令和 2 年度（2020 年度）用

小学校理科用

「新しい理科」

年間指導計画作成資料
【４年】

令和元年（2019 年）7 月 19 日版
※単元ごとの配当時数，主な学習活動，評価規準などは，今後変更になる可能性があります。ご了承ください。

東京書籍

単元名
配当時数

1 あたたかくなると ～あたたかさと生き物 1～
4(5)時間

学習時期

4 月上旬～中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.6～17
B(2)ア（ア）（イ）イ

動物を探したり植物を育てたりしながら，身近な動物の活動や植物の成長
と環境との関わりを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
単元の目標
観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度，主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
解している。
・植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
知識・技能
解している。
・身近な動物や植物について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・身近な動物や植物について見いだした問題について，既習の内容や生活
観点別
経験を基に，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
評価規準 思考・判断・表現
決している。
・身近な動物や植物について，観察などを行い，得られた結果を基に考察
し，表現するなどして問題解決している。
・身近な動物や植物についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
主体的に学習に
ながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・身近な動物や植物について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。
※「あたたかさと生き物 1～5」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切
な場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)１年間の観察の計画
・春の自然の様子に興味をもち，進
んで早春の頃の様子と比較して，
それらの差異点を基に，季節によ
る植物の成長や動物の活動の変
化について問題を見いだすこと
ができる。また，これから１年間
調べるための観察計画を立てる
ことができる。
p.6～10
(2)植物の成長
・春の木の様子を観察し，記録する
ことができる。また，ヘチマの種
子をまき，水やりなどの世話をし
ながら，大切に育てることができ
る。
p.11～12
(3)動物の活動
・春の動物の様子を観察し，記録す
ることができる。

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・春と早春の自然の様子の資料写
真を見比べて，このごろの植物
や動物の様子について，気付い
たことや疑問に思ったことを話
し合う。
・１年間の植物や動物の様子の変
化について話し合い，観察計画
を立てる。

［態度］発言・行動観察

1(2)

・このごろの植物(木)の様子を観
察して，記録する。
・ヘチマの種子を観察して，記録
する。
・ヘチマの種子をまく。(観察①)

［知技］行動観察・記録

1

・このごろの動物の活動の様子を
観察して，記録する。(観察②)

［知技］行動観察・記録

1

p.13～14
(4)記録の整理
・これまでに観察した植物や動物の
記録を整理することができる。ま
た，整理した記録を基に，これか
らの植物や動物の様子の変化に
ついて，既習の内容や生活経験を
基に，自分なりの根拠をもって予
想することができる。
p.15～17

1

・これまでの記録を個人別とクラ
ス全体やグループ別でまとめ
る。
・植物や動物のこれからの変化に
ついて，これまでに学んだこと
や経験したことを基に予想し，
話し合う。
・資料を読んで，春の季節の特徴
を捉える。

2

［知技］発言・記録
［思判表］発言・記録

単元名
配当時数

2 動物のからだのつくりと運動
4(4)時間

学習時期

4 月下旬
～5 月上旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.18～29
B(1)ア（ア）（イ）イ

人や他の動物の体のつくりと運動との関わりを調べる活動を通して，それ
らについての理解を図り，観察などに関する技能を身に付けるとともに，
単元の目標
主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や
生物を愛護する態度，主体的に問題解決しようとする態度を育成する。
・人の体には骨と筋肉があることを理解している。
・人が体を動かすことができるのは，骨，筋肉の働きによることを理解し
ている。
知識・技能
・人や他の動物の体のつくりと運動との関わりについて，器具や機器を正
しく扱いながら調べ，それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録
している。
単元の
・人や他の動物の体のつくりと運動との関わりについて見いだした問題に
観点別
ついて，既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想し，
評価規準 思考・判断・表現
表現するなどして問題解決している。
・人や他の動物の体のつくりと運動との関わりについて，観察などを行い，
得られた結果を基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・人や他の動物の体のつくりと運動との関わりについての事物・現象に進
主体的に学習に
んで関わり，他者と関わりながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・人や他の動物の体のつくりと運動との関わりについて学んだことを学習
や生活に生かそうとしている。
目標
(1)からだが動くしくみ
・体の動かし方に興味をもち，人の
体のつくりと動き方について調
べる問題を見いだし，進んで腕を
動かして調べることができる。
p.18～22

時数
1

・体のいろいろな部分のつくりと動
き方について，既習の内容や生活
経験を基に，自分なりの根拠をも
って予想することができる。
p.22～23

1

・人の体の全身の骨や筋肉のつくり
と動き方について，自分の体を動
かしたり触ったりするとともに，
資料などを活用しながら調べ，ま
とめることができる。
(2)動物のほねときん肉
・動物の体のつくりと動き方に興味
をもち，人の体のつくりと比較し
ながら予想して調べ，それらの共

1

学習活動

評価の観点と方法

★他教科との関連：体育
・資料写真を見て，体の動かし方 ［技能］行動観察・記録
について気付いたことや疑問に
思ったことを話し合い，動物の
体のつくりと動き方について調
べる問題を見いだす。
・腕のつくりと動き方について調
べる。(観察①)
・腕のつくりと動き方についてま ［思判表］行動観察・記
とめる。
録
・足の骨や筋肉のつくりと動き方
について，これまでに学んだこ
とや経験したことを基に予想す
る。
・人の体の全身の骨や筋肉のつく ［態度］発言・行動観察
りと動き方について調べる。(観 ［知技］発言・記録
察②)

