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第 ５ 学 年 理 科 学 習 指 導 記 録
５年 ２・３・５組

１ 単元名 「もののとけ方」

２ 単元について
（１）単元の概要

学習指導要領では，次のような位置付けになっている。

【第５学年】Ａ（１）物の溶け方
物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いを調べ，物の溶け方の規則性についての考

えをもつことができるようにする。
ア 物が水に溶ける量には限度があること。
イ 物が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。また，この性質を利用して

溶けている物を取り出すことができること。
ウ 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと。

本内容は，第３学年「Ａ（１）物と重さ」の学習を踏まえて，「粒子」についての基本的な見方や
概念を柱とした内容のうちの「粒子の保存性」にかかわるものであり，第６学年「Ａ (２)水溶液の
性質」につながるものである。

ここでは，物の溶け方について興味・関心をもって追究する活動を通して，物が水に溶ける規則性
について条件を制御して調べる能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，物の溶け方の
規則性についての見方や考え方をもつことができるようにすることがねらいである。

物を溶かすことは，多くの児童がこれまで何気なく経験してきていることであるが，「物が水に溶
ける」様子をじっくりと見たり，溶けた物が水の中でどうなっているかを考えたりした経験はほとん
どないだろう。導入では，物が水に溶ける様子をじっくり観察して，溶けるとはどういう状態かを理
解させる。そして，「物は水に溶けるとなくなるのか」「いくらでも溶けるのか」など物の溶け方へ
の問題意識をもたせてこれからの学習へと生かしていきたい。それらの課題を調べる活動を通して，
「溶けた物の重さは保存されること」「溶ける量の限界」「物の溶け方の違い（種類，水量，水温な
ど）」を学習し，物の溶け方の規則性についての見方や考え方をもつことができるようにする。学習
の理解を深めるために，第２次で，２つのコップに入れた水を合わせても，混ざりあわない仕組みに
ついて，水の濃度と重さとを関連付けて説明する活用課題を設定する。また，この単元では，メスシ
リンダー，ろ過器具，加熱器具などいろいろな実験器具を使用する。単元全体を通して，それらの正
しい操作の仕方や安全な扱い方についても身に付けさせたい。そして単元のまとめとして，食塩と砂
が混ざったものから食塩を取り出すにはどうしたらよいかという活用課題に取り組む。

（２）単元の観点別目標
自 然 事 象 へ の 関 心 ・ 意 欲 ・ 態 度：①物を水に溶かしたときの様子に興味・関心をもち，自ら物の溶け方の規則性

を調べようとしている。
②溶け残った食塩やホウ酸を溶かすことに興味・関心をもち，自ら水の量や温

度と溶ける量の関係について調べようとしている。
科学的な思考・表現：①水溶液の重さを，溶けている物と水を合わせた重さと関係づけて考察し，自

分の考えを表現している。
②物の溶け方とその要因について予想をもち，条件に着目して実験を計画し，

表現している。
③２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたときの現象を，溶け

ている物と水溶液の重さとを関係づけて考察し，自分の考えを表現している。
④これまでの学習で得た知識や技能を使って，食塩と砂が混ざった物から食塩

だけを取り出す方法を考え，表現している。
観察・実験の技能：①電子てんびんや上皿てんびんを適切に操作し，物の重さを調べている。

②メスシリンダーなどを適切に操作し，適量の水をはかりとっている。
③一定量の水に溶ける物の量を調べ，その過程や結果を記録している。
④ろ過器具や加熱器具などを適切に操作し，安全に実験を行っている。

自 然 事 象 に つ い て の 知 識 ・ 理 解：①物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないことを理解してい
る。

②物が一定量の水に溶ける量には，限りがあることを理解している。
③物が水に溶ける量は，水の量や温度，物によって違うことを理解している。
④水の量や温度を変えると，溶けている物を取り出すことができることを理解

している。

（３）児童の実態と指導上の留意点及び合理的配慮
【児童の実態】 ５年３組 在籍33名

・理科の授業では，体験や実験，観察に大変興味をもって取り組んでいる。本単元では，物がどれ
だけ溶けるのか（溶ける量には限界があるのか）を明らかにする活動や，大きな結晶をつくる活
動などで，大変興味をもって主体的に活動を進めるのではないかと考えられる。

・「食塩や砂糖などを水やお湯に溶かしたことがあるか」という質問をしたところ，３分の２の児童
が経験があると回答した。溶かした物の内容として，食塩や砂糖の他にみそやカルピス，工作ノ
リなどもあった。このことから「混ざる」と「溶ける」の違いを同じにとらえていると考える。「水
溶液」という言葉とともに「溶けて透明になる」という考えを身に付けさせていきたい。

・「100ｇの水に食塩30ｇを溶かすと何ｇになりますか」という質問に対して，100ｇと30ｇを足して
130ｇと答えた児童が17名，食塩が溶けて無くなるから100ｇと答えた児童が11名，その他の答えが
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５名だった。130ｇと答えた児童の中で，理由を正しく説明できたのは５名であった。
【指導上の留意点及び合理的配慮】
・本単元では，きちんとした量や重さにしないと適切な実験の結果が出ない「定量実験」を学ぶこ

とになる。そこで単元前半で行う「食塩」を溶かしての疑問追究では，正しくはかりとる必要性
を感じさせるため，実験方法では「何ｇ」や「スプーン1 杯」等の量について細かく指導してい
く。

・実態調査で多くの児童が「溶ける」事に対して誤認が多かった。この実態を踏まえて，物が溶ける
ということは，「透明になる」「溶かした物が見えなくなる」という考えの定着を図る。

・４年生の既習事項「同体積で比べると温度の高い水は軽い」というように，水の重さに着目でき
るよう，水溶液の重さは溶けている物と水の和ということをおさえていきたい。

・言葉の説明だけでは伝わりにくいところを補う手立てとして，実験の現象から考えられることを
イメージ図を使って説明させる。例えば，水に溶けた食塩が見えなくなったのは，無くなったの
ではなく，固まっていた食塩の粒が水の粒に混ざり，小さい状態で広がって均一になることなど，
イメージ図を使ってよりはっきりととらえさせたい。

