
第４学年 理科学習指導案 
第４学年２組 ２８名 

 

＜研究主題＞ 主体的に学ぶ児童の育成～読み解く力を高めるチーム学習を通して～ 

 
１ 単元名   水のすがたと温度  （「新しい理科 ４」東京書籍 ｐ175～ｐ176） 
２ 単元の目標 
 ・水の状態に着目して、温度の変化と関係付けて、水の状態の変化を調べる学習を通して、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ことができる。 
・既習内容の生活経験を基に、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をすることができ
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、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する。 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 

①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。 

②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、器具や機器などを正しく扱
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。 

思考・判断・表現 

①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、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。 

②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
情報を基に考察し、表現するなどして問題解決している。 

主体的に学習に 
取り組む態度 

①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。 

②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。 

４ 研究主題に迫るための指導の工夫 
＜視点① 読み解く力を高める＞ 
〇INPUT（取り出す・読み取る） 

   これまでに学んだ水の性質について想起して、湯気の部分が目に見える水のつぶであることを推論する。
その上で、本時の泡の正体について観察する視点を明確にする。実験中はビーカーの中の水の量、泡の様子、
袋の中の様子を取り出して記録する。 

 ○THINK（考えをもつ） 
   自力解決の時間で、袋の中にたまったものと、出てくる泡の様子を比べ、袋の中にたまったものが泡であ

ることを調べ、その結果を記録する。そして、水から出てくる泡が何でできているのかを、結果をもとにモ
デル図や文章で泡の正体について考察する。 

 〇OUTPUT（伝える） 
   実験結果を基に、温度変化と関係付けながらモデル図を用いて表現したり説明したりする。そして、自分

の考えをチーム学習で生かせるようにしていく。 
＜視点② 思考をバージョンアップする＞（練り上げる） 
 ○つなげる 

水は、氷・湯気・水蒸気といった状態変化があり、水は温度が変化することによって状態を変化させるが、
なくならず存在していることを、これまでの既習とつなげながら本時の学習のまとめを行う。水が湯気や泡
になる様子を観察して、温度と水の変化を関係付けながら調べ、温度による水の状態変化についての見方や
考え方を養っていく。また、水のすがたの変わり方を表したモデル図を参考にしながら、水を熱したときの
水の状態変化について、説明したり伝え合ったりして児童の思考がバージョンアップできるようにしていく。 

 ○チーム学習 
   あわの正体を調べる実験結果から、ふくろの中にたまったものが水か水でないのか話し合わせ、水を熱し

たときの水のすがたの変わり方について、図や言葉を使いながら４人組や学級全体で伝え合うことができる
ようにする。 

５ 単元指導計画 

次 時 〇学習活動 ☆指導の工夫 ◆評価規準 

１ 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
した時の水のすがた
の変わり方について
問題を見いだす。 

 

☆既習事項と生活経験を基にして
予想を話し合えるようにする。 

☆寒い日の水のすがたや氷を作っ
た経験について想起する場面を
設定することで、氷のでき方につ
いて自ら問題を解決したいとい
う意欲をもつことができるよう
にする。 

◆氷のでき方について考える中で
気付いたことや疑問に思ったこ
とから、共通点や差異点を基に、
水を冷やしたときの水のすがた
の変わり方について問題を見い
だし、表現している。 

（思・判・表-①） 



２ 

○ 水を冷やしたときの
様子や温度と体積の
変化を予想する。 

○ 水を冷やしたときの
様子や温度と体積の
変化を調べる方法を
考える。 

☆水が氷になるときの温度や、氷に
なるまでの様子を調べるという
観察の視点を実験の前に明確に
しておく。 

☆確実に実験できるように教科書
１６７ページの図を見て、実験装
置を確認する。 

◆水を冷やしたときの温度と体積
の変化について、温度計などを正
しく扱いながら調べ、得られた結
果を分かりやすく記録している。 

（知・技-②） 

３ 
 

○ 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） 

☆実験では、１分ごとの温度変化、
水の様子の変化、水の体積の変化
に着目することを確認する。 

☆水が凍り始めたときと、水が全部
凍ったときの温度に着目し、記録
するよう指導する。 

☆実験後のタブレットに記録した
結果をグラフに整理する。 

４ 

○ 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。 

☆温度変化や水の様子を調べた結
果を、クロームブックのスライド
でグラフに表し、学級で共有でき
るようにすることで、学級全体で
事実を根拠にして対話的に考察
を行うことができるようにする。 

◆水は冷やされると０℃で凍り始
め、氷になると体積が増えること
を理解している。  （知・技-①） 

◆冷やしたときの水の様子につい
て学んだことを生かして、身の周
りの事物・現象について考えよう
としている。      （主-②） 

２ 

５ 

○ 水を熱したときの様
子について知ってい
ることや写真資料を
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
の温度や様子を調べ
る方法を考える。 

☆生活経験のいろいろな場面につ
いて説明することができるよう
にする。  

☆計画を立てる際に、既習の内容を
想起しながら考え、ノートにまと
める時間を十分に取ることで、見
通しをもって実験を行うことが
できるようにする。 

☆安全な実験を行うための助言を
確実に行う。 

◆水を熱したときの温度や様子に
ついて、既習の内容や生活経験を
基に、根拠のある予想を発想し、
表現している。（思・判・表-①） 

６ 

○ 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） 

☆実験を安全に行うことができる
ように机間指導を行う。 

☆熱していくと水の量が減少して
いくことに気付けるようにする。 

◆水を熱したときの様子や温度の
変化について、温度計や加熱器具
を正しく扱いながら調べ、得られ
た結果を分かりやすく記録して
いる。       （知・技-②） 

７ 

○ 熱したときの水の様
子や温度の変化につ
いてまとめる。 

☆温度変化や水の様子を調べた結
果を、クロームブックのスライド
でグラフに表し、学級で共有でき
るようにすることで、学級全体で
事実を根拠にして対話的に考察
を行うことができるようにする。 

◆水を熱したときの様子や温度の
変化について学んだことを生か
して、水が１００℃近くになった
ことを見分ける方法について考
えようとしている。 

（主-②） 

３ 

８ 

○ 熱した後にビーカー
の中に水が減ってい
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
ることを調べる方法
を考える。 

☆「自然の中の水のすがた」の単元
で学んだことを想起しながら、熱
した後のビーカーの中の水が減
っていた理由について、個人で考
えてノートにまとめる時間を十
分に取ることで話し合いの必然
性をもてるようにする。 

 

◆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、既習の
内容や生活経験を基に、根拠のあ
る予想を発想し、表現している。 

（思・判・表-①） 

９ 

○ 水を熱して、湯気の
正体について調べ
る。   （実験３） 

☆実験を安全に行うことができる
ように机間指導を行う。 

☆湯気の様子に着目するという観
察の視点を実験の前に明確にし
ておく。湯気の正体についてすす
んで調べることができるように
する。 

◆湯気の正体を調べる活動にすす
んで取り組み、友達と協力して調
べたり、予想や実験結果などをお
互いに伝え合ったりしながら、問
題解決しようとしている。 

 （主-①） 



10 
 

○ 水を熱して、泡の正
体について調べる。         

（実験３） 
○ 水を熱したときの変

化をまとめる。 
 

☆実験を安全に行うことができる
ように机間指導を行う。 

☆泡を集めたときの様子に着目す
るという観察の視点を実験の前
に明確にしておくことで、泡の正
体についてすすんで調べること
ができるようにする。 

☆水を熱したときのすがたの変化
について、「水蒸気」や「湯気」と
いう言葉の意味を押さえながら
考えるよう促すことで、水のすが
たの変化に関する概念的な理解
につなげることができるように
する。  

☆水蒸気や泡は「水が変化したも
の」であることを確認する。 

◆水を熱し続けると沸騰し、水蒸
気になることを理解している。 

      （知・技-①） 
◆学んだことを整理しながら、水を
熱したときのすがたの変わり方
について、図を基に説明してい
る。      （思・判・表-②）             

11 

○ 水の３つのすがたに
ついてまとめる。 

○ 温度による水のすが
たの変化について、
学んだことをまとめ
る。 

☆これまでの学習を振り返り、水の
３つのすがたの変化を温度のグ
ラフと関係付けてまとめること
で、温度による水のすがたの変化
に関する概念的な理解につなげ
るようにする。 

◆水のすがたの変化について、これ
までに調べた結果を基に、温度と
の関係を考察し、表現している。 

（思・判・表-②） 

６ 本時（１０／１１時間） 
（１）ねらい 
   水を熱したときに出てくる泡の正体を調べる実験にすすんで取り組み、友達と協力して、加熱器具を正し

く安全に使用しながら調べることができる。 
（２）展開 
  学習活動 

〇主な発問 ・児童の反応 
☆指導の工夫（視点①②） 
【基礎的読解力の視点】 

◆評価規準 
（観点） 

導
入 

つ
か
む 

１ 問題を確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
２ 本時のめあてをつかむ。 
  
 
 
 

☆前時で学習したことを想起させ、ビ
ーカーの中の水が減ったのは、水が
湯気として空気中に出ていったこと
だと確認しておく。また、水は目に見
えないすがたで空気中に出ていくこ
ともおさえておく。 

 

展
開 

取
り
出
す 

 

３ 実験３に取り組む。 
  泡の正体を調べる。 
○泡の正体を実験で調べましょ
う。 

☆自分の予想と比べてどんな結果にな
るのかを考えられるようにする。 
☆実験時間短縮のために、お湯を使用
する。 

☆ストローや袋などの接続部分から気
体や液体が漏れないようにしてお
く。 

☆加熱前には、ポリエチレンの袋をし
ぼませておく。 

☆水が沸騰しているときに出てくる泡
が、ろうとの中を通って水になって
袋に入っていく様子を観察できるよ
うにする。ストローの途中で水滴が
見えることもあるので、その部分に
も注目できるようにする。 

（視点①：INPUT） 

 

熱した後に、ビーカーの中の水がへっていたのはなぜだろうか。 

（
本
時
） 

めあて  

泡の正体を調べ、水のすがたの変わり方を説明しよう。（共書き） 

 



読
み
取
る
・
考
え
を
も
つ 

４ 実験結果から分かったことを
考察する。 

○実験結果から分かることについ
てモデル図を使って考察しまし
ょう。 

 
５ 実験結果からどんなことが分

かるのかをチームで意見を交
流する。 

○調べた結果から、どんなことが
分かるでしょうか。 
実験結果を発表し、結果を基に、
泡の正体についてモデル図を使
って伝え合う。 

・袋に水がたまったことから、泡の
正体は水蒸気であるといえる。 

 
○２つの実験結果から、熱した後
に水がへる理由を考えましょ
う。 

・熱した後に水がへるのは、水がふ
っとうして、湯気やあわとして
空気中に出ていったからだと思
う。 

・水が蒸発したからだと思う。 

☆実験３の「湯気の正体」の実験を想起
させ、結果で湯気は水が目に見える
状態であることを確認しておく。 

 
☆袋の中にたまったものと、出てくる
泡の様子を比べ、袋の中にたまった
ものが泡であることを調べ、その結
果を記録する。（視点①：THINK） 

          【イメージ同定】 
☆水から出てくる泡が何でできている
のかを、結果を基に考察して予想を
見直す。   （視点①：THINK） 

☆ふくろの中に水が溜まらない場合
は、あわが通ったストローの中を確
認させ、あわの正体を考察できるよ
うにする。 

 
☆温度変化と関係付けながらモデル図
を用いて表現したり説明したりする
活動を行う。 （視点①：OUTPUT） 

       【イメージ同定、推論】   
○チーム学習では、自分の考えを相手
に伝え、比較し、共有することで、多
面的に水の状態変化を整理すること
ができるようにする。 

       （視点②：チーム学習） 

 
 
 
◆学んだことを整
理しながら、水を
熱したときのす
がたの変わり方
について、図を基
に説明している。 

（思・判・表-②） 

練
り
上
げ
る
・
伝
え
る 

６ 本時の学習をまとめる。 
「蒸発」「湯気」「水蒸気」という言
葉を整理しながら、まとめる。 
 

○水のすがたの変わり方を表したモデ
ル図を参考にしながら、水を熱した
ときの水の状態変化について、説明
したり伝え合ったりして思考のバー
ジョンアップを図る。 

        （視点②：つなげる） 
○湯気は目に見える状態（水のつぶ）、
あわは目には見えない状態（水蒸気）
であることをおさえておく。 

 

ま
と
め 

 
 
 
 
 
 
７ 本時の学習を振り返る。  

 
 
 
 
 
 
☆振り返りで「水蒸気」や「湯気」とい
う言葉をつかって、本時の学習で大
切だと思ったことをまとめる。 

（視点②：つなげる） 

◆水を熱し続ける
と沸騰し、水蒸気
になることを理
解している。       

（知・技-①） 

 
７ 板書計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

結論  

熱した後に、ビーカーの中の水がへったのは、水が蒸発したからで
ある。水を熱したときに出てくる泡は、水じょう気である。湯気は、小
さい水のつぶである。水がふっとうしているとき、水はさかんに蒸発
している。（共書き） 

水のすがたと温度 

問題 

熱した後に、ビーカーの中の水がへっていたのはなぜだろうか。 

 めあて  

あわの正体を調べ、水のすがたの変わり方を説明しよう 

 

ロールスクリーン 

タブレットの板書用で活用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論  

・熱した後に、ビーカーの中の水がへっ

たのは、水が蒸発したからである。 

・水を熱したときに出てくる泡は、水じ

ょう気である。湯気は、小さい水のつ

ぶである。 

・水がふっとうしているとき、水はさか

んに蒸発している。 

 

 

教科書 1７３ペ

ージの実験２の

結果 

教科書17６ペ

ージの水のす

がたの変わり

方を表したモ

デル図 

 

「湯気とあわの正体を調べよう」ワ

ークシートの拡大図 

教科書 104 ペ

ージの実験１

の結果 

水は空気中に出てい

くとき目にみえない

すがたに変わる 

→じょう発 


