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１．単元名  ものの温度と体積 

 

２．授業づくりの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．単元の目標 

○ 子どもの興味・関心の実態 

 本学級の子どもたちは，第１学期に閉じ込めた空気

や水に力を加えたときの体積変化と圧し返す力につ

いて学習してきた。この中で，「空気でっぽうは空気

の圧し返す力で玉を飛ばすことができる」「水は空気

のように圧しても体積が小さくならない」ということ

を体感しながら学んだ。児童は学習後に，「空気も水

もつかめないと思っていたけど，閉じこめるとさわれ

たのでびっくりした」「空気と水は同じようなものだ

と思っていたけど押しちぢめると全然ちがった」「空

気や水のことをもっと調べてみたい」などの感想をも

った。このように児童に空気や水の性質についてもっ

と調べたいという興味・関心が高まっている。 

 

○ 子どもの能力の実態 

本学級の子どもたちは，空気や水の性質に関して，

閉じ込めた空気を圧すと体積は小さくなるが，圧し返

す力は大きくなること，水は圧し縮められないことを

理解している。その学習の中で，事物を比較して，共

通点や差異点を見出すことはかなりできている。しか

し，事実と事実を関係付けて考えることが十分ではな

く，霧吹きなどの身近な道具が，その性質を利用して

いることに気づいている子どもは少ない。金属，水及

び空気の温度による体積変化は，鉄道のレールや温度

計など子どもたちにとって身近なものに利用されて

いるにも関わらず，ものは温度によって体積が変化す

るという性質を利用しているという見方や考え方に

は至っていない。 

 学び方については，疑問に思ったことに問題をも

ち，予想をたて，観察・実験の結果から考察を行うと

いう問題解決の方法を身につけつつあるが，変化とそ

の要因を関係づけて考えたり，友だちと交流しながら

結論を導き出したりする力は十分であるとは言えな

い。 

○ 教材の分析 

 本単元のねらいは，金属，水及び空気の性質について

興味・関心をもって追究する活動を通して，温度の変化

と金属，水，及び空気の体積の変化とを関係付ける能力

を育てるとともに，それらについての理解を図り，金属，

水及び空気の性質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。 

温度の変化と金属，水，及び空気の体積変化を利用し

たものはわたしたちの生活の中にたくさんあふれてい

る。例えば線路のレールの継ぎ目部分に隙間が空いてい

るのは，熱膨張によるレールの歪みから電車の脱線をふ

せぐためである。また，温度計や体温計も温度による体

積変化を利用した道具である。本単元において温度によ

って体積が変化するという科学的な見方を養うことは

その性質を利用した道具を効果的に使い，生活を支えて

いる科学的な事象についての見方や考え方を育む基礎

となるという点からも大変意義深い。 

 

○ 本単元の系統 

 子どもたちは第１学期に，空気や水の性質について

学習してきた。 

本単元では，さらに粒子のもつエネルギーの学習とし

て金属・水・空気と温度との関係について温度と体積の

変化について学習し，三つの物質の性質について学んで

いく。温度の変化と金属，水及び空気の体積の変化とを

関係付けながら調べ，熱による金属や水，空気の体積変

化（膨張）について学習する。 

この学習は，中学校第１学年「状態変化」の学習へと

つながり，分子・粒子の見方へと広がるものである。 

 

 

 



自然事象への 

関心・意欲・態度 

○ 金属，水及び空気を温めたり冷やしたりしたときの現象に興味・関心をもち進んで  

それらの性質を調べようとする。 

科学的な思考・表現 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子と温度変化を関係付けて，それらについて予想をも

ち，表現することができる。 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子と温度変化を関係付けて考察し，自分の考えを表現

することができる。 

観察・実験の技能 

○ 加熱器具などを安全に操作し，金属，水及び空気の体積変化を調べる実験やものづくり

をすることができる。 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子を調べ，その過程や結果を記録することができる。 

自然事象についての 

     知識・理解 
○ 金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わることを理解する。 

 

４．展開計画と評価規準 （総時数 8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 

◎特に，言語活動を意識した指導・支援 
評価規準及び評価方法 

１．空気を温めたり冷やし

たりしたときに起こる

現象を見て，その要因を

考え，体積の変化を調べ

る。  (3)             

 

(1) 空気を温めたり冷や

したりしたときに起こ

る現象について予想し，

調べる方法を話し合う。    

①      

 

 

(2) 空気を温めたり冷や

したりして，体積の変化

を調べる。  ①        

＜本時＞ 

 

 

 

 

 