【児童の実態】 ５年５組 在籍33名
・「食塩や砂糖などを水やお湯に溶かしたことがあるか」という質問をしたところ，クラスの全児童

が経験があると回答した。溶かした物の内容として，食塩や砂糖の他に小麦粉やコンソメ，カレ
ールウなど，調理に関わる生活経験の中で「溶かす」という経験がある児童が多いようだ。しか
し，溶かしたものの中には，カルピスなど液体を水に混ぜることも溶かすことだと思っている児
童もいる。また，「水に溶けるとはどういうことか」という質問に対しては，「消える」「見えなく
なる」「形がなくなる」などイメージがしっかりとできていない児童が多い。このことから，溶け
たときに，溶かした物質の存在がなくなってしまっているとイメージしている児童がいると考え
る。

・「100ｇの水に食塩30ｇを溶かすと何ｇになりますか」という質問に対して，100ｇと30ｇを足して
130ｇと答えた児童が15名，食塩が溶けて無くなるから100ｇと答えた児童が８名，その他の答えが
９名だった。物が溶けると目に見えなくなるので，重さも変わると捉えている児童が約半数いた。

・「温度が違う水が入ったコップを重ねるとどうなるか」という質問に対しては，「温められた水は
軽くなって上へ，冷たい水は重いので下へ」という考え方はできているのだが，なぜそのようにな
るのか，そして「同体積ならば」という観点からの説明はなかった。

【指導上の留意点及び合理的配慮】
・実態調査で多くの児童が「溶ける」事に対して誤認が多かった。この実態を踏まえて，物が溶ける

ということは，「透明になるが，無くなったわけではなく，水溶液内に均一に広がっている」とい
う考えの定着を図る。

・４年生の既習事項「同体積で比べると温度の高い水は軽い」というように，水の重さに着目でき
るよう，水溶液の重さは溶けている物と水の和ということをおさえていきたい。

・言葉での説明が苦手な児童，イメージをしづらい児童に対する手立てとして，実験の現象から考
えられることをイメージ図を使って説明させる。例えば，水に溶けた食塩が見えなくなったのは，
無くなったのではなく，固まっていた食塩の粒が水の粒に混ざり，小さい状態で広がって均一に
なることなど，イメージ図を使ってよりはっきりととらえさせたい。

【児童の実態】 ５年２組 在籍34名
・「食塩や砂糖などを水やお湯に溶かしたことがあるか」と尋ねたところ，19名の児童があると答え

た。溶かしたことがないという児童にもう一度確かめたところ飲み物を飲むのに何かを溶かしたり，
入浴剤を溶かしたりとほとんどの児童が物を溶かした経験をもっていた。

・「物が水に溶けるとはどのようなことか」の質問に対して，液体になる（８名），小さくなってな
くなる・消えてなくなる（7名），形がなくなる（5名）などのほかに，ものが見えなくなる，均等
に混ざり合う,色がなくなり透明になるなどの回答があった。

・「水100gに食塩30ｇを溶かすと何gになるか」の質問に対して，正解できた児童は18名であった。
見えないけれど食塩が存在している，食塩の重さはなくなっていないからと答えた児童は４名で，
ただ単に100＋30をしたから130ｇになると答える児童が多かった。食塩がなくなるから100ｇにな
る（10名），その他には味があるので食塩の存在は意識しているもののなくなっている分もあるか
ら130ｇより少ない，食塩が水を吸ってしまうから70gと答える児童もいた。

・４年生で学習した「温度の違う水が入ったコップを重ねるとどうなるか」という質問に対しては，
同体積の時の水の温度と重さの関係を説明できた児童はおらず，温度と重さの違いに触れられた児
童が10名であった。

・「水と砂が混ざったところから砂だけを取り除けるか」の質問に対して，17名ができると答えた。
方法としてはふるいやガーゼを使ってこすという方法が多かった。水や湯に砂は溶けてしまうと思
っている児童も数名いた。

【指導上の留意点及び合理的配慮】
・日常生活の中で物を溶かした経験を想起させながら，今まで何気なくしてきた「物が水に溶ける」

という事実を科学的にとらえ直して，理解を深めていく。導入では，物が水に溶けていく様子をじ
っくり観察させ，物が溶けるとはどういうことなのかをまずは視覚的にとらえさせる。

・物が溶けている水を水溶液というが，透明でなければ水溶液といわないことをおさえる。目に見え
ない物が溶けている状態をイメージ図などを用いて考えさせ，水に溶けるとはどういうことなのか
をおさえる。溶けたものは下に行くと考えている児童もいるので，均一に広がっていることをコー
ヒーシュガーを使って確かめる。

・物を溶かすとその物がなくなり，重さが消えてしまうととらえている児童が多い。重さを調べたり，
溶かした物を取り出したりして，物は溶けても水の中に存在していることをとらえさせる。また，
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４年生の学習を想起させ，同体積の水ならば食塩などが溶けているほうが重いことを確かめる。
・質量保存をとらえる実験では，重さを正確に量ることが大切である。水や食塩などをこぼしてしま

うと正確な結果が得られないことを十分に理解させる。この単元では，メスシリンダーやろ過装置
など多くの実験器具を使う。安全に，そして正確に実験ができるよう器具の適切な使用の仕方につ
いても指導していく。

３ 研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する活動を取り入れることで，21世紀を生き
抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
※「５ 本時の指導」にて

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の
考えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

※「５ 本時の指導」にて

４ 指導計画（全13時間扱い）

時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

１ ・物が水に溶ける様子や溶 ・砂糖や食塩が溶けていく様子を観察する。
けたあとの様子を観察し ・水溶液とは何か理解する。
て，「水溶液」について 評 物を水に溶かしたときの様子に興味・関心をもち，自ら物
理解できる。 の溶け方の規則性を調べようとしている。 （関①）

２ ・物が水に溶けて見えなく ・電子てんびんや上皿てんびんの正しい使い方を知り，物の重
・ なっても，溶かした物は さを量る。
３ 存在し，水溶液の重さは ・食塩は水に溶けてなくなってしまったのか，食塩が溶ける前
・ 水の重さと溶かした物の と後の重さを量って調べる。
４ 重さの和になることを理 ・水の重さ，溶かした物の重さ，水溶液の重さの関係をまとめ

解できる。 る。
評 電子てんびんや上皿てんびんを適切に操作し，物の重さを

調べている。 （技①）
評 水溶液の重さを，溶けている物と水を合わせた重さと関係

づけて考察し，自分の考えを表現している。 （思・表①）
評 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらない

ことを理解している。 （知・理①）

５ ・一定量の水に溶ける食塩 ・メスシリンダーの使い方を知り，正確に水の量をはかりとる。
・ の量には限りがあること ・水50mLに溶ける食塩の量を予想し，調べる。
６ を理解できる。 ・実験結果をもとに，水に溶ける食塩の量についてまとめる。
・ ・２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたとき，
⑦ 混ざる場合と混ざらない場合の仕組みについて考える。
３ 【活用課題】
・ 評 メスシリンダーなどを適切に操作し，適量の水をはかりと
５ っている。 （技②）
組 評 一定量の水に溶ける物の量を調べ，その過程や結果を記録

している。 （技③）
評 ２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたと

きの現象を，溶けている物と水溶液の重さとを関係づけて考
察し，自分の考えを表現している。 （思・表③）

８ ・一定量の水に溶けるホウ ・水50mLに溶けるホウ酸の量を予想し，調べる。
酸の量にも限りがあるこ ・実験結果をもとに，物が一定量の水に溶ける量には限界があ
とから物が一定量の水に ることや，物によってその限界の量が違うことについてまと
溶ける量には限りがある める。
ことを理解できる。 評 物が一定量の水に溶ける量には，限りがあることを理解し

ている。 （知・理②）

９ ・溶け残った食塩やホウ酸 ・溶け残った食塩やホウ酸を溶かす方法を話し合う。
・ を溶かす実験を通して， ・予想した方法で実験をして溶けるかどうか調べる。
10 水の量や温度によって物 ①水の量を多くする ②水の温度を高くする

が溶けるように違いがあ ・実験の結果や資料から食塩とホウ酸の溶け方の違いをまとめ
ること，食塩やホウ酸で る。
溶け方に違いがあること 評 溶け残った食塩やホウ酸を溶かすことに興味・関心をもち，
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に気付く。 自ら水の量や温度と溶ける量の関係について調べようとして
いる。 （関②）

評 物の溶け方とその要因について予想をもち，条件に着目し
て実験を計画し，表現している。 （思・表②）

評 物が水に溶ける量は，水の量や温度，物によって違うこと
を理解している。 （知・理③）

11 ・水溶液からホウ酸を取り ・ろ過の仕方を知り，ホウ酸の水溶液の温度が下がったために
・ 出す方法を知り，水溶液 出てきたホウ酸をろ過する。
12 の中に溶けている物は取 ・残った水溶液にホウ酸が含まれているか調べる方法を考え，

り出せることを理解でき 話し合う。
る。 ・実験をして，ろ液の中に溶けているホウ酸を取り出す。

①水を蒸発させる（水の量を少なくする） ②冷やす
・水溶液から溶けている物を取り出す方法についてまとめる。
評 ろ過装置や加熱装置などを適切に操作し，実験を行ってい

る。 （技④）
評 水の量や温度を変えると，溶けている物を取り出すことが

できることを理解している。 （知・理④）

⑬ ・これまでの学習で得た知 ・食塩と砂を混ぜた物を用意し，食塩だけを取り出す方法を考
２ 識や技能を使って，食塩 える。 【活用課題】
組 と砂が混ざった物から食 評 これまでの学習で得た知識や技能を使って，食塩と砂が混

塩だけを取り出す方法を ざった物から食塩だけを取り出す方法を考え，表現している。
考えることができる。 （思・表④）

５ 本時の指導（７／13）
（１）目 標

これまでの学習で得た知識を活用し，２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたと
きの現象を，溶けている物と水溶液の重さと関係づけて考察し，自分の考えを表現することができ
る。

（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
児童は本時までに，「物が水に溶けるというのはどういうことか」「水溶液の重さは水と溶けた

物の和になること」を学習してきている。本時では，２つのコップに濃度のちがう食塩水や水を
入れて合わせたとき，混ざる場合と混ざらない場合が起こる仕組みについて考える活用課題を設
定した。ここでは，本単元の既習事項の「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」と，第
４学年「もののあたたまり方」で学習した「重いものは下に，軽い物は上に移動する」という知
識を使うと，２つのコップで濃度が低い食塩水（水）を入れたコップを上にすると混ざらず，濃
度が高い食塩水を入れたコップを上にすると混ざるという現象を推論することができる。既習事
項の知識を使って問題解決し，言葉や図で自分の考えを表現したり，説明したりすることで理解
深化を図りたい。

○活用課題に対する評価基準を明らかにする。
本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め

るための手立てをうつ。
Ａ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」「重いものは下に，軽い物は上に移動す

る」この２点を踏まえて，自分の考えをわかりやすく表現している。
Ｂ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」を踏まえて，自分の考えを表現している。
Ｃ評価：自分の考えが表現できない。

（水溶液の重さはどのようにして決まるのか，ノートを見て振り返るように助言する。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え
を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

本時では，活用課題に対して，まず，自分自身で予想し，グループで話し合い，手品に必要な
要素を考える。なぜそのような現象が起きたのかを，友達の考えと比較検討することでよりよい
解を導き出すような話し合いをし，より深い理解へとつなげていく。そのために，自分の考えを
的確に分かりやすく伝えられるように，考える時間を十分に確保して話し合わせたい。

５ 本時の指導（７／13） ５年３組（理科室）
（１）目 標

これまでの学習で得た知識を活用し，２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたと
きの現象を，溶けている物と水溶液の重さと関係づけて考察し，自分の考えを表現することがで
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きる。
（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を
生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
児童は本時までに，「物が水に溶けるというのはどういうことか」「水溶液の重さは水と溶けた