・人の体のつくりと動き方につ
いてまとめる。
1

・動物の体のつくりと動き方につ
いて予想する。
・動物の体のつくりと動き方を人

3

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

通点や差異点をまとめることが
できる。
p.27～29

と比べながら調べる。(観察③)
・動物の体のつくりと動き方につ
いてまとめる。
・動物の体のつくりと動き方につ
いて，学んだことをまとめる。

4

単元名

3 天気と気温

配当時数

5(6)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

5 月上旬～中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.30～39
B(4)ア（ア）イ

天気の様子と気温との関係を調べる活動を通して，それらについての理解
を図り，観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や
生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決
しようとする態度を育成する。
・天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあることを理解してい
る。
・天気の様子と気温との関係について，器具や機器を正しく扱いながら調
べ，それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
・天気の様子と気温との関係について見いだした問題について，既習の内
容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどし
て問題解決している。
・天気の様子と気温との関係について，観察などを行い，得られた結果を
基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・天気の様子と気温との関係についての事物・現象に進んで関わり，他者
と関わりながら問題解決しようとしている。
・天気の様子と気温との関係について学んだことを学習や生活に生かそう
としている。

目標
(1)１日の気温と天気
・天気と気温の変化との関係につい
て調べる問題を見いだし，進んで
晴れの日の１日の気温の変化に
ついて調べ，結果を天気の変化と
ともに記録して，折れ線グラフに
表してまとめることができる。
p.30～35

時数

学習活動

評価の観点と方法

2

・晴れの日の朝と昼頃の資料写真
を見比べて，子どもたちの様子
について気付いたことや疑問に
思ったことを話し合い，天気と
気温の変わり方について調べる
問題を見いだす。
・晴れの日の１日の気温の変化を
調べる。(観察①)
・折れ線グラフのかき方を知り，
観察結果をグラフにまとめる。
・晴れの日の１日の気温の変化に
ついてまとめる。
・天気と１日の気温の変わり方に
ついて新たな問題を見いだす。
・曇りや雨の日の１日の気温の変
化について，これまでに学んだ
ことや経験したことを基に予想
する。
・曇りや雨の日の１日の気温の変
化について調べる。(観察②)
・曇りや雨の日の観察結果をグラ
フにまとめる。
・晴れの日のグラフと比較して１
日の気温の変わり方について考
え，天気による１日の気温の変

［態度］発言・行動観察
［知技］行動観察・記録

・曇りや雨の日の１日の気温の変化
について問題を見いだし，既習の
内容や生活経験を基に，自分なり
の根拠をもって予想し，調べるこ
とができる。
p.35～37

2(3)

・調べた結果を折れ線グラフにまと
め，天気ごとのグラフを比較し
て，１日の気温の変化について考
え，天気と気温の変化との関係に
ついてまとめることができる。

1

5

［思判表］発言・記録
［知技］行動観察・記録
［態度］発言・行動観察

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

p.37～39

化についてまとめる。
・天気と気温について，学んだこ
とをまとめる。

6

単元名
配当時数

4 電流のはたらき
6(7)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

5 月下旬
～6 月中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.40～51
A(3)ア（ア）イ

電流の働きを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，実験な
どに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験を基
に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする
態度を育成する。
・乾電池の数やつなぎ方を変えると，電流の大きさや向きが変わり，豆電
球の明るさやモーターの回り方が変わることを理解している。
・電流の働きについて，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それらの過
程や得られた結果を分かりやすく記録している。
・電流の働きについて見いだした問題について，既習の内容や生活経験を
基に，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して
いる。
・電流の働きについて，実験などを行い，得られた結果を基に考察し，表
現するなどして問題解決している。
・電流の働きについての事物・現象に進んで関わり，他者と関わりながら
問題解決しようとしている。
・電流の働きについて学んだことを学習や生活に生かそうとしている。

目標
(1)電流のはたらき
・乾電池とモーター，プロペラを使
った車を作って走らせ，車の走り
方の違いを基に，モーターの回る
向きと電流の向きについて問題
を見いだすことができる。
p.40～42
・回路を正しくつないで実験し，そ
の結果を基に考え，乾電池の向き
と電流の向き，モーターの回る向
きとの関係を捉えることができ
る。
p.43～44
(2)かん電池のつなぎ方
・モーターをもっと速く回すにはど
うすればよいかに興味をもち，進
んで乾電池２個を使って，さまざ
まなつなぎ方を調べ，モーターの
回る速さとの関係を捉えること
ができる。
p.45～46
・乾電池２個のつなぎ方によって，
モーターが回る速さが違うのは
なぜか，既習の内容や生活経験を
基に，自分なりの根拠をもって予
想し，乾電池２個を直列つなぎに

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・乾電池とモーター，プロペラを ［知技］行動観察・記録
使って車を作り，走らせてみて，
気付いたことや疑問に思ったこ
とを話し合い，電流の働きにつ
いて調べる問題を見いだす。

1

・乾電池の向きを変えて，モータ
ーの回る向きを調べる。(実験
①)
・乾電池の向きと，電流の向き，
モーターの回る向きとの関係に
ついてまとめる。

1(2)

1

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

・乾電池２個のつなぎ方を考えて， ［態度］発言・行動観察
モーターが回る速さを調べる。
(実験②)
・「直列つなぎ」と「並列つなぎ」
という言葉を使って，乾電池２
個のつなぎ方とモーターの回る
速さとの関係をまとめる。
・乾電池２個のつなぎ方によって， ［思判表］発言・記録
モーターが回る速さが違うのは
なぜか，これまでに学んだこと
や経験したことを基に予想す
る。

7

したときと並列つなぎにしたと
きの電流の大きさを調べる方法
を考えることができる。
p.47～48
・乾電池２個を直列つなぎにしたと
きと並列つなぎにしたときのモ
ーターの回る速さと電流の大き
さを調べることができる。
p.49
・調べた結果を基に，乾電池の数や
つなぎ方によって回路に流れる
電流の大きさが違うことを捉え
ることができる。また，これまで
の学習を振り返り，電流のはたら
きについて学習したことをまと
めることができる。
p.50～51

1

1

・乾電池２個を直列つなぎにした
ときと並列つなぎにしたときの
電流の大きさを調べる方法を考
える。
・乾電池の数やつなぎ方を変えて， ［知技］行動観察・記録
モーターの回る速さと電流の大
きさを調べる。(実験③)

・乾電池の数やつなぎ方と電流の
働きについてまとめる。
・電流の働きについて，学んだこ
とをまとめる。

8

［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察

単元名
配当時数

5 雨水のゆくえと地面のようす
5(5)時間

学習時期

6 月中旬
～下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.54～65
B(3)ア（イ）イ

雨水の行方と地面の様子を調べる活動を通して，それらについての理解を
図り，観察，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内
単元の目標
容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題
解決しようとする態度を育成する。
・水は，高い場所から低い場所へと流れて集まることを理解している。
・水のしみ込み方は，土の粒の大きさによって違いがあることを理解して
知識・技能
いる。
・雨水の行方と地面の様子について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，
それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
・雨水の行方と地面の様子について見いだした問題について，既習の内容
単元の
や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどして
観点別
思考・判断・表現
問題解決している。
評価規準
・雨水の行方と地面の様子について，観察，実験などを行い，得られた結
果を基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・雨水の行方と地面の様子についての事物・現象に進んで関わり，他者と
主体的に学習に
関わりながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・雨水の行方と地面の様子について学んだことを学習や生活に生かそうと
している。
目標
(1)雨水の流れ方
・雨の日の校庭の様子に興味をも
ち，進んで水たまりやその周りの
様子を観察して，気付いたことや
疑問に思ったことを話し合い，雨
水の流れ方について調べる問題
を見いだすことができる。
p.54～56
・雨水の流れ方やたまり方につい
て，既習の内容や生活経験を基
に，自分なりの根拠をもって予想
したうえで調べ，地面の傾きと雨
水の行方との関係を捉えること
ができる。
p.57～61

(2)水のしみこみ方
・雨が降った後の校庭と砂場の地面
の様子を比較する中で，土や砂の
粒の大きさによる水のしみ込み

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・雨の日の校庭の様子を観察し，
水たまりの様子について気付い
たことや疑問に思ったことを話
し合い，雨水の流れ方について
調べる問題を見いだす。

［態度］発言・行動観察

2

・雨水はどこからどこへ流れてど
のような所に集まるかについ
て，これまでに学んだことや経
験したことを基に予想する。
・雨水が流れていた所の地面の傾
きや，水たまりとその周りの地
面の傾きを調べる。(観察①)
・雨水の流れ方と集まり方につい
てまとめる。
・資料を読んで，雨水による災害
を防ぐ取り組みについて捉え
る。

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察

1

・雨が降った後の校庭と砂場の地
面の様子を比べて，調べる問題
を見いだす。

［思判表］発言・記録

9

方について問題を見いだし，既習
の内容や生活経験を基に，自分な
りの根拠をもって予想すること
ができる。
p.62～63
・土や砂の粒の大きさによる水のし
み込み方の違いについて調べ，水
のしみ込み方の違いは，土の粒の
大きさと関係があることを捉え
ることができる。また，これまで
の学習を振り返り，まとめること
ができる。
p.63～65

・土や砂の粒の大きさによる水の
しみ込み方の違いについて予想
する。

1

・土や砂の粒の大きさによる水の
しみ込み方の違いを調べる。(実
験①)
・水のしみこみ方についてまとめ
る。
・雨水の行方と地面の様子につい
て，学んだことをまとめる。
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［知技］行動観察・記録
［知技］発言・記録

単元名

6 暑くなると

配当時数

4(4)時間

～あたたかさと生き物 2～

学習時期

6 月下旬
～7 月上旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.66～75
B(2)ア（ア）（イ）イ

動物を探したり植物を育てたりしながら，身近な動物の活動や植物の成長
と環境との関わりを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
単元の目標
観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度，主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
解している。
・植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
知識・技能
解している。
・身近な動物や植物について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・身近な動物や植物について見いだした問題について，既習の内容や生活
観点別
経験を基に，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
評価規準 思考・判断・表現
決している。
・身近な動物や植物について，観察などを行い，得られた結果を基に考察
し，表現するなどして問題解決している。
・身近な動物や植物についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
主体的に学習に
ながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・身近な動物や植物について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。
※「あたたかさと生き物 1～5」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切
な場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)植物の成長
・夏と春の自然の様子の資料写真の
比較を基に，植物や動物の様子の
変わり方について問題を見いだ
すことができる。また，サクラや
ヘチマなどの成長の様子を 進ん
で観察して，記録することができ
る。
p.66～70
(2)動物の活動
・夏の頃の動物の活動の様子を観察
して，記録することができる。
p.71～72
(3)記録の整理
・これまでの記録を基に，ヘチマな
どの育ち方と気温との関係を考
えることができる。 また，観察
してきた植物や動物のこれから
の変化について，既習の内容や生

時数

学習活動

評価の観点と方法

2

・夏と春の自然の様子の資料写真
を見比べて，このごろの自然の
様子について気付いたことや疑
問に思ったことを話し合い，植
物や動物の様子の変わり方につ
いて問題を見いだす。
・サクラやヘチマなどの成長の様
子を観察して，記録する。(観察
①)

［態度］行動観察・記録
［知技］行動観察・記録

1

・このごろの動物の活動の様子を
観察して，記録する。(観察②)

［知技］行動観察・記録

1

★他教科との関連：算数，社会
・これまでの記録を基に，ヘチマ ［知技］発言・記録
などの成長と気温の変化をグラ ［思判表］発言・記録
フなどにまとめ，育ち方と気温
との関係を考える。
・これまでに観察してきた植物や

11

活経験を基に，自分なりの根拠を
もって予想することができる。
p.73～75

動物のこれからの変化につい
て，これまでに学んだことや経
験したことを基に予想して，話
し合う。
・資料を読んで，夏の季節の特徴
を捉える。
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単元名
配当時数

● 夏の星

～夜空を見上げよう 1～

2(2)時間

学習時期

7 月中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.76～81
B(5)ア（イ）イ

月や星の特徴を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察
などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験を基
単元の目標
に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする
態度を育成する。
・月は日によって形が変わって見え，１日のうちでも時刻によって位置が
変わることを理解している。
・空には，明るさや色の違う星があることを理解している。
知識・技能
・星の集まりには，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらないが，
位置が変わることを理解している。
・月や星の特徴について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それらの
過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
観点別
・月や星の特徴について見いだした問題について，既習の内容や生活経験
評価規準
を基に，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し
思考・判断・表現
ている。
・月や星の特徴について，観察などを行い，得られた結果を基に考察し，
表現するなどして問題解決している。
・月や星についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わりながら問題
主体的に学習に
解決しようとしている。
取り組む態度
・月や星について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。
※「夜空を見上げよう 1～3」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切な
場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)夏の星
・星の明るさや色について問題を見
いだし，進んで夏に見られる星を
観察して，記録することができ
る。
p.76～79
・星の明るさや色には違いがあるこ
とを捉えることができる。また，
夏に見られる星座を探して見つ
けることができる。
p.80～81

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・夏の夜空の資料写真を見て，気
付いたことや疑問に思ったこと
を話し合う。
・夏に見られる星を観察して，そ
れらの明るさや色を調べる。(観
察は課外)(観察①)
・星の明るさや色には違いがある
ことをまとめる。
・星座早見などを使って星座を探
す。(活動は課外)

［態度］行動観察・記録

1

13

(観察①)
［知技］発言・記録
［知技］行動観察・記録

単元名
配当時数

7 月や星の見え方
5(6)時間

～夜空を見上げよう 2～

学習時期

9 月上旬
～中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.86～99
B(5)ア（ア）（ウ）イ

月や星の特徴を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，
実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
単元の目標
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようと
する態度を育成する。
・月は日によって形が変わって見え，１日のうちでも時刻によって位置が
変わることを理解している。
・星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらないが，
知識・技能
位置が変わることを理解している。
・月や星の特徴について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それらの
過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・月や星の特徴について見いだした問題について，既習の内容や生活経験
観点別
を基に，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して
評価規準
思考・判断・表現
いる。
・月や星の特徴について，観察，実験などを行い，得られた結果を基に考
察し，表現するなどして問題解決している。
・月や星についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わりながら問題
主体的に学習に
解決しようとしている。
取り組む態度
・月や星について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。
※「夜空を見上げよう 1～3」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切な
場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)月の見え方
・昼間に見える月を観察したり資料
写真を見たりして，気付いたこと
や疑問に思ったことを話し合い，
月の見える位置の変わり方につ
いて問題を見いだすことができ
る。
p.86～88
・月の見える位置は，時刻によって
どのように変わっていくのか，既
習の内容や生活経験を基に，自分
なりの根拠をもって予想し，月の
見える位置と形を観察して記録
することができる。
p.89～91

・観察結果を基に，月の形や月の見
える位置の変わり方について考
え，まとめることができる。
p.92～93

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・昼間に見える月を観察したり資
料写真を見たりして，気付いた
ことや疑問に思ったことを話し
合い，月の見える位置の変わり
方について問題を見いだす。

［態度］発言・行動観察

1(2)

・月の見える位置は，時刻によっ
てどのように変わっていくの
か，これまでに学んだことや経
験したことを基に予想する。
・月の見える位置の変わり方を調
べる方法を考える。
・半月の見える位置や数日後に見
られる満月の見える位置を観察
して，記録する。(観察は課外)
(観察①)
・月の形や月の見える位置の変化
についてまとめる。

［思判表］発言・記録
［知技］行動観察・記録

1

14

［思判表］発言・記録

(2)星の見え方
・時刻による星の見える位置や並び
方についての予想を基に，調べる
ための計画を立て，星の見える位
置と並び方を観察して，記録する
ことができる。
p.94～95
・観察結果を基に，星の見える位置
の変わり方や星の並び方につい
て考え，まとめることができる。
また，月や星の見え方について，
学習したことをまとめることが
できる。
p.96～99

1

1

・星の見える位置や星の並び方に
ついて予想する。
・星の見える位置の変わり方を調
べる方法を考える。
・夜間に星の見える位置と並び方
を観察する。(観察は課外)(観察
②)
・星や星座は時間がたつと，見え
る位置は変わるが，並び方は変
わらないことをまとめる。
・資料を読んで，各方位の星の位
置の変わり方を捉える。
・月や星の見え方について，学ん
だことをまとめる。
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［知技］行動観察・記録

［態度］発言・行動観察
［知技］発言・記録

単元名
配当時数

8 自然のなかの水のすがた
5(5)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

9 月下旬
～10 月上旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.100～107
B(4)ア（イ）イ

自然界の水の様子を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
観察，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生
活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決し
ようとする態度を育成する。
・水は，水面や地面などから蒸発し，水蒸気になって空気中に含まれてい
くこと，また，空気中の水蒸気は，結露して再び水になって現れること
があることを理解している。
・自然界の水の様子について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
・自然界の水の様子について見いだした問題について，既習の内容や生活
経験を基に，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
決している。
・自然界の水の様子について，観察，実験などを行い，得られた結果を基
に考察し，表現するなどして問題解決している。
・自然界の水の様子についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
ながら問題解決しようとしている。
・自然界の水の様子について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。

目標
(1)水のゆくえ
・干す前のタオルと干した後のタオ
ルの重さの違いに興味をもち，自
然のなかでの水の行方について
問題を見いだすことができる。
p.100～102
・水の行方を調べる方法を考えて実
験し，結果を記録することができ
る。
p.103
・実験結果を基に，水は自然に蒸発
して，空気中に出ていくことを捉
えることができる。
p.104
(2)空気中にある水
・蒸発した水は再び目に見える姿に
戻るのかについて，既習の内容や
生活経験を基に，自分なりの根拠
をもって予想したうえで，調べる
ことができる。
p.105
・実験結果を基に考察し，蒸発した
水は再び目に見える姿に戻るこ
とを捉えることができる。また，

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・干す前のタオルと干した後のタ
オルの重さについて，気付いた
ことや疑問に思ったことを話し
合い，自然の中での水の行方に
ついて問題を見いだす。
・入れ物に入れた水が空気中に出
ていくか調べる。(実験①)

［態度］発言・行動観察

1

・水は自然に蒸発して，空気中に
出ていくことをまとめる。

［知技］発言・記録

1

・蒸発した水は再び目に見える姿
に戻るのか調べる。(観察①)

［思判表］発言・記録

1

・空気中の水蒸気は，冷やされて
水に戻ることをまとめる。
・いろいろな場所で，空気中に水

［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察

1

16

［知技］行動観察・記録

これまでの学習を振り返り，自然
のなかの水の姿の変化について，
まとめることができる。
p.106～107

蒸気があるか調べる。
・自然の中の水の姿について，学
んだことをまとめる。
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単元名
配当時数

9 すずしくなると ～あたたかさと生き物 3～
4(5)時間

学習時期

10 月中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.110～117
B(2)ア（ア）（イ）イ

動物を探したり植物を育てたりしながら，身近な動物の活動や植物の成長
と環境との関わりを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
単元の目標
観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度，主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
解している。
・植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
知識・技能
解している。
・身近な動物や植物について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・身近な動物や植物について見いだした問題について，既習の内容や生活
観点別
経験を基に，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
評価規準 思考・判断・表現
決している。
・身近な動物や植物について，観察などを行い，得られた結果を基に考察
し，表現するなどして問題解決している。
・身近な動物や植物についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
主体的に学習に
ながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・身近な動物や植物について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。
※「あたたかさと生き物 1～5」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切
な場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)植物の成長
・秋と夏の自然の様子の写真の比較
を基に，植物や動物の様子の変わ
り方について問題を見いだすこ
とができる。また，サクラやヘチ
マなどの成長の様子を進んで観
察して，記録することができる。
p.110～113
(2)動物の活動
・秋の頃の動物の活動の様子を観察
して，記録することができる。
p.114～115
(3)記録の整理
・これまでの記録を基に，ヘチマな
どの育ち方と気温との関係を考
え，まとめることができる。 ま
た，これまでに観察してきた植物
や動物のこれからの変化につい
て，既習の内容や生活経験を基
に，自分なりの根拠をもって予想

時数

学習活動

評価の観点と方法

2

・秋と夏の自然の様子の資料写真

［知技］行動観察・記録
［態度］発言・行動観察

を見比べて，このごろの植物や
動物の様子について話し合う。
・サクラやヘチマなどの成長の様
子を観察して，記録する。(観察
①)

1

・このごろの動物の活動の様子を
観察して，記録する。(観察②)

［知技］行動観察・記録

1(2)

・これまでの記録を整理して，植

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

物や動物の様子と気温との関係
を考える。
・これまでに観察してきた植物や
動物のこれからの変化を予想し
て，話し合う。
・資料を読んで，秋の季節の特徴

18

することができる。

を捉える。
p.116～117

19

単元名
配当時数

10 とじこめた空気と水
6(7)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

10 月中旬
～下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.118～127
A(1)ア（ア）（イ）イ

空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係を調べる活動を通
して，それらについての理解を図り，実験などに関する技能を身に付ける
とともに，主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発
想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。
・閉じ込めた空気をおすと，体積は小さくなるが，おし返す力は大きくな
ることを理解している。
・閉じ込めた空気はおし縮められるが，水はおし縮められないことを理解
している。
・空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係について，器具や
機器を正しく扱いながら調べ，それらの過程や得られた結果を分かりや
すく記録している。
・空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係について見いだし
た問題について，既習の内容や生活経験を基に，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している。
・空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係について，実験な
どを行い，得られた結果を基に考察し，表現するなどして問題解決して
いる。
・空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係についての事物・
現象に進んで関わり，他者と関わりながら問題解決しようとしている。
・空気と水の体積やおし返す力の変化とおす力との関係について学んだこ
とを学習や生活に生かそうとしている。

目標
(1)とじこめた空気
・プラスチックの筒に玉を詰めて飛
ばす体験から，玉の飛び方の違い
に興味をもち，閉じ込めた空気の
様子について問題を見いだすこ
とができる。
p.118～120
・空気の体積変化や手ごたえについ
て，筒に玉を詰めて飛ばしたとき
のことや生活経験を基に，自分な
りの根拠をもって，図などを活用
して予想することができる。
p.121～122
・注射器に閉じ込めた空気をおし
て，力の加え方による体積と手ご
たえの変化を調べ，結果を記録す
ることができる。
p.123
・実験結果を基に，閉じ込めた空気
をおしたときの体積と手ごたえ
の変化とを関係付けて考え，捉え

時数

学習活動

評価の観点と方法

1(2)

・プラスチックの筒に詰めた玉を
飛ばし，玉の飛び方について気
付いたことや疑問に思ったこと
を話し合い，閉じ込めた空気の
様子について問題を見いだす。

［態度］発言・行動観察

1

・閉じ込めた空気をおすと空気は
どうなるのか，これまでに学ん
だことや経験したことを基に予
想する。

［思判表］発言・記録

1

・注射器に閉じ込めた空気をおし

［知技］行動観察・記録

て，体積や手ごたえを調べる。
(実験①)

1

・閉じ込めた空気をおしたときの
体積や手ごたえをまとめる。

20

［態度］発言・行動観察

ることができる。
p.124
(2)とじこめた水
・水をおしたときの体積変化や手ご
たえについて予想し，注射器に閉
じ込めた水をおして，体積や手ご
たえを調べ，結果を記録すること
ができる。
p.125
・実験結果を基に，空気と水の性質
の違いを考え，捉えることができ
る。また，力を加えたときの空気
と水の性質についてまとめるこ
とができる。
p.126～127

1

・注射器に閉じ込めた水をおして， ［思判表］発言・記録
体積の変化を調べる。(実験②)

1

・空気と水の性質の違いをまとめ
る。
・おしたときの空気や水の性質に
ついて，学んだことをまとめる。
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［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

単元名
配当時数

11 物の体積と温度
7(8)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

11 月中旬
～下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.128～139
A(2)ア（ア）イ

金属，水及び空気の体積と温度との関係を調べる活動を通して，それらに
ついての理解を図り，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に
既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，それらの体積が変わ
るが，その程度には違いがあることを理解している。
・金属，水及び空気の体積と温度との関係について，器具や機器を正しく
扱いながら調べ，それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録して
いる。
・金属，水及び空気の体積と温度との関係について見いだした問題につい
て，既習の内容や生活経験を基に，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している。
・金属，水及び空気の体積と温度との関係について，実験などを行い，得
られた結果を基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・金属，水及び空気の体積と温度との関係についての事物・現象に進んで
関わり，他者と関わりながら問題解決しようとしている。
・金属，水及び空気の体積と温度との関係について学んだことを学習や生
活に生かそうとしている。

目標
(1)空気の体積と温度
・石鹸水の膜を膨らませる活動を通
して，閉じ込めた空気を温めたと
きの変化に興味をもち，温度によ
る空気の体積変化について問題
を見いだすことができる。
p.128～130
・試験管に閉じ込めた空気を温めた
り冷やしたりしたときの空気の
体積変化を調べ，空気の体積変化
と温度との関係を捉えることが
できる。
p.131～132
(2)水の体積と温度
・試験管に閉じ込めた水を温めたり
冷やしたりしたときの水の体積
変化について予想して調べ，水の
体積変化と温度との関係を，空気
のときと比較しながら，捉えるこ
とができる。
p.133～134
(3)金ぞくの体積と温度
・金属を温めたり冷やしたりしたと
きの体積変化について，既習の内

時数
1

2

学習活動

評価の観点と方法

・試験管の口に石鹸水の膜を張っ ［態度］発言・行動観察
て試験管を持ったときの，石鹸
水の膜の様子について，気付い
たことや疑問に思ったことを話
し合い，空気の体積と温度につ
いて問題を見いだす。
・空気を 温めたり冷やしたりして， ［知技］行動観察・記録
体積の変化を調べる。(実験①) ［態度］発言・行動観察
・温度による空気の体積変化につ
いてまとめる。

1(2)

・水を 温めたり冷やしたりして，
体積の変化を調べる。(実験②)
・温度による水の体積変化を空気
のときと比較しながらまとめ
る。

［思判表］発言・記録
［態度］発言・行動観察

1

・金属は温められたり冷やされた
りすると体積が変わるのか，こ

［思判表］発言・記録

22

容や生活経験を基に，自分なりの
根拠をもって予想することがで
きる。
p.135～136
・金属の体積変化と温度との関係
を，加熱器具を正しく使用して調
べ，空気や水のときと比較しなが
ら捉えて，温度を変化させたとき
の物の体積変化についてまとめ
ることができる。
p.137～139

れまでに学んだことや経験した
ことを基に予想する。

2

・金属を熱したり冷やしたりして， ［知技］行動観察・記録
体積の変化を調べる。(実験③)
・温度による金属の体積変化を空
気や水のときと比較しながらま
とめる。
・温度による物の体積変化につい
て，学んだことをまとめる。

23

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

単元名
配当時数

12 物のあたたまり方
8(9)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

12 月

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.140～153
A(2)ア（イ）イ

金属，水及び空気の温まり方を調べる活動を通して，それらについての理
解を図り，実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容
や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解
決しようとする態度を育成する。
・金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分が
移動して全体が温まることを理解している。
・金属，水及び空気の温まり方について，器具や機器を正しく扱いながら
調べ，それらの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
・金属，水及び空気の温まり方について見いだした問題について，既習の
内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想し，表現するなど
して問題解決している。
・金属，水及び空気の温まり方について，実験などを行い，得られた結果
を基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・金属，水及び空気の温まり方についての事物・現象に進んで関わり，他
者と関わりながら問題解決しようとしている。
・金属，水及び空気の温まり方について学んだことを学習や生活に生かそ
うとしている。

目標
(1)金ぞくのあたたまり方
・湯に入れた金属のスプーンの温か
さを体感する活動を通して，物の
温まり方に興味をもち，金属はど
のようにして温まるのかについ
て問題を見いだすことができる。
p.140～142
・金属の温まり方について予想し，
加熱器具を正しく使用して調べ，
まとめることができる。
p.143～144
(2)空気のあたたまり方
・空気の温まり方について予想し，
室内の気温の違いや温められた
空気の動きを調べ，空気の温まり
方を捉えることができる。
p.145～146
(3)水のあたたまり方
・水の温まり方に興味をもち，水は
どのように温まるのかについて，
既習の内容や生活経験を基に，自
分なりの根拠をもって予想し，調
べるための計画を立てることが
できる。
p.147～149

時数
1

2

学習活動

評価の観点と方法

・金属のスプーンを熱い湯につけ ［態度］発言・行動観察
て，スプーンの端の方を触れた
ときに，気付いたことや疑問に
思ったことを話し合い，金属の
温まり方について問題を見いだ
す。
・金属はどのように 温まっていく ［思判表］発言・記録
のか予想し，調べる。(実験①) ［知技］発言・記録
・金属のあたたまり方をまとめる。

・空気はどのように 温まっていく

2

［態度］発言・行動観察
のか調べる。(実験②)
［知技］発言・記録
・空気のあたたまり方をまとめる。

1

・水はどのように 温まっていくの
か，これまでに学んだことや経
験したことを基に予想する。
・水の温まり方や温まった水が動
くかどうかを調べる方法を考え
る。

24

［思判表］発言・記録

・前時の予想や計画に基づいて，安
全に留意しながら，正しい操作で
水の温まり方を調べることがで
きる。
p.149
・実験結果を基に，水の温まり方を
考え，捉えることができる。また，
これまでの学習を振り返って，金
属，水，空気を温めたときの温ま
り方について，まとめることがで
きる。
p.150～153

1(2)

・水の一部を熱して，水の 温まり
方と動き方を調べる。(実験③)

1

・水の温まり方をまとめる。
・資料を読んで，冷やされた空気
や水の動き方を捉える。
・物の温まり方について，学んだ
ことをまとめる。

25

［知技］行動観察・記録
［態度］発言・行動観察

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録

単元名
配当時数

● 冬の星
2(2)時間

～夜空を見上げよう 3～

学習時期

1 月上旬
～下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.154～157
B(5)ア（ア）（イ）（ウ）イ

月や星の特徴を調べる活動を通して，それらについての理解を図り，観察，
実験などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
単元の目標
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようと
する態度を育成する。
・月は日によって形が変わって見え，１日のうちでも時刻によって位置が
変わることを理解している。
・星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらないが，
知識・技能
位置が変わることを理解している。
・月や星の特徴について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それらの
過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・月や星の特徴について見いだした問題について，既習の内容や生活経験
観点別
を基に，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して
評価規準
思考・判断・表現
いる。
・月や星の特徴について，観察，実験などを行い，得られた結果を基に考
察し，表現するなどして問題解決している。
・月や星についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わりながら問題
主体的に学習に
解決しようとしている。
取り組む態度
・月や星について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。
※「夜空を見上げよう 1～3」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切な
場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)冬の星
・冬に見られる星の明るさや色，見
え方について，既習の内容や生活
経験を基に，自分なりの根拠をも
って予想することができる。
p.154～155
・星の明るさや色，見え方について，
夏や秋に学習したことと比較し
ながら，まとめることができる。
p.156～157

時数

学習活動

1

・冬に見られる星の明るさや色，
見え方について，話し合ったり
調べたりする。(観察は課外)(観
察①)

［思判表］発言・記録

1

・冬に見られる星の明るさや色，
見え方についてまとめる。

［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察
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評価の観点と方法

単元名
配当時数

13 寒くなると ～あたたかさと生き物 4～
4(5)時間

学習時期

1 月上旬
～下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.158～163
B(2)ア（ア）（イ）イ

動物を探したり植物を育てたりしながら，身近な動物の活動や植物の成長
と環境との関わりを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
単元の目標
観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度，主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
解している。
・植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
知識・技能
解している。
・身近な動物や植物について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・身近な動物や植物について見いだした問題について，既習の内容や生活
観点別
経験を基に，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
評価規準 思考・判断・表現
決している。
・身近な動物や植物について，観察などを行い，得られた結果を基に考察
し，表現するなどして問題解決している。
・身近な動物や植物についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
主体的に学習に
ながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・身近な動物や植物について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。
※「あたたかさと生き物 1～5」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切
な場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)植物や動物のようす
・冬と秋の自然の様子の写真の比較
を基に，植物や動物の様子の変わ
り方について問題を見いだす。
p.158～159
・冬の頃の植物や動物の様子を観察
して，記録することができる。
p.160～161
(2)記録の整理
・これまでの記録を基に，サクラと
ヘチマの冬越しの仕方の違いに
ついて捉えることができる。ま
た，これまでに観察してきた植物
や動物のこれからの変化につい
て，既習の内容や生活経験を基
に，自分なりに根拠をもって予想
することができる。
p.162～163

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・冬と秋の自然の様子の資料写真
を見比べて，このごろの植物や
動物の様子について話し合う。

［態度］発言・行動観察

2

・このごろの植物や動物の様子を
観察して，記録する。(観察①)

［知技］行動観察・記録
［態度］発言・行動観察

1(2)

・寒い頃のサクラの枝先の様子と ［知技］発言・記録
枯れたヘチマの様子との違いを ［思判表］発言・記録
基に，サクラとヘチマの冬越し
の仕方について考え，まとめる。
・これまでに観察してきた植物や
動物のこれからの変化につい
て，これまでに学んだことや経
験したことを基に予想して，話
し合う。
・資料を読んで，冬の季節の特徴
を捉える。
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単元名
配当時数

14 水のすがたと温度
12(13)時間

単元の目標

知識・技能

単元の
観点別
評価規準

思考・判断・表現

主体的に学習に
取り組む態度

学習時期

1 月下旬
～2 月下旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.164～179
A(2)ア（ウ）イ

温度を変化させたときの水の体積や状態の変化を調べる活動を通して，そ
れらについての理解を図り，実験などに関する技能を身に付けるととも
に，主に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する
力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。
・水は，温度によって水蒸気や氷に変わること，また，水が氷になると体
積が増えることを理解している。
・温度を変化させたときの水の体積や状態の変化について，器具や機器を
正しく扱いながら調べ，それらの過程や得られた結果を分かりやすく記
録している。
・温度を変化させたときの水の体積や状態の変化について見いだした問題
について，既習の内容や生活経験を基に，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している。
・温度を変化させたときの水の体積や状態の変化について，実験などを行
い，得られた結果を基に考察し，表現するなどして問題解決している。
・温度を変化させたときの水の体積や状態の変化についての事物・現象に
進んで関わり，他者と関わりながら問題解決しようとしている。
・温度を変化させたときの水の体積や状態の変化について学んだことを学
習や生活に生かそうとしている。

目標
(1)水を冷やしたとき
・時間帯や季節の違いによる氷ので
き方の違いに興味をもち，水を冷
やしたときの温度変化や水の姿
の変化について問題を見いだす
ことができる。
p.164～166
・水を冷やしたときの様子や温度と
体積との関係について，温度計な
どの器具を正しく使用して調べ，
結果を表やグラフを使って記録
することができる。
p.167～168
・水を冷やしたときの温度変化と水
の姿の変化や体積変化との関係
を捉え，まとめることができる。
p.168
(2)水を熱したとき
・水を熱したときの温度の変わり方
や水の様子についての問題に対
して，水を冷やしたときの経験を
基に予想し，解決の方法を発想す
ることができる。
p.169～170

時数

学習活動

評価の観点と方法

1

・氷のでき方について，気付いた
ことや疑問に思ったことを話し
合い，水を冷やしたときの水の
姿の変わり方について問題を見
いだす。

［態度］発言・行動観察

2

・水を冷やしたときの様子や温度
と体積の変化を調べ，表やグラ
フに整理する。(実験①)

［知技］行動観察・記録
［知技］行動観察・記録

1

・冷やしたときの水の様子や温度
の変化についてまとめる。

［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察

1

・水を熱したときの様子について
知っていることや資料写真を見
て，気付いたことを話し合う。
・水を熱したときの水の温度や様
子を予想する。
・水を熱したときの水の温度や様

［思判表］発言・記録
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・加熱器具を正しく安全に使用し
て，水を熱したときの様子や温度
の変化を調べ，結果を表やグラフ
で記録し，まとめることができ
る。
p.170～172
(3)湯気とあわの正体
・熱した後にビーカーの中の水が減
っていた原因について，既習の内
容や生活経験を基に予想すると
ともに，友達との対話を通して，
自らの考えを深めることができ
る。
p.173～174
・加熱器具を正しく安全に使用し
て，水を熱したときに出てくる湯
気や泡の正体は何かを調べるこ
とができる。
p.175
・実験の結果を基に，湯気や泡の正
体について考え，まとめることが
できる。
p.176
・温度による水の姿の変化につい
て，学習したことを振り返りなが
ら，気体，液体，固体などの言葉
を適切に用いてまとめることが
できる。
p.177～179

2

1(2)

子を調べる方法を考える。
・水を熱したときの様子や温度の
変化を調べ，表やグラフに整理
する。(実験②)
・熱したときの水の様子や温度の
変化についてまとめる。

［知技］行動観察・記録
［知技］発言・記録

・熱した後にビーカーの中の水が
減っていた理由について，これ
までに学んだことや経験したこ
とを基に予想する。
・熱した後にビーカーの中の水が
減っている理由を調べる方法を
考える。
・水を熱して，湯気や泡の正体に
ついて調べる。(実験③)

［思判表］発言・記録

1

・水を熱したときの変化をまとめ
る。

［思判表］発言・記録

1

・水の３つの姿についてまとめる。 ［知技］発言・記録
・温度による水の姿の変化につい
て，学んだことをまとめる。

2
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［知技］行動観察・記録
［態度］発言・行動観察

単元名
配当時数

15 生き物の１年をふり返って ～あたたかさと生き物 5～

4(4)時間

学習時期

3 月上旬
～中旬

教科書の
ページ
学習指導要領
の内容

p.182～187
B(2)ア（ア）（イ）イ

動物を探したり植物を育てたりしながら，身近な動物の活動や植物の成長
と環境との関わりを調べる活動を通して，それらについての理解を図り，
単元の目標
観察などに関する技能を身に付けるとともに，主に既習の内容や生活経験
を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力や生物を愛護する態度，主体
的に問題解決しようとする態度を育成する。
・動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
解している。
・植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあることを理
知識・技能
解している。
・身近な動物や植物について，器具や機器を正しく扱いながら調べ，それ
らの過程や得られた結果を分かりやすく記録している。
単元の
・身近な動物や植物について見いだした問題について，既習の内容や生活
観点別
経験を基に，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
評価規準 思考・判断・表現
決している。
・身近な動物や植物について，観察などを行い，得られた結果を基に考察
し，表現するなどして問題解決している。
・身近な動物や植物についての事物・現象に進んで関わり，他者と関わり
主体的に学習に
ながら問題解決しようとしている。
取り組む態度
・身近な動物や植物について学んだことを学習や生活に生かそうとしてい
る。
※「あたたかさと生き物 1～5」を通して，上記の資質・能力を育成するとともに，各観点の学習評価を適切
な場面で行い，児童の学習の状況を見取るようにする。
目標
(1)植物や動物のようす
・早春と冬の自然の様子の写真の比
較を基に，植物や動物の様子の変
わり方について問題を見いだす
ことができる。また，植物や動物
の様子を観察して，記録すること
ができる。
p.182～184
(2)記録の整理
・１年間の観察記録を整理して，植
物や動物の様子と気温との関係
について考え，まとめることがで
きる。また，あたたかさと生き物
の様子の変化についてまとめる
ことができる。
p.185～187

時数

学習活動

評価の観点と方法

2

・早春と冬の自然の様子の資料写
真を見比べて，このごろの植物
や動物の様子について話し合
う。
・このごろの植物や動物の様子を
観察して，記録する。(観察①)

［知技］行動観察・記録

2

・１年間の観察記録を整理して，
植物や動物の様子と気温との関
係についてまとめ，発表する。
・あたたかさと生き物の様子の変
化について，学んだことをまと
める。

［思判表］発言・記録
［知技］発言・記録
［態度］発言・行動観察
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