(3) 栓をしたペットボト

ルを温めて，空気の体積

変化について確かめる。     

① 

 

 

 

２．水を温めたり冷やした

りして，体積の変化を調

べる。   (2) 

 

(1) 水を温めたり冷やし

たりしたときに起こる

現象について予想し，調

べる方法を話し合う。     

○ 空気を温めたり冷やしたりしたときの

現象に興味・関心をもたせるために，口

にシャボン液を付け，空気を閉じ込めた

ペットボトルを温めたり冷やしたりした

ときの現象を提示する。 

 

◎ 空気を温めたり冷やしたりした時のペ

ットボトル内の空気の変化を予想するこ

とができるように，「かかわる」段階を設

定する。予想をもつ段階では，予想時の

言語活動プランを活用する。 

 

◎ 子どもが，温度の変化と空気の体積の

変化を関係付け，空気の性質についての

見方や考え方を深めることができるよ

うに，考察時の言語活動プランを活用す

る。 

 

 

 

 

○空気を温めると，空気が上へ移動するの

ではなく，体積が増えるという考えに確信

をもたせるために，栓をしたペットボトル

を温め，パンパンに膨れる現象をもとに意

見交流をする。 

 

 

 

 

 

 

◎ 子どもが，前時の学習をもとに水を温

めたり冷やしたりした時の水の変化を予

想することができるように，「かかわる」

段階を設定する。予想をもつ段階では，

予想時の言語活動プランを活用する。 

【関】空気を温めたり冷やしたりしたとき
の現象に興味・関心をもち，進んでそれら
の性質を調べようとしている。  

（行動観察，発言分析） 
 
 
【思】空気を温めたり冷やしたりしたとき
のペットボトル内の空気の様子を考え，体
積変化に目を向け，自分の考えを文や絵図
で表したり，友達に伝えたりしている。 
（発言分析，記述） 
 
 
 
【技】実験器具を正しく扱い，空気の温度
を変化させた時の印の動きを調べ，結果を
記録することができる。 

(行動観察・記録分析)  
【思】管内の印の動きから，閉じ込められ
た空気の体積変化を温度と関係付けて考
え，自分の考えを文や絵図で表したり，友
達と意見を交流したりしている。 

（記述・発言分析） 
 
【知】空気は，温めたり冷やしたりすると
，その体積が変わることを理解している。       
（記述・発言分析） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【思】水を温めたり冷やしたりしたときの
水の様子を考え，体積変化に目を向け，自
分の考えを文や絵図で表したり，友達に伝
えたりしている。  



①      

 

 

(2) 水を温めたり冷やし

たりして，体積の変化を

調べる。  ① 

 

 

◎ 子どもが，温度の変化と水の体積の変

化を関係付け，水の性質についての見方

や考え方を深めることができるように，

考察時の言語活動プランを活用する。 

 

◎ 管内で起きた現象を文や絵図に表した

り，意見交流をしたりすることで，水も

空気と同じように，温めたり冷やしたり

すると体積が変化するという確信をもた

せると共に，その体積変化の差の違いに

気付かせる 

（発言分析，記述） 
 
 
 
【技】実験器具を正しく扱い，空気の温度
を変化させた時の印の動きを調べ，結果を
記録することができる。 

(行動観察・記録分析)  
 
 
【思】管内の印の動きから，閉じ込められ
た水の体積変化を温度と関係付けて考え，
自分の考えを文や絵図で表したり友達と意
見を交流したりしている。 

（記述・発言分析） 
【知】試験管の中の色水を温めたり冷やし
たりしたときの現象から，水は温めると体
積が増え，冷やすと体積が減ることを理解
している。 （記述，発言分析） 

３．金属を温めたり冷やし
たりして，体積の変化を調
べる。    (2) 
 
(1) 金属を温めたり冷や
したりしたときに起こ
る現象について予想し，
調べる方法を話し合う。    
①      

 
 
 
 
 
 
(2) 金属を温めたり冷や
したりして，体積の変化
を調べる。  ① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．空気，水，金属の体積
変化と温度との関係につ
いて，日常生活で見られる
現象を見直し，本単元をま
とめる。 (1)    

 
 
 
 
◎ 子どもが，前時の学習をもとに金属を
温めたり冷やしたりした時の金属の変化
を予想することができるように，「かかわ
る」段階を設定する。予想をもつ段階で
は，予想時の言語活動プランを活用する。 

