
第５学年２組 理科学習指導案 

１．単元名 もののとけ方 

 

２．授業づくりの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．単元の目標 

〇 子どもの興味・関心の実態 

 本学級の子ども達は，「物を溶かした経験」に付い

て問うと塩や砂糖，氷，チョコレート，味噌，飴など

を溶かした経験があると答えた。また，「水（お湯）

の中で物が見えなくなった経験ならあるよ」というこ

とで粉末のジュースや入浴剤のことが話題に上った。 

 その話題の中で，「濃い物が好きだから，水の量を

少なくした」「濃くしようと入れ過ぎて溶け残った」

「水を入れ過ぎて薄かった」などの話が出たり，「入

浴剤は色が付いているものと付いてないものがある」

「よく混ぜないと下の方に溜まる」という話が出たり

した。 

 この話から，水の温度による物の溶け方の違いや一

定量の水に溶ける物の量の限度等に目を向けている

様子がうかがえる。このように本学級の子ども達の物

の溶け方についての関心は高まってきている。 

 

 

 

〇 子どもの能力の実態 

 本学級の子ども達は，日常の生活の中で，砂糖や

粉ジュースを溶かした経験をもっており，よくかき

混ぜていなかったり，水が冷たかったりした時は，

入れた物が溶け残るという見方をもっている。また，

物を溶かす前後での重さの保存性に関しては，溶か

すと消えてなくなると考えている子どもが少なくな

いことから，質量保存の見方をしている子どもは少

ないといえる。さらに，物が水に溶ける量は水の量

や温度，溶けるものによって違うという見方をして

いる子どもは少ない。 

学び方については，自然の事物・現象をそれらにか

かわる条件に着目したり，制御したりして調べること

ができるようになってきたが，その結果を考察し，自

分なりの結論を導き出す子どもは少ない。また，観察，

実験の結果を図表に表すよさに気付き，進んで表現す

るようになってきてはいるが，友達と考えを交流し自

分の考えを深める力は十分であるとはいえない。 

〇 教材の分析 

本単元のねらいは，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である。 

このことは，物の変化の要因を複数の視点からと

らえ，その要因を条件制御しながら実験の方法を考

え，調べた結果をもとに，物の変化の規則性をとら

えていくという科学的な問題解決能力を養う上で大

変意義深い。また，水に溶かした物の姿は目に見え

ないけれども，溶かした物の存在や重さはなくなっ

てはいないという見方は，物には重さがあり，それ

は形を変えても変わらないという物の存在や性質を

とらえる際の基本的な見方になり，身の回りにある

物の認識を深めるという点からも価値があると考え

る。 

 

〇 本単元の系統 

これまでに本学級の子ども達は，第 3 学年では「物

の重さ」について形を変えてもその重さは変わらな

いということを学習している。 

そこで本単元では，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る活動を通して，「物は

水に溶けても重さがなくなるわけではなく，溶ける

前と同じ重さが残る」などの物の溶け方の規則性に

ついて学習する。 

そして，これらの学習は，第６学年「水溶液の性

質」の学習において，液性や金属を入れたときの変

化等の視点から，水溶液の性質を追究する学習へと

発展する。 

その後，中学校での「水溶液」「化学変化」「酸・

アルカリとイオン」の学習へ展開していく。 



自然事象への 

関心・意欲・態度 

○ 物を水に溶かし，物が溶ける量や水の量と温度を変えたときの現象に興味・関心

をもち，自ら物の溶け方の規則性や溶けているものの性質を調べようとする。 

○ 物が水に溶けるときの規則性を適用し，身の回りの現象を見直そうとする。 

科学的な思考・表現 

○ 物の溶け方とその要因について予想や仮説をもち，条件に着目して実験を計画

し，表現することができる。 

○ 物が溶ける量を，水の温度や水の量と関係付けて考察し，自分の考え方を表現す

ることができる。 

観察・実験の技能 

○ 物の溶け方の違いを調べる工夫をし，ろ過器具や加熱器具などを適切に操作し，

安全で計画的に実験をすることができる。 

○ 物の溶け方の規則性を調べ，その過程や結果を定量的に記録することができる。 

自然事象についての 

知識・理解 

○ 物が水に溶ける量には限度があることを理解する。 

○ 物が水に溶ける量は，水の量や温度，溶ける物によって違うことや，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を理解する。 

○ 物が水に溶けても，水と物を合わせた重さは変わらないことを理解する。 

 

 

４．展開計画と評価規準 （総時数１４時間＋予備時数１時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

１ 物を水に溶かしたときの
重さについて調べる。 
⑴ 食塩や砂糖が水に溶け
る様子を観察し，気付いた
ことや疑問に思ったことを
記録する。      ① 
⑵ 気付いたことや疑問を   
もとに，学習問題を作る。 

             ① 
 

 
 
○ １粒の食塩の溶ける様子やシュリーレ
ン現象の観察から，「物が溶ける」ことに
ついての疑問を引き出し，溶けた物の行方
や溶ける限度に関心をもたせる。 

○ 無色透明の物，有色透明の物，溶けずに
沈殿する物などを比べさせ，「溶ける」，
「水溶液」などの言葉と概念を正しくとら
えることができるようにする。 

 
 
【関】物が水に溶ける現象に興味・

関心もち，物の溶け方の規則性
を進んで調べようとしている。 

     （行動観察，発言分析） 

⑶ 食塩などを水に溶かし
たときの重さを調べる。 

           ② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 電子てんびんや上皿てんびんを使って，
重さを量り取ったり比べたりする方法を
指導する。 

 
○ 誤差の取り扱いや結果の取り上げ方に
留意させ，物を水に溶かしても重さは全て
残ることを調べることができるようにす
る。 

◎ 食塩が水に溶けている状態を，粒のモデ
ルを用いた図や絵などに表現し，友達と交
流しながら，物の溶ける現象について考え
ることができるようにする。 

【技】物の溶け方の違いを調べる工
夫をし，電子てんびんを安全に正
しく使って実験している。 

          （行動観察） 
【思】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付
けて考察し，自分の考えを表現し
ている。（発言分析，記述分析） 

【知】物が水に溶けて見えなくなっ
ても，溶かした物の重さはなくな
らないことを理解している。 

（発言分析，記述分析） 

２ 物が水に溶ける量には限
りがあるか調べる。 
⑴ 決まった量の水に溶け
る食塩の量を調べる。① 

 
 
 
 
 
 

 
 
○ メスシリンダーを使って，一定量の水を
量り取る方法を指導する。 

○ 溶かす物を変える場合は，水の量や温度
をそろえることを確認し，条件制御の見方
を常に意識できるようにする。 

○ 溶け残った水溶液は，後の実験で使用す
るので取っておく。 

 

 
 
【思】物の溶け方とその要因につい
て予想をもち，水の量や水の温度
に着目して実験を計画し，表現し
ている。（発言分析，記述分析） 

【技】電子てんびんやメスシリンダ
ーなどを安全に正しく操作し，計
画的に実験を行っている。 

（行動観察） 

⑵ 決まった量の水に溶け
るホウ酸の量を調べる。 

           ① 
 
 
 
 

○ ５０ｇの水にホウ酸５ｇが溶けないこ
とから，食塩とは溶ける量が違うことを確
認させる。 

○ 溶け残った水溶液は，後の実験で使用す
るので取っておく。 

【安全上の留意点】 
ホウ酸を扱った後は手をよく洗い，絶対

【知】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。  （発言分析，記述分析） 

 
 
 
 



になめないように指導する。また，湯の取
り扱いに注意させるようにする。 

⑶ 物が溶ける量の限度に
ついてまとめ，溶け残っ
た食塩やホウ酸を溶かす
方法を考える。   ① 

○ 「変える条件」と「変えない条件」を掲
示することにより，条件制御の考えを意識
できるようにする。 

 

【思】物の溶け方とその要因につい
て，水の量や水の温度と関係付け
て考え，自分の考えを図や絵など
を用いて表現している。 

     （発言分析，記述分析） 

⑷ 食塩が溶け残った容器
に水を加えたり，あたた
めたりして，溶ける様子
を調べる。     ① 

○ 前時で考えた食塩の溶け残りを溶かす方
法を実験で確かめられるように準備を行い，
溶け方とその要因を意識させる。 

○ 実験結果を表やグラフに表し，変化の様
子を定量的にとらえることができるよう
にする。 

【思】物の溶け方とその要因につい
て，水の量や水の温度と関係付け
て考え，自分の考えを図や絵など
を用いて表現している。 

（発言分析，記述分析） 
【知】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。 

（発言分析，記述分析） 

⑸ ホウ酸が溶け残った容
器に水を加えたり，あた
ためたりして，溶ける様
子を調べる。【本時】 ① 

 

○ 実験結果を表やグラフに表し，変化の様
子を定量的にとらえることができるよう
にする。 

○ 前時で考えたホウ酸の溶け残りを溶かす
方法を実験で確かめられるように準備を行
い，溶け方とその要因を意識させる。 

⑹ 食塩とホウ酸の溶け方
の違いをまとめる。 ① 

 
 

○ 温度による溶解度を正しく調べること
は難しいので，教科書の資料（表，グラフ
）を拡大掲示し，物の溶け方の規則性を考
えることができるようにする。 

◎ 食塩とホウ酸の溶け方に違いがあるこ
とを図や絵などに表現し，友達と交流しな
がらまとめることができるようにする。 

 
 
 
【知】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。 

（発言分析，記述分析） 

３ 食塩やホウ酸の水溶液か
ら，溶けている物を取り出 
す。           
⑴ 溶け残ったホウ酸をろ
過して取り出す。  ① 

 

○ 水溶液が常温に戻ったときに溶けてい
た物が見えてくることから，透明な液の部
分にもまだ溶けているかどうかを確かめ
る方法を考えさせるようにする。 

○ 主にホウ酸の水溶液を使い，ろ過の方法
を確実に指導する。 

【技】ろ過装置や加熱装置などを安
全に正しく操作し，実験を行って
いる。      （行動観察） 

 

⑵ ろ液の中に溶けている
ホウ酸を取り出す。 ② 

  ・ ろ液を加熱し，蒸発
させて取り出す。 

   ・ ろ液を冷やして取り
出す。 

  
 
 
 
 

○ ろ液を加熱して蒸発させたり，冷やした
りすることによって水に溶けている物を
取り出すことができることを，水の量や温
度と関係付けて考えることができるよう
にする。 

【安全上の留意点】 
蒸発皿を使ってホウ酸を取り出すとき

には安全メガネを使用する・完全に乾く前
に火を止めるなど，安全に実験できるよう
に指導を徹底する。 

 

【知】水の温度や量を変えると，溶
けている物を取り出せることを
理解している。 

（発言分析，記述分析） 
 

⑶ ミョウバンの結晶作り
やまとめをする。  ① 

 

○ 溶解度が水の温度によって変わること
をミョウバンを使って確認させ，ミョウバ
ンの結晶を作らせることにより，水に溶け
ている物質への考えを深めることができ
るようにする。 

【関】物が水に溶ける時の規則性を
利用して，身の回りの現象を見直
そうとしている。 

     （行動観察，発言分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．本単元における具体的手立て 



 （１） 知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導課程の工夫 

子どもの知的好奇心を喚起し，主体的な問題把握を行い，見方や考え方を深めることができるように，

問題解決の指導過程を下記のように工夫する。そして，「出会う」段階の工夫，「かかわる」段階の設定，

「見通す」段階と「考察」「まとめる」段階の工夫を行う。 

＜指導過程＞ 

 

 

 

   

 

 

  

問題解決の指導過程 

   指導過程とは，子どもが学習していく流れを表している。上記の指導過程は，問題解決の指導過程である。

子どもが自然の事物現象と出会い，問題を把握し，解決するまでの一連の流れである。この流れで，１つの

問題を解決することになる。新たな問題が生じた場合には，その新たな問題を解決するために「見通す」段

階より学習を繰り返していく。１つの問題を解決する時間は，学年や単元の内容によって異なる。１単位時

間で解決する場合もあるが，２単位時間，または，それ以上かかる場合もある。 

 本単元では，導入段階において子どもの日常生活でなじみのある食塩の溶ける様子の提示（１ｍ塩ビ管を用い

る）を行い、じっくりと観察する「かかわる」段階を設け，物の溶け方に興味・関心をもち，物の溶け方の

規則性を進んで追究することができるようにする。さらに，追究意欲を高め，物の溶け方の規則性について

の見方や考え方を広げ，深めることができるように，「シュリーレン現象からの問題づくり」「溶けた物の

重さは保存されること」，｢溶ける量の限界（飽和）｣，「物の溶け方の違い（種類，水量，水温など）」，

「溶けた物の取り出し」，「結晶づくり」と，子どもたちの問題が連続・発展するように単元構成を図る。 

 

  ① 「出会う」段階での事象提示の工夫 

単元の導入では，子どもの日常生活でなじみのある食塩の溶ける様子の提示を行う。１メートル塩

ビ管を使って「溶ける」様子をじっくりと観察する場面を設け，子ども達が，物の溶け方に興味・関

心をもち，｢自分もやってみたい。｣と思うようにする。塩ビ管に入れる食塩の量は，１～３粒程度に

し、水に沈んでいくうちに溶け，見えなくなる様子を観察できるようにする。子ども達の「自分もや

ってみたい」という思いが高まったところで，準備していた塩ビ管を提示し，各班での活動を行う。

そして，「どんな風に溶けているのか」，「どこまで溶けるのか」「どんなものでも溶けるのか」という

「知的好奇心」をもつことができるようにする。 

 

  ② 「かかわる」段階での工夫 

① 出会う …… 単元導入時に自然事象に出会う。単元の途中で事象提示をする場合もこの段階に戻る。 

② かかわる …… 自然事象に子ども自らがかかわる（やってみる，試す）。疑問の焦点化。 

③ 見通す …… 子ども自らが予想し，解決方法を考える。【言語活動モデル】 

④ 観察，実験する …… 予想したことを観察，実験で確かめ，結果をもとに考察する。（観察，実験，結果の集約・図表化） 

⑤ 考察・結論 …… 結果の確認，予想と照らして考察の順に，書く・描く活動と対話を行い，段階的に思考を深める。 

【言語活動モデル】 

⑥ まとめる …… 導いた結論をめあてと結んでまとめ，一般化する。 

 

「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

出会う  かかわる  見通す  観察、実験する  考察・結論 
 

まとめる  振り返る 

事象と出会う  情報収集      予想・方法     検証実験        結果の確認    一般化                  
疑問をもつ   疑問の焦点化    結果の見通し    結果の整理       考察、結論     

新たな問題が生まれたときは、繰り返す 



本単元では、事象提示の後，「自分もやってみたい」と知的好奇心をもった子どもが、事象に主体

的にかかわることができるように位置づけた段階である。ここでは，事象提示した塩ビ管に食塩を入

れて溶ける様子をじっくり観察する活動を自分達で行ったり、シュリーレン現象で食塩の溶ける様子

を観察したりする活動を行う。事象提示で「どんな風に溶けているのか」，「どこまで溶けるのか」な

どという知的好奇心をもった子どもは、自分で活動していくことで，要因の抽出やその要因と現象と

の関係づけを行いながら，問題意識を高めていく段階である。そこで，子どもが十分にかかわること

ができる時間を確保する。さらに，事象とかかわっている子どもの考えを引き出したり，整理したり

する発問を工夫する。 

 

 （２） 言語活動モデルを活用した段階的な指導 

     根拠をもった予想をもたせる「見通す」段階と，結果から結論を導き出す「考察する」段階において，

子どもが友だちとの対話を通して，もののとけ方に対する見方や考え方を深め，実感を伴った理解を図

ることができるように，言語活動モデルを用いた段階的な指導を行う。 

＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

事実確認 対話① 

・溶け残りがあったことを確

認する。 

Ｔ：食塩やホウ酸を５ｇずつ溶かしていくとどうな

りましたか。 

Ｃ：溶かす量を増やしていくと溶け残りが出ました。 

関係づけ 

書く・描く① 

 

 

対話① 

・生活経験や既習の知識を生

かして、予想とその理由を

書く。 

 

・溶け残りを溶かす方法を考

える。（実験方法を考える） 

 

・考えた方法を出し合い話し

い、実験方法を決める。 

 

・それぞれの実験方法で食塩

とホウ酸が溶けるか予想を

見直す。 

Ｔ：溶け残りを溶かすことはできますか。予想とそ

の理由を書きましょう。 

（Ｃ：溶かすことができる（できない）予想と理由

を書く。） 

Ｔ：では、溶け残りを溶かす方法を考えて、ノート

に書きましょう。 

（Ｃ：溶かす方法を書く。） 

Ｔ：どのような方法がありますか。 

Ｃ：水を増やしたら良いと思います。 

Ｃ：温度を高くしたら良いと思います。 

Ｔ：話し合ったことをもとに、もう一度自分の予想

を修正しましょう。 

  まず，「かかわる」段階で食塩やホウ酸の溶け残りが出たことを確認し，それを解決する考え（溶け残りを

溶かす方法）を個人で考える。その後，それぞれの考えを出し合い、予想を共有し、確かめる方法について話

し合う。このようなステップで，子ども達がそれぞれの生活経験や既習の知識を根拠に予想や仮説をもつこと

ができるようにし，段階的に思考を深めるようにする。 

＜「考察・結論」段階の言語活動モデル＞ 

過程 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

考
察
・
結
論 

事実確認 対話② 

・ホウ酸の溶け残りを溶かす

実験で明らかになった事実

の確認。 

Ｔ：溶け残っていたホウ酸はどうなりましたか。 

Ｃ：温めると溶けました。 

Ｃ：水を加えても溶けました。（溶けたと思います） 

関係づけ 

書く・描く② 

 

 

対話③ 

・予想と実験結果を関係づけ，

予想がどうであったかを踏

まえて，自分の考えを書く。 

・自分の考えを出し，合い話

し合う。 

Ｔ：予想と実験結果をもとに考察を書きましょう。 

Ｃ：（各自で、考察をまとめる。） 

Ｔ：それぞれの考察を出し合いましょう。 

Ｃ：ホウ酸は、水を加えるよりも、温めた方がよく

溶ける。 

ま
と
め
る 

意味づけ 

対話④ 

 

 

書く・描く③ 

・食塩の実験結果と関係づけ

て，物を溶かす方法につい

て考えをまとめる。 

Ｔ：食塩やホウ酸の実験から，ものの溶ける量につ

いて分かったことをまとめましょう。 

Ｃ：食塩と同じように水を加えたら溶けると思った

けれど、温めた方がより溶けることに驚いた。 

Ｃ：食塩とホウ酸で多く溶かす方法が違った。だか

ら、物を溶かす方法はものによって違うと思う。 

「観察・実験する」段階で出た各グループの結果を一覧表示する。そして「考察・結論」の段階として，一

覧表示の結果を全体で確かめる「事実確認」を行う。次に「関係づけ」として，予想と結果を結んで考察を行



う。ここでは，子ども達一人一人が，予想と結果、既習の知識と結果などを関係づけて，自分の考えを書くよ

うにする。その後，関係づけた各自の考察を出し合い，思考を深めることができるようにする。 

最後に「意味づけ」として，学習内容と日常生活の関連を振り返りながらめあてと結んでまとめを書く。 

 

 （３）子どもの思考の深まりを見取る判断の基準と個に応じた指導の手だて 

  【考察の段階】 

評価規準＜知識・理解＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

○ ホウ酸が水に溶ける量

は，水の量や温度によって

違うことを理解している。 

・ ホウ酸の溶け残りは，水の温度を高

くすると溶かすことができることを

理解している。 

・ ホウ酸の溶け残りは，食塩と違う

ことを確認し，ものの溶ける量は，

溶かすものによって水の量や温度に

よって違うことを理解している。 

評 価 事 例 

 
 ■Ｂと評価した例                        ■Ａと判断した例                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．本時の学習 

 日時： 平成２６年１１月１４日（金） ５校時        於 理科室 

【評価のポイント：Ｂ】 
・ホウ酸の水に溶ける量
は，水の温度により影響
を受けることを理解し
ている。 

・食塩とホウ酸では，溶か
し方が違うことを理解
している 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 

 ・予想が正しいか，間違っているかではないことを，学習の足あとを振り返り，確認する。 

 ・考察が書けない子どもに対しては，前時の考察の書き方を振り返らせ，予想と結果を照らし合わせられる

ようにする。 

 ・自分の考えを表現できるように言葉だけではなく，絵や図でも表現して良いことを伝える。 

・ ホウ酸は水溶液の温度を高く

すること溶け残りを溶かすこ

とができる。 

・ 溶け残ったホウ酸は，食塩と

違い温度を高くすることで溶

かし切ることができる。 
【評価のポイント：Ａ】 
・食塩とホウ酸をもとに，
他の物も水の量や温度
によって溶け方が異な
ることを理解している。 

・ ホウ酸は，食塩と違って水の

温度によって溶ける量が違う。

だから，他の物でも水の量や温

度によって溶ける量が違うと

思う。 

・ 食塩と水で溶け残りを溶かし

きる方法が違った。このことか

ら，物は水の量や温度によって

溶け方が違うことがわかる。 



主眼： 自分達の考えた実験方法でホウ酸の溶け残りを溶かす活動を通して，溶け残りを溶かすにはいくつか

の方法があり，ものが水にとける量は，水の量や温度によって違うことを理解できるようにする。 

 準備： 学習のあしあと，お湯，水，ビーカー，ビーカーハット，掲示物 

 展開： 

主な学習活動・内容 ○ 指導・支援上の留意点 【観点】評価規準（評価方法） 

１．前時までの学習を振り返り，本

時のめあてを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験方法を確認し，実験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．実験結果から考察を行い，考察

をもとに話し合う。 

 (1)実験結果を確認する。対話② 

 

 

 

 

○ 前時までに行った学習と食塩の実験を振り返り，本時に行うホウ酸

の実験について確認できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実験を行う上での安全確認を行い，実験の準備を行うようにする。 

○ 水を増やす方法と温度を高くする方法を行うようにし，それぞれの

実験結果を各自でまとめられるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 班ごとの実験結果を板書して，全体で確認できるようにする。 

 

 

◎ 自分達の実験結果を絵や図を用いて表し，予想と照らし合わせて考

察ができるように声かけをする。 

事実の確認「溶け残っていたホウ酸はどうなりましたか。」 

【思】物の溶け方とその要因について，予想と結果を比較して考えて考

えることができている。         （発言分析，記述分析） 

 溶け残ったホウ酸をさらに溶かすことはできるのだろうか。 

水の量を増やす方法 

班 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

結果 ● ● ● ● ● ● ● ● 

 水溶液の温度を高くする方法 

班 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

結果 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

○ 水の量を増やす。 

  ５０ｍＬを追加し、溶け残りの様子を観

察する。 

 
 

 

 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

・・・ 

○ 水溶液の温度を高くする。 

  湯せんして、水溶液の温度を高くする。 

 
 

 

 

 

・・・ 

 

 

 

 
 

・・・ 

○赤：溶けた ○青：溶け残った ○黄：少し溶けた 

 

食塩と同じように水を加えたら

とけると思う。 

水を加えても、温めてもどちら

でもすぐにとけると思う。 

食塩と違って、温めたらとける

と思う。 

水を加えても、温めてもどちら

でもあまりとけないと思う。 

子どもの

予想 



 (2)結果をもとに考察する。 

 書く・描く② 

 

 

 (3)考察をもとに学習を話し合

う。         対話③ 

 

 

 

５．食塩の溶け残りを溶かす方法と

ホウ酸の溶け残りを溶かす方法

を比較して分かることを話し合

う。          対話④ 

 

 

 

６．本時の学習を振り返り，次時の

学習について話し合う。 

書く・描く③ 

関係づけ「予想と実験結果をもとに考察を書きましょう」 

○ 予想と実験結果を関係づけて考えられるように声かけをする。 

○ 記述の表現が苦手な児童については，絵や図を用いて予想と結果か

ら分かったことを書けるように，個別に声かけを行う。 

○ 子ども達の考察を交流し，学習をまとめる。 

 

 

 

 

○ 食塩とホウ酸ではより多く溶ける方法が違うことから，物の溶け方

には違いがあることを確認する。 

意味づけ「食塩やホウ酸の実験から，ものの溶ける量について分かった

ことをまとめましょう。」 

【知】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。              （発言分析，記述分析） 

 

○ 本時の学習を振り返り，一枚ポートフォリオにまとめる。 

○ 次時の学習内容について確認をする。 

 

 

 

 

 

 ホウ酸は，水の量を増やしても温度を高くしても溶け残りをとかすことができる。 