物の和になること」を学習してきている。本時では，２つのコップに濃度のちがう食塩水や水を
入れて合わせたとき，混ざる場合と混ざらない場合が起こる仕組みについて考える活用課題を設
定した。ここでは，本単元の既習事項の「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」と，第
４学年「もののあたたまり方」で学習した「重い物は下に，軽い物は上に移動する」という知識
を使うと，２つのコップで濃度が低い食塩水（水）を入れたコップを上にすると混ざらず，濃度
が高い食塩水を入れたコップを上にすると混ざるという現象を推論することができる。既習事項
の知識を使って問題解決し，言葉や図で自分の考えを表現したり，説明したりすることで理解深
化を図りたい。

○活用課題に対する評価基準を明らかにする。
本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め

るための手立てをうつ。
Ａ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」「重い物は下に，軽い物は上に移動す

る」この２点を踏まえて，自分の考えをわかりやすく表現している。
Ｂ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」を踏まえて，自分の考えを表現している。
Ｃ評価：自分の考えが表現できない。

（水溶液の重さはどのようにして決まるのか，ノートを見て振り返るように助言する。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え
を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

（３）展 開 ◎印は，研究仮説とのかかわり 評（評価） 手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
実際の児童の様子 （）は実際に

かかった時間

1 本時の課題を把握する。 ・手品の内容が理解しやすいように，資料を ３
掲示した。 （３）

この実験を成功させるためには，ど
のようにしたらよいだろうか。

２ 予想を立てる。 ◎ ４年生の既習を振り返り，重さに視点を ４
〈予想される児童の考え〉 向けさせた。 （４）

・水溶液と水で重さに違いがあるのだろ
う。 ・液体の温度に視点が向いてしまったの

・濃度の違う水溶液なので，重さに違い で，直接コップを触らせ，大きな温度差
があるのだろう。 がないことを確認した。

・温度に差があるのだろう。

３ 自分の考えに対する自信度を示す。 ・自分の課題に対する自信度を聞いた。 ３
「５ぜったい」「４きっと」「３たぶん」 （１）
「２もしかして」「１ひょっとすると」

４ グループごとに実験を行い，手品の種 ・友達と話し合い，手品に必要な物を考え 15
を解き明かす。 させた。 （15）
・水溶液の重さに違いがあるよ。 ・実験にあたり，コップのふち同士を合わせ
・混ざらないようにするには，濃い水溶 ること，コップを押さえながら仕切りを外

液のコップを下にした方がいいかな。 すことなどに気を付けるよう伝えた。
・濃い水溶液は重くて，薄い水溶液は軽 ・各グループにコップ，仕切り板，着色料の

いから，上下を考えればいいんじゃな セットを２つずつ配った。
いかと思うよ。 ・手品を行う際に必要な物（食塩，電子てん

びん，ガラス棒，薬さじ）は前に取りに来



５年-理6

させた。
・水の色は，児童につけさせた。

・手品を行うときに，コップのふち同士を
合わせることに苦戦し，中の液体をこぼ
してしまうグループが多かった。そのた
め，実験結果が得られないグループがあ
った。

・上下のコップの液体が混ざってしまい，
思った結果が得られないグループが多か
ったが，手品を成功させるためにいろい
ろと思考していた。

◎ グループで話し合い，手品の仕組みを分 12
５ 実験結果を確認し，なぜ混ざる場合と かりやすく説明できるようにした。 (10)

混ざらない場合があったのか自分の考え ・書き終わったグループから，ホワイトボー
をまとめ，グループで話し合い，ワーク ドにワークシートを貼りに行かせた。
シートに書く。
・濃度の違いによって重さが違うので，

濃い水溶液を上にすると混ざってしま

評 ２つのコップに入れた水を合わせても，
混ざり合わない仕組みを，濃度の違う食塩
水の重さと関連付けて考察し，自分の考え

った。反対ならば混ざらない。 を表現している。
（ワークシート）（思・表③）

手 赤い水は濃度が高い水，青い水は濃度が ５
６ 実験結果から考察する。 低い水にしたことを確認し，「水溶液の重 (3)

・実験結果をふまえて，溶液の重さが溶 さは水と溶けた物の和になること」「重い
けている物の重さと水の重さの和にな 物は下に，軽い物は上に移動する」という
ることを説明する。 ことを関連付けて考えさせた。

・手品が成功したグループのワークシートと
見比べながら，自分の書いたワークシート
を修正し，仕上げさせた。

・「溶液の重さは溶けている物の重さと水の ２
７ まとめをする。 重さによって違う」，「濃い水溶液は重い， （７）

薄い水溶液は軽い」ということを取り上
重さが違うので，重い食塩水は下の部分 げ てまとめるようにさせた。
にとどまり，軽い食塩水は上にとどまる。
だから，２つの水は混ざり合わない。

・水溶液という言葉を使ってまとめること
ができていなかった。

1
８ 後片付けをする。 (２)

６ 本時の成果（○）と課題（●）

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する活動を取り入れることで，21世紀を生き
抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
○前時までの実験結果や考察などの既習事項を振り返り，予想を書く児童が多く見られた。活用課題

を取り入れたことで，今までの学習の理解度がわかり効果的であると感じた。
●４年生での既習事項である「温度」に目が向いている児童が多かったので，「水溶液とはどういう

物なのか」や「水溶液と水の重さの関係」について，もっとおさえておく必要があった。また，事
前に手品を見せた時に「温度」は除外させる言葉がけが必要であった。

●手品のワークシートの記入で，矢印で水溶液と水が押し合っているイメージ図や，溶けている物が
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下に沈んでいるイメージ図が多かった。水溶液の状態を「物が溶けている＝均一」と意識させるこ
とが難しかった。事象がどのように起こるのかをイメージさせながら，言葉だけではなく図で表す
習慣をつける必要があった。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考えを
理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。
○ワークシートは効果的だった。グループの話し合いから，意見を書き足したり修正したりすること

ができるので，考えを深めることができた。視覚的に考えが一目でわかるので，他のグループと比
較しやすく，全体でも考えを深めることができた。

●説明の時，どうして重い・軽いのかの理由が弱く曖昧な考えが多かった。要点をおさえて説明させ
る必要があった。

７ 評価について
（１）本時の評価規準（科学的な思考・表現③）

２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたときの現象を，溶けている物と水溶液
の重さとを関係づけて考察し，自分の考えを表現している。

（２）評価技法と評価基準
＜評価技法＞

本時で提示された活用課題について，既習事項や実験結果を踏まえ，わかりやすくイメージ図
や言葉を用いて説明できたかどうか，児童が書いたワークシートの記述から分析した。

＜評価基準＞

「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」「重い物は下に，軽い物は上に移動する」という
２点を踏まえて，自分の考えをわかりやすく表現している。【Ａ評価】

「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」を踏まえて，自分の考えを表現している。
【Ｂ評価】

水溶液に対する理解が不十分で，自分の考えが表現できない。【Ｃ評価】

（３）評価の実際
【Ａと評価するポイント】

成功 失敗

成功 失敗
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・食塩水の重さは食塩と水の重さ和になるので，水と重さが異なることと，その重さの違いによって食
塩が混ざったり混ざらなかったりすることが，イメー ジ図と言葉でわかりやすく表現されている。

・イメージ図と言葉の説明に整合性がある。

【Ｂと評価するポイント】

成功 失敗



５年-理9

成功 失敗

・食塩水と水とでは重さに違いがあることを理解しているが，食塩水の中の食塩が下にたまるから食塩
水が下にいくという視点で説明しているため，水溶液の状態に対する理解が不十分である。

【Ｃ評価になってしまう児童への手立て】

成功 失敗
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・食塩水がなぜ重く，下になるのかが書かれていない。また，図の上と下の液体が何であるのか書かれ
ていない。

・食塩水が水より重いことは理解していた。
・どうして食塩水は水より重いのか，また，どうして手品が成功したのかを，掲示資料とノートを振

り返って確認した。
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５ 本時の指導（７／13） ５年５組（家庭科室）
（１）目 標

２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたときの現象を，溶けている物と水溶液の
重さとを関係づけて考察し，これまでの学習で得た知識を活用しながら，自分の考えを表現するこ
とができる。

（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を生
き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
児童は本時までに，「物が水に溶けるというのはどういうことか」「水溶液の重さは水と溶けた

物の和になること」を学習してきている。本時では，２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入
れて合わせたとき，混ざる場合と混ざらない場合の仕組みについて考える活用課題を設定した。
ここでは，本単元の既習事項である「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」と，第４学
年「もののあたたまり方」で学習した「同体積のとき重いものは下に，軽い物は上に移動する」
という知識を使うと，濃度が低い食塩水（水）を入れたコップを上にすると混ざらず，濃度が高
い食塩水を入れたコップを上にすると混ざるという現象を推論することができる。既習事項の知
識を使って問題解決し，言葉や図で自分の考えを表現したり，説明したりすることで理解深化を
図りたい。

○活用課題に対する評価基準を明らかにする。
本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め

るための手立てをうつ。
Ａ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」「重いものは下に，軽い物は上に移動す

る」という２点を踏まえて，自分の考えをわかりやすく表現している。
Ｂ評価：「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」を踏まえて，自分の考えを表現している。
Ｃ評価：自分の考えが表現できない。

（水溶液の重さはどのようにして決まるのか，ノートを見て振り返るように助言する。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え
を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

本時では，活用課題に対して，まず，自分自身で予想する。その後，グループで話し合い，手
品に必要な要素を考える。なぜそのような現象が起きたのかを，友達の考えと比較検討すること
でよりよい解を導き出すような話し合いをし，より深い理解へとつなげていく。そのために，自
分の考えを的確に分かりやすく伝えられるように，考える時間を十分に確保して話し合わせたい。

（３）展 開 ◎印は，研究仮説とのかかわり 評（評価） 手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
実際の児童の様子 ( )は実際に

かかった時間

1 本時の課題を把握する。 ・手品の内容を理解しやすいように，資料を ５
掲示した。 （５）

この手品を成功させるためには，ど ・実際の手品の手順や,どのようになったら
のようにしたらよいだろうか。 成功と失敗なのか，もう一度確認するため

に教師が演示した。

・実験する時間や予想や考察する時間を
確保するために前時に課題を提示し，
本時では，手品の内容と方法を掲示資
料で確認した。

・現象の科学的根拠は違うが，同じ現象
を昨年も経験しているので，手品を見
せた段階から，「温度が違う」「赤い水
がお湯だから軽い」とつぶやいている
児童もいた。

２ 予想を立てる。 ◎ ４年生の既習事項を振り返り，重さに視 ５
〈予想される児童の考え〉 点を向けさせた。 （８）

・水溶液と水で重さに違いがあるのだろ
う。 ・手品を見せたときに，温度が違う水で

・濃度の違う水溶液なので，重さに違い はないかと予想を立てていた児童に対
があるのだろう。 して，実際にコップ触らせることで，温
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・温度に差があるのだろう。 度は関係ないことを実感させた。しかし，
重さには着目できていたので，「温度で
ないのならば，何が理由だろう」と発問
をすることで，何かが溶けていて，その
重さに関係があるのだろうと視点をもた
せることができた。

３ 自分の考えに対する自信度を示す。 ・自分の課題に対する自信度を挙手で聞い ２
「５ぜったい」「４きっと」「３たぶん」 た。 （３）
「２もしかして」「１ひょっとすると」

４ グループごとに実験を行い，手品の種 ・手品の仕組みの予想を書いたグループから 14
を解き明かす。 実験に取り組むように伝えた。 （23）
・水溶液の重さに違いがあるよ。 ・友達と話し合い，手品に必要なものを考え
・混ざらないようにするには，濃い水溶 た。

液のコップを下にした方がいいかな。 ・各グループにコップ，仕切り板，着色料の
・濃い水溶液は重くて，薄い水溶液は軽 セットを２つずつ配った。

いから，上下を考えればいいのではな ・実験にあたり，コップのふちどうしを合わ
いか。 せること，コップを押さえながら仕切りの

薄い方から外すことなど気を付けることを
伝えた。

・手品を行う際に必要なもの（食塩，電子て
んびん，ガラス棒，薬さじ）は前に取りに
来させた。

・どちらが食塩水か認識させるために，児童
に着色させた。

・食塩水は溶けている食塩の分だけ重くな
ることは理解しており，青い水に食塩を
溶かすことは考えられていた。しかし，
どのくらい溶かすのかということについ
ては，あまり話し合われていなかった。