○ ガスコンロやアルコールランプ，マッ
チ，熱した金属球などの取り扱いについ
ては，やけどをしないよう安全面の指導
を十分行う。 

 
◎ 子どもが，温度の変化と金属の体積の
変化を関係付け，金属の性質についての
見方や考え方を深めることができるよう
に，考察時の言語活動プランを活用する。 

◎ 実験の結果を文や絵図に表したり，意
見交流をしたりすることで，金属も水や
空気と同じように，温めたり冷やしたり
すると体積が変化するという確信をもた
せると共に，その体積変化の差の違いに
気付かせる 

 

○ ピンポン球やジャムのふたの事例を試
すなどして，基礎的な内容の確実な定
着とそれらを活用する力の育成を図
る。 

 

 

 

 

【思】金属球を温めたり冷やしたりしたと
きの現象から，金属の体積変化を温度と関
係付けて考え，自分の考えを文や絵図で表
したり，友達と意見を交流したりしている
。    （記述・発言分析） 

 

 

 

 
 
 
【技】実験器具を正しく扱い，金属球の変
化を調べ，結果を記録することができる。     
(行動観察・記録分析) 
【知】金属球を温めたり冷やしたりしたと
きの現象から，金属も水や空気と同じよう
に温めると体積が増え，冷やすと体積が減
ることを理解している。  

（記述，発言分析） 

 

 

 

 

【関】物の温度と体積の変化の特徴を適用
し，温度計やピンポン球，ジャムのふた，
レールのつなぎ目等の事象を見直そうとし
ている。（行動観察・記述分析） 

【知】金属，水及び空気は，温めたり冷や
したりすると，その体積が変わり，空気の
体積変化が最も大きいことを理解している
。   （発言分析・記録分析） 

 

 

 



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，見方や考え方を深めることができるように，指導過程を工夫する。そして，出

会う段階での工夫，かかわる段階の位置づけ，見通す段階と考察する段階での言語活動の工夫を行う。 

＜指導過程＞ 

 

 

着眼１    着眼２     着眼３           着眼３ 

 

 

 

 

子どもが追究意欲を高め，温度変化と空気，水及び金属の体積変化の関係の不思議さを実感しながら，金属，

水及び空気の性質についての見方や考え方を深めることができるように，「空気を温めると，シャボン玉が大き

くなり，冷やすとシャボン玉のまくが下がるのはどうしてだろう。」「空気を入れたり出したりしていないのに，

膨れたりへこんだりするのはどうしてだろう。」という子どもの驚きや疑問を核とし，空気，水及び金属の温度

による体積変化を定量的に調べるという流れで学習を展開する。 

① 着眼１：「出会う」段階での事象提示の工夫 

導入では，事象に「えっ！どうして？」「不思議だな」という感じとりができるように，口にシャボンをつ

けたペットボトルを温めたり，冷やしたりしたときのシャボン液の変化を見せる事象提示の工夫を行う。ペッ

トボトルを温めたり，冷やしたりしたときの現象から，その現象が，温度変化によるものであること，その温

度変化によって起こるシャボンの液面の変化と見えない空気結びつけ，空気の変化に気付くことができるよう

にする。そして，「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもつことができるよう

にする。 

 

② 着眼２：「かかわる」段階での工夫 

事象提示の後，子どもたち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，

事象提示で「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもった子どもが，実際に自らかか

わり，要因の抽出やその要因と現象との関係付けを行いながら，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。 

この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）をもつことを目的とした段階である。子どもは，事象とか

かわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構築していく。収集し

た情報（事実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想になると考える。 

 

③ 着眼３：言語活動の位置づけ 

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，空気の性質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，言語活動プランを用いた段階的な指導を行う。 

 

 

 

 

指導過程 

出会う → かかわる → 見通す → 調べる → 考察する → まとめる → 振り返る 

             予想する    観察・実験   交流する 
方法を考える  調査・観測 

 



＜「考察する」段階の言語活動プラン＞ 

過程 学習活動  発問と子どもの発言 

考
察
す
る 

結果を基に，空気を温めた
り冷やしたりしたときの体
積の変化について考察する。         
① 
 

書
く
・
描
く 

※ 空気を温めたときと冷やしたときの各班の結果を一覧表示して
黒板に掲示。 

Ｔ：結果を基に，めあてと結んで，自分の考えを書きましょう。 
Ｃ：温めたら，空気の体積が増えた。温めたら，赤い印が上に上が

ったから。 
Ｃ：冷やしたら，空気の体積が減った。冷やしたら，赤い印が下に

下がったから。 

対
話 

Ｔ：空気を温めたり冷やしたりすると，体積はどうなるといえます
か。 

Ｃ：空気を温めると体積は増えます。 
Ｃ：空気を冷やすと体積は減ります。 
Ｔ：温めると空気がどうなるのですか？冷やすとどうなるのです

か？ 
Ｃ：温めると，空気の温度が高くなります。冷やすと，空気の温度

が低くなります。 
Ｔ：そう考えた理由を言えますか？ 
Ｃ：結果の表を見ると，どの班も温めたときは印が上に行って，冷

やすと，下がっているから。 
Ｔ：めあてとつないでまとめましょう。 
Ｃ：空気の温度が高くなると体積が増え，温度が低くなると体積は

減ります。 

本時において，「調べる」段階で出た各班の結果（空気を温めたときと冷やしたときの寒天の位置）を，一

覧表示することで変化を確認する。そして，「考察する」段階のはじめに，「書く・描く活動」に取り組むよ

うにする。ここでは，個々の子どもが，「温度の変化」と「空気の体積」とを関係付けて考えたこと（考察）

を書かせるようにする。その後，「温度の変化」と「空気の体積」との関係付けを問う発問を行い，「空気を温

めると体積は増え，冷やすと体積は減る。」という考えを全体で共有することができる対話を行う。そして，自

分の予想と関係付けて実験から考えたこと（結論）を書くようにし，思考を深めることができるようにする。 

 

（２）子どもの思考の深まりを見取る判定基準と個に応じた指導の手だて 

 【「考察する」段階】 

評価規準＜思考・表現＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

学習ノートに考察を記述
する場面 

温度と空気の体積変化について，自ら行
った実験の結果と予想を照らし合わせて考
察し，自分の考えを表現している。    
（発言分析，記述分析） 

さらに，前時の学習や生活体験と関係
付けながら自分の考えを表現している。    
（発言分析，記述分析） 

評 価 事 例 

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

 
 
 
 

【評価のポイント：Ｂ】 
・温度と空気の体積変化を関係
付け，自分の予想と照らし合わ
せて，自分の考えを記述してい
る。また、事象提示と結論を結
んで考えている。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ 結果と考察を分けて書いていくよう支援する。 
 ・ 温度と体積変化を関連付けて考察ができるように助言する。 
 ・ 自分の予想と照らし合わせて考察することができるように助言する。  

 予想と違って空気は，温める
と体積がふえ，冷やすと体積が
へる。だから，ペットボトルを
温めると，シャボン液が膨ら
み，冷やすと，シャボン液面が
下に下がったのか。 

【評価のポイント：Ａ】 
・温度の変化による体積の膨張
を、生活体験と当てはめて記述
している。 

 予想と違って空気は温度によっ

て体積が変化する。だから，お湯に

ビーチボールを入れると膨らんだ

のは空気の体積が増えたからなん

だ。 



６．本時の学習 
    日時： 平成２６年９月２４日（水） ５校時        於 ４年１組教室 
（１）主眼： 試験管の中の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る活動を通して，空気は温

められると体積は増え，冷やすと減るという空気の性質をとらえることができるようにする。 
（２）準備：試験管 プラスチック管 シリコン栓 ビーカー 湯 氷水 寒天  

 （３）展開： 

学習活動と子どもの意識 教師の関わり（○）と評価（◆） 

1 前時学習を想起し，本時のめあてを確かめ

る。 

＜子どもの予想＞ 

 

 

  

 

 

 

 

２ 空気の体積の変化を調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調べた結果を話し合う。 

【結果の一覧表示】 

 

 

 

 

 

 

○ 学びの足跡や学習ノートを活用し，口にシャボン液をつけ

たペットボトルを温めたり冷やしたりしたときに起きた現象

について，予想したことを想起させ，本時の温度と空気の体

積の変化を調べるめあてを確認する。 

 

○ 前時での経験を生かして行うことに気付かせ，使う道具や

方法を確認し，安全指導を行う。 

 

 

 

○ 子どもが細い管に入れた寒天の移動から，空気の体積が変

化したことを捉えることができるように，各班の結果の確認

と子どもへの助言を行う。 

 

○ 実験の結果を記録できるように，ワークシートの工夫をす

る。 

 

 

 

 

 

○ 子どもが，温度の変化と空気の体積の変化とを関係付け，

空気の性質についての見方や考え方を深めることができるよ

うに，本時の言語活動プランを活用し，子どもの考えを意図

的に取り上げながら，①温度と寒天の位置の確認 ②温度と

空気の体積の関係付け ③予想と結んだ考察（書く・描く活

動）④空気を温めたり冷やしたりした時の体積変化の比較と

結んだ意味付けの順に学習活動を行う。 

○ 子どもが，空気の上昇や下降の考えから体積変化に変容す

ることができるように，ペットボトルを逆さまにした時のシ

ャボン液の現象を提示する。 

◆ 管内の寒天の動きから，空気の体積変化について，自分の考

えを文や絵図で表したり，友達と意見を交流したりしている

。                 （思・表） 

 

 

 

ペットボトルの中の空気を温めたり冷やしたりすると、空気の体積は変わるのか調べよう。 

（まとめ）空気を温めると体積はふえ，冷やすと体積はへる。 

 

 

 
管の中を寒

天が上に上が
ったり下に下
がったりした
よ。 

 
 空気は温めら
れると，体積が増
えたから寒天が
上がったんだね。 

 
 体積が増えた
のではなく，上に
上がったんじゃ
ないかな。 

 空気を温めると体積が
増えると思う。 
口にシャボン液をつけ

たペットボトルを温める
と，シャボン玉が膨らん
だから。 

 空気を温めると，上に
上がると思う。 
 理由は，同じだよ。 

 

 



指導の実際 

（１） ４年１組の実践 

① 展開 



②  実践の考察 

○ 知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める単元展開や事象提示の工夫 

＜考察＞ 

単元の導入にあたっては、石けん膜

を張ったペットボトルを温めたり、冷

やしたりする活動を取り上げることに

より、その体積変化を体感できるよう

にし、子どもたちの問題意識が温度変

化によるものであることに焦点化され

ていくように事象提示を工夫する。 

図表１は、単元の導入時（第１次第

１時）に行った事象提示をまとめたも

のである。 

これにより、子どもたちの意識は目

に見えない空気に対してその存在をは

っきりととらえ、量感に目を向けてい

ることが分かる。 

図表２は，Ｉ児の毎時間のふり返りを１枚にまとめたもの（１枚ポートフォリオ）である。一人一人の１枚ポート

フォリオの分析を通して単元構成の有効性を検証する。 

  

 

図表２第１

次第１時の

石けん膜を

張ったペッ

トボトルを

温めたり、冷

やしたりす

るのを観察

した後には，

「ペットボ

トルにシャ

ボンをつけ

て、温めたり

冷やしたり

すると、シャ

ボンがふく

らんだり、下

へいったりしました。私は、空気の体積がふえたりへったりしたから、シャボンをふくらませたのだと思います。

手で温めたり、冷やしたりしてもシャボンはふくらみました。」と書いている。これらの記述から，Ｉ児が，空気

の温度による体積変化に気付いていることが分かる。さらに、第１次第２時で、空気の温度変化における体積変化

に少しずつ確信をもち、第１次第３時では、「ビーチボールを温めると体積が増え、冷やすと体積が減った。やは

り、予想は当たっていた。次の実験で水も空気と同じようになるのか調べたい。」と確かな確信に変わってくと共

に追求意欲も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           空気の存在を意識付け、温度変化と体積変化に目を向けさせる事象提示 

 

第

１

次

第

１

時 

 

 

  次に石けん膜を張った試験管を温めさ

せたり冷やしたりする。 

 この導入段階における活動の流れは、目

に見えない空気を意識させ、温度変化に伴

う体積変化へ結ぶことをねらう。 

  

   

  

 

図２ 

 

図表１ 

図表２ 



 

 

 図表３は、問題追及段階にあたっては、温度変化に伴う空気と水の体積変化を視覚的・量感的にとらえ、追究意欲を高

めることができるように事象提示を工夫した。空気と水の体積変化の事象提示により、子どもたちは変化の少ない水まで

もはっきりととらえることができた。同じ実験器具を使用したことにより、空気と水の性質の違いもはっきりととらえて

いることが分かる。空気を閉じこめるために、赤い印（赤い色の付いた寒天）を使ったことで、管の中をスムーズに動き、

また、視覚的にもとらえやすくなった。子どもたちにもその動きが、体積変化と結び付き理解を深めることへとつながっ

た。 

 水の体積実験においても、赤い色の水を使ったことにより視覚的にとらえやすく、一見して温度計を連想させたことで、

生活化へとつなぐことができた。このことから、問題追及段階での事象提示は有効であったと考える。 

 

 

「不思議だなと思った」「楽しみだ」「びっくりした」「調

べてみたい」等の知的好奇心の高揚を表す記述はクラスでも

多く見られた。このような記述をしている子どもたちが、毎

時間どのくらいの割合だったのