶液の性質やはたらきについて，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．水溶液の性質（教科書 p.168～182） 

（配当時数：６時間） 

 ５種類の水溶液を見比べ活動から問題を見いだし，それらの

見た様子やにおいなどを調べる実験を通して，５種類の水溶液

の性質についての予想を確かめることにより，水溶液にはいく

つかの性質の違いがあることを捉える。 

 また，５種類の水溶液をリトマス紙につけて色の変化を調べ

る実験を通して，水溶液は酸性，アルカリ性，中性に分けられ

ることを捉える。 

 さらに，炭酸水から出ている気体が二酸化炭素かどうかを調

べる実験を通して，気体がとけている水溶液に関する予想を確

かめることにより，水溶液には気体が溶けているものがあるこ

とを捉える。 

・５種類の水溶液を見比べる。（見つけよう） 

・５種類の水溶液について，見た様子やにおい，水を蒸発させ

たとき，二酸化炭素を触れさせたときの違いを調べる。（実

験１，水溶液の安全な取りあつかい方，試験管・こまごめピ

ペットの持ち方） 

・５種類の水溶液をリトマス紙につけて色の変化を調べる。（実

験１－２） 

・実験１で調べた５種類の水溶液の見分け方を考える。（学び

を広げよう） 

・水を蒸発させても何も出てこない水溶液には何が溶けている

のかを考える（見つけよう） 

・炭酸水から出ている気体を調べる。（実験２） 

２．水溶液のはたらき（教科書 p.183～191） 

（配当時数：７時間） 

 塩酸をアルミニウムに注ぐ活動から問題を見いだし，アルミ

ニウムが溶けた液から水を蒸発させる実験を通して，塩酸をア

ルミニウムに注いだときの変化に関する予想を確かめる。 

 また，液から水を蒸発させて出てきた白い固体の性質を元の

アルミニウム比べる実験を通して，白い固体が元のアルミニウ

ムかどうかという予想を確かめることにより，塩酸に溶けたア

ルミニウムは別の物に変化することを捉える。 

・塩酸をアルミニウムに注いで様子を見る。（見つけよう） 

・液から水を蒸発させて塩酸に溶けたアルミニウムが出てくる

かどうかを調べる。（実験３） 

・塩酸や水への溶け方を比べて実験３で出てきた白い固体が元

のアルミニウムかどうかを調べる。（実験３－２） 

・塩酸が含まれるトイレ用洗剤が金属製品には使えない理由を

考える。（学びを広げよう） 
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単  元 

９ 電気の利用（教科書 p.194～215） 指導時期：２～３月 

（配当時数：９時間） 

総括目標 

 電気の性質やはたらきについて，電気の量などに着目して，それらを多面的に調べる活動を通して，発電や蓄電，電気の変換や利用についての理解や実験に関する技能を身につけ，電気の

性質やはたらきについて追究する中でより妥当な考えをつくり出して表現する。 

 ⇒Ａ(4)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 

 発電や蓄電，電気の変換や利用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などを行い，その

結果を適切に記録する。 

 電気の性質やはたらきについて，より妥当な考えをつくり出

し，その考えを表現するなどして問題解決する。 

 電気の性質やはたらきについて，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．電気をつくる（教科書 p.194～199） 

（配当時数：３時間） 

 発電所で電気をつくる方法について考えることから問題を

見いだし，手回し発電機や光電池を使って電気をつくることが

できるかどうかを調べる実験を通して，電気をつくる方法に関

する予想を確かめることにより，手回し発電機を回したり光電

池に光を当てたりすると電気をつくることができることを捉

える 

・発電所で電気をつくる方法について考える。（見つけよう） 

・手回し発電機や光電池を使って電気をつくることができるか

どうかを調べる。（実験１） 

・モーターの軸を回転させて電気をつくる。（学びを広げよう） 

２．電気をためて使う（教科書 p.200～206） 

（配当時数：４時間） 

 電気をためて使っている機器について考えることから問題

を見いだし，電気をためたコンデンサーをいろいろな物につな

ぐ実験を通して，ためた電気の使い方に関する予想を確かめる

ことにより，電気は光，回転する動き，音などに変えて使える

ことを捉える。 

 また，豆電球と発光ダイオードの点灯時間の違いから問題を

見いだし，回路に流れる電流の大きさと光り方との関係を調べ

る実験を通して，回路につなぐ物によって使える時間が異なる

理由に関する予想を確かめることにより，物によって使う電気

の量が違うことを捉える。 

・身のまわりの機器で電気をためて使っている物について考え

る。（見つけよう） 

・電気をためたコンデンサーにいろいろな物をつないで電気を

何に変えて使えるかを調べる。（実験２） 

・電流計を使ってつなぐ物による電流の大きさと光り方との関

係を調べる。（実験３，電流計の使い方） 

３．身のまわりの電気（教科書 p.207～215） 

（配当時数：２時間） 

 電気が利用されている例を探す活動から問題を見いだし，資

料調べを通して，電気の利用の仕方に関する予想を確かめるこ

とにより，つくったりためたりした電気を光や音，熱などに変

・身のまわりで電気が利用されている例を探す。（見つけよう） 

・身のまわりで利用している電気の性質やはたらきについて調

べる。（資料調べ１） 



12 

 

換したり，目的に合わせてコントロールしたりして利用してい

ることを捉える。 

・電気の利用をコントロールしているさまざまなセンサーにつ

いて調べる。（学びを広げよう） 
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単  元 

○ 人の生活と自然環境（教科書 p.216～233） 指導時期：３月 

（配当時数：１時間） 

総括目標 

 人の生活と自然環境の関わりについて，持続可能な人と環境との関わり方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 

 持続的な人と環境との関わり方を理解する。  人の生活と自然環境との関わりについて，より妥当な考えを

つくり出し，その考えを表現する。 

 人の生活と自然環境との関わりについて，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 

○ 人の生活と自然環境（教科書 p.216～233） 

（配当時数：１時間） 

 写真などの資料をもとに，人は環境と関わり，さまざまな工

夫をしながら生活していることや，自然環境を守りながら生活

するために努力していることを捉える。 

・写真などの資料をもとに自然環境を守りながら生活を続けて

いくためにどのような工夫や努力をすればよいかを考える。 

 

 