５ 実験結果を確認し，なぜ混ざる場合（失 ◎ グループで話し合い，手品の仕組みを分 ８
敗）と混ざらない場合（成功）があった かりやすく説明できるようにした。 （０）
のか自分の考えをまとめ，グループで話 ・書いたグループから，ホワイトボードに手
し合い，ワークシートに書く。 品の解説書（拡大版）を貼らせた。
・濃度の違いによって重さが違うので，

濃い水溶液を上にすると混ざってしま ・学習内容４と合わせて実施した。よっ
った。反対ならば混ざらない。 て，時配はそちらに含めている。

６ 実験結果から考察する。 評 ２つのコップに濃度の違う食塩水や水を ８
・溶液の重さが溶けている物の重さと水 入れて合わせたときの現象を，溶けている （５）

の重さの和になること，同体積であっ 物と水溶液の重さとを関係づけて考察し，
たとき，重いものは下へ，軽いものは 自分の考えを表現している。
上へ移動することを踏まえて，手品の （ワークシート）（思・表③）
解説書を書く。 手 赤い水は濃度が高い水，青い水は濃度が

低い水にしたことを確認し，「水溶液の重
さは水と溶けた物の和になること」「重い
ものは下に，軽い物は上に移動する」とい
うことを関連づけて考えさせた。

・他のグループの手品の解説書と見比べなが
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ら修正し，自分の解説書を仕上げさせた。

７ まとめをする。 ・まとめのときには，「水溶液の重さは溶け ２
ている物の重さと水の重さによって違う」 （６）

同体積の水溶液でも，重さが違うので 「濃い水溶液は重い，薄い水溶液は軽い」
重い食塩水は下の部分にとどまり，軽 ということを取り上げてまとめるようにし
い食塩水は上にとどまる。だから，２ た。
つの水は混ざり合わない。

・実際のまとめは，児童の発言や，つぶや
きをもとに以下のようにまとめた。

①下に食塩水，上に何も溶かしていな
い水を入れると成功する。

（溶けた食塩は消えた訳ではなく，水
溶液中に存在しており，その分重さ
があるため）

②上に食塩水，下に何も溶かしていな
い水を入れると失敗する。

③赤い水と青い水で溶かす食塩水の量
に差をつければよいのではないか。

・③について次時で確認することにした。

８ 後片付けをする。 １
（０）

６ 本時の成果（○）と課題（●）
仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を生

き抜く力を育てることができる。
① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
○昨年も経験した現象であるが，その仕組みに水の温度は関係がなく，「重いものは下へ，軽いもの

は上へ行く」という４年生までの既習事項では解決できない課題である。２つ以上の知識を活用し
て解決していく課題を設定したことで，より主体的に取り組む姿が見られた。

○本時のまとめで「溶かした食塩の量に差があれば，両方とも食塩水にしても手品は成功するのでは
ないか」という発言があり，次時で教師が演示した。実際，どちらとも食塩水で手品を行っても，
少量でも溶かした食塩に差があれば，手品は成功した。このことを踏まえて，考察させたことで，
児童の理解を深めることができた。

●児童が扱いやすい実験用具の検討が必要不可欠である。仕切り板として使用したプラスチック板の
硬さや大きさという実験技能以外の理由で手品が失敗してしまうグループもあった。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。
③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え

を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。
○ホワイトボードを用いたことで，予想の時には気付かなかったことや，実験で試したことについて

加除・訂正がしやすかった。グループ内での伝え合いにおいて，今回は有効なツールだった。
○手品の成功例と失敗例の２つの現象を提示したことで，現象を説明するという意欲をもたせること

ができた。
●手品の仕組みを考えるときに，「青い水は重い＝食塩が溶けている」「赤い水は軽い＝何も溶けて

いない」と考えて，実験に取り組んだグループが多かった。活発な伝え合いとなってはいたが，深
まりが浅かったように感じる。「どちらも食塩水である」という条件を加え，さらに児童が多様に
考えられる工夫を入れるべきであった。

●考察の時間を十分に確保することができなかった。ワークシートの形式を工夫したり，児童の実験
スキルを上げたりしていくことが必要である。

７ 評価について
（１）本時の評価規準（科学的な思考・表現③）

２つのコップに濃度の違う食塩水や水を入れて合わせたときの現象を，溶けている物と水溶液の
重さとを関係づけて考察し，これまでの学習で得た知識を活用しながら，自分の考えを表現するこ
とができる。

（２）評価技法と評価基準の設定
＜評価技法＞

本時で提示された活用課題について，既習事項を根拠として，手品の仕組みを解明して実験を行
っていることと，ワークシートの記述から分析した。

＜評価基準＞
「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」「重いものは下に，軽い物は上に移動する」とい
う２点を踏まえて，自分の考えをわかりやすく表現している。【Ａ評価】
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「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」を踏まえて，自分の考えを表現している。
【Ｂ評価】

「水溶液の重さは水と溶けた物の和になること」への理解が不十分で，説明ができない。 【Ｃ評価】
（３）評価の実際
【Ａと評価するポイント】

児童Ａ 児童Ｂ

・「食塩水に溶けた食塩は，見えなくなっただけであって，なくなったわけではない。存在するのだ
からその分重さは増える」（水溶液の重さは溶かしたものと水の和になること），「重いものは下へ，
軽いものは上へ行く」の２点について表現できている。

・手品が失敗する原因について，重さだけではなく，重い食塩水が下へ行く際に起きる対流について
も触れられている。

・溶かした量に僅かでも差があれば手品は成功する（水溶液同士が混ざらない）という実験の結果に
ついても触れて考察している。

【Ｂと評価するポイント】
・手品の仕組みには水溶液の重さが関係することには着目できているが，「重いものは下へ，軽いも

のは上へ」という前年度の既習を生かした記述がされていない。（児童Ｄ 成功の説明）
・「赤い水は重い」ということは理解しているが，なぜ重いのか，何と比較しているのかの記述が不

明確である。
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児童Ｃ 児童Ｄ

【Ｃ評価になってしまう児童への手立て】
児童Ｅ（１回目の解説書）

・図の中には「重」「軽」という表記は見られる
が，説明の中に，重さについての記述がない。
また，今回の現象の説明には必要がないシュリ
ーレン現象を根拠としている。これはおそらく，
単元の導入時に観察した「ものが溶ける様子」
で，溶けたものが下に溜まっているように見え
た経験があり，その重さで青い水溶液が下にな
ったと考えたものと推測された。そこで以下の
ような助言を行った。

①シュリーレン現象は，物質がとけるときに
見える様子を指すものであること。

②そもそも「溶けている」とはどういう状況
であったか。（水溶液の中は均一）

指導後，再度，手品の解説書を書かせると，
次のように作成してきた。

児童Ｅ（２回目の解説書）
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・水に溶かした食塩はな
くなった訳ではなく，
存在しており，その分

重さが増えることの記
述がある。

・重いものは下へ移動し
ようとすることにふれ
ているが，表現の仕方
が不十分である。

表現の仕方に課題は残るが，
現象の説明としては，Ｂ評価
の基準を満たしているもので
あると分析する。

この後，文章表現の仕方な
どを個別に指導して，解説書
を仕上げた。
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５ 本時の指導（13／13） ５年２組（理科室）
（１）目 標

これまでの学習で得た知識や技能を使って，食塩と砂が混ざった物から食塩だけを取り出す方法
を考え，表現することができる。

（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を生
き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
児童は本時までに，食塩やホウ酸を水に溶かした水溶液を使って，物が溶ける規則性について

調べてきた。前時では，ホウ酸の水溶液をろ過した後，ろ液の水の量を少なくしたり冷やしたり
してホウ酸を取り出す学習している。本時では，「食塩と砂が混ざった物から食塩を取り出すには
どうしたらよいか」を考えさせる活用課題を設定した。「食塩は水に溶ける」ことやろ液に溶けて
いるホウ酸を取り出す方法の１つである「水の量を減らすため，蒸発させる」ことを使って，食
塩を取り出し，その方法を言葉や図にかいて説明することで理解深化を図りたい。
○活用課題に対する評価基準を明らかにする。

本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め
るための手立てをうつ。
Ａ評価：水溶液から溶けている物を取り出すことができることを理解し，砂と食塩が混ざった物の

中から食塩を取り出す方法を考え，図や言葉でわかりやすく説明できている。
Ｂ評価：水溶液から溶けている物を取り出すことができることを理解し，食塩を取り出す方法を考

えることができるが，説明が不十分である。
Ｃ評価：水溶液から溶けている物を取り出すことへの理解が不十分で，説明ができない。

（ホウ酸の水溶液からどのようにホウ酸を取り出したか，ノートを見て確認させる。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。

③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え
を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。

３～４人グループで食塩の取り出し方を話し合い，計画書を書きながら取り出す手順や必要なも
のを考える。なぜその手順で行うのか根拠を示しながら自分の考えを相手に伝えたり，友達に尋ね
たりしながら立てた計画に基づき，実験を行う。友達と意見を出し合いながら実験を進めていくこ
とで課題を解決し，より深い理解へとつなげていく。

（２）展 開 ◎印は，研究仮説とのかかわり 評（評価）手（手立て）

学 習 内 容 授 業 の 実 際 と 考 察 時配
( ) は 実

実際の児童の様子 際 に か か

った時間

１ 昔行われていた日本の塩作りについて ・資料を使い，日本で行われていた塩の作り ５
知る。 方を紹介した。砂に海水をまいて乾燥させ， （５）
・日本では海水から塩を作っていた。 そこから塩を得ていたことを知らせた。
・千葉県でも塩作りが行われていた。
・今でも昔からの方法で塩作りを行って

いるところがある。

２ 本時の課題を把握する。 ・昔からの塩作りでは，海水が蒸発して塩が ３
ついた砂からどのように塩を取り出してい （３）

食塩と砂が混ざった物から，食塩だ たのか疑問をもたせ，食塩を取り出す方法
けを取り出すにはどうしたらいいだろ を考えさせた。
うか。

３ 予想を立てる。 ◎ 課題を解決できるように，前時までの学 ３
〈予想される児童の考え〉 習内容を振り返った。 （５）

・砂ごと水に入れて溶かせば，食塩だけ
水に溶けるだろう。

・ろ過をしたら砂だけ取り除けるのでは
ないか。

・ろ液の中に食塩が残っているはずだ。
・ホウ酸のように水の量や温度を変えた

ら取り出せるだろう。

４ グループごとに実験方法，手順につい ・今までの学習から得た知識を使って予想 ５
て話し合い，実験の計画書を作る。 し，計画書を作らせた。 （18）
・食塩と砂はどうやって離したらいいの ◎ 友達と話し合い，取り出す手順や必要な
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だろう。 道具などを考えさせた。
・ふるいにかけて砂を取ることはできる

だろうか。 ・既習を生かし，すぐに話し合いに取り組み
・食塩は水に溶けるから一度溶かしてか 計画書を書き出した。

らろ過すれば砂を取り出せるのではな ・砂についた食塩を溶かすために水を入れて
いか。 かき混ぜると考えたものの砂は水に溶けて

・ろ過した液の中には食塩が入っている しまうのではないかと迷っている児童もい
からそこから塩を取り出そう。 た。友達との話し合いで，低学年のころに

・ホウ酸の時のように水を蒸発させれば 泥団子を作った経験を思い出し，溶けない
食塩が出てくるのではないか。 と考えることができた。

・グループによって詳しく書いていたり，必
要な用具を書いたりという違いはあったが
どのグループも計画書を作りながら手順を
確認することができた。

５ 作成した計画書に沿って，実験をする。 ・計画書ができたグループから実験を始めさ 10
・グループで協力しながら実験を行う。 せたので，計画書の作成と実験を合わせて （０）

20分ほど時間をとった。
・理科室にある用具は，必要に応じて自由に

使ってよいことにしたが安全面に注意して
使わせた。

・計画を立てな
がら必要な用
具を考え，自
分たちで用意
をし，実験を
進めていった。

◎ 実験がうまくいかない場合はもう一度話
し合い，計画を変更しながら実験を行わせ
る予定だったが，どのグループも食塩を取
り出すことができた。

６ 実験結果を確認する。 ・どうしてそのように考えたのか根拠を明ら ５
・どのような方法を使い，どのような手 かにしながら発表させた。 （５）

順で食塩を取り出したのか発表する。

７ 食塩の取り出し方を各自でまとめる。 評 これまでの学習で得た知識や技能を使っ ８

水
を
入
れ
た
ら
砂
も
溶
け
て

し
ま
わ
な
い
の
か
な
？

グループで話

し合って作成

した計画書



５年-理19

て，食塩と砂が混ざった物から食塩だけを （３）
取り出す方法を考え，表現している。

（ワークシート，観察）（思・表④）

手 グループの計画書を見直してどのような
手順でどのようなことをしたのか振り返
り，何のためにその方法を使ったのか確認
させた。

・実験の終わったグループから，すでに各
自で取り出し方をワークシートにまとめ
ていたが，十分に時間を確保することが
できなかった。次時で時間を取り，友達
のよい意見などを取り入れながら方法を
まとめた。

８ まとめをする。 ２
（２）

食塩は水に溶けるが，砂は水に溶け
ない。また，溶けた食塩はろ液から取
り出すことができる。そのことを使え
ば，食塩だけを取り出すことができる。

９ 伝統的な塩作りでは，砂からどのよう ・今も能登で行われている塩づくりの様子を ３
に塩を取り出していたのか知る。 動画で見せた。 （５）
・砂に海水をかけて濃い塩水を作り，そ ・より多くの塩を作るには濃い塩水（塩が多

れを熱して水を蒸発させることでより く溶けている物）が必要だったために水で
多くの塩を作ることができる。 はなく海水で溶かしていたことを説明し

た。
10 後片付けをする。 １

（０）

６ 本時の成果（○）と課題（●）
仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を生

き抜く力を育てることができる。
① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
○指導計画を立てる段階で単元の最後に，「食塩と砂が混ざった物から食塩を取り出すにはどうした

らよいか」を考えさせる活用課題に取り組ませたいと考えていたので，どのような知識や技能を身
に付けさせていけばよいかを強く意識して学習を進めることができた。

○昔から行われていた塩づくりについて導入で紹介した。これまでの学習を生かせば自分たちでも塩
を取り出せることを知り,興味をもって学習することができた。これまで学んだことの中から，自
分たちで必要な実験方法を選び，必要な器具を準備し，実際に行って確かめるところまで主体的に
活動することができた。

○まとめとして，塩づくりの実際を動画で見せた。使っている道具は異なるものの方法は似ていて,
伝統的な手法と自分たちが学んできたこととのつながりを感じることができた。

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。
③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え

を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。
○グループで食塩の取り出し方を話し合い，計画書を書きながら取り出す手順や必要なものを考える

ことができた。なぜその手順で行うのか根拠を示しながら自分の考えを相手に伝えたり，その方法
でうまくいくのか疑問に思うことを友達に尋ね，一緒に考えたりすることで，課題を解決し，より
深い理解へとつなげていくことができた。

●｢食塩の取り出し方」をワークシートにまとめる時間を十分に取ることができなかった。本時の中
で書いたものを見合う活動ができなかった。実験はできるが言葉でまとめることが苦手な児童もい
る。ワークシートの形式を工夫することで解決できるところもあるように思う。後日，各自の書い
たものをもとにグループや学級全体で話し合った。児童は友達の意見を書き加えるなどしてよりよ
いまとめをすることができた。

７ 評価について
（１）本時の評価規準（科学的な思考・表現④）

これまでの学習で得た知識や技能を使って，食塩と砂が混ざった物から食塩だけを取り出す方法
を考え，表現している。

（２）評価技法と評価基準
＜評価技法＞

「食塩と砂が混ざった物から，食塩だけを取り出す方法」を考えて実験し，科学的用語を用いて説
明できたかどうかを，児童が書いたワークシートの記述から分析した。
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＜評価基準＞

水溶液から溶けている物を取り出すことができることを理解し，砂と食塩が混ざった物の中か
ら食塩を取り出す方法を考え，図や言葉でわかりやすく説明できている。【Ａ評価】

水溶液から溶けている物を取り出すことができることを理解し，食塩を取り出す方法を考える
ことができるが，説明が不十分である。【Ｂ評価】

水溶液から溶けている物を取り出すことへの理解が不十分で，説明ができない。【Ｃ評価】

（３）評価の実際
【Ａと評価するポイント】

児童Ａ 児童Ｂ

・実験の手順が明らかで，何のためにその方法を使うのかわかりやすく説明できている。また，「ろ
過」｢ろ液」などの言葉も用いて説明ができている。

・言葉の説明に加え，絵や図を使いながら手順や水の中の様子をよりわかりやすくまとめている。

【Ｂと評価するポイント】
児童Ｃ 児童Ｄ

・児童Ｃは食塩を取り出す方法は理解しているが
説明が不十分なところがある。友達の発表を聞
き，説明を付け加えることができた。

・児童Ｄはところどころ言葉が抜け，わかりにく
いところがあったが，教師の指摘に答えるよう
に言葉を補うことができた。その後，絵や吹き
出しなども使いながら方法を整理し直し，Ａ評
価となった。
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【Ｃ評価になってしまう児童への手立て】
児童Ｅ 児童Ｆ

・児童Ｅは取り出す方法をまとめていかなくてはならないのに，ろ液を蒸発させるのは「食塩があるか
調べるため」としてしまった。手順はわかっているが何のためにそれを行うのか説明が不十分である。
友達の記述を参考に言葉を補ったが，食塩を「取り出す」のでなく｢取り除く」と書いていたので,言
葉の意味を確認し,自分の書きたいことが相手に伝わるか再考させた。

・児童Ｆは手順はわかっているが説明ができていない。食塩を溶かすために水を入れてかき混ぜるとこ
ろを｢液体にする」と書くなど正しく用語が使えていない。既習を振り返り，何を説明したかったの
か確認しながら,再度まとめさせた。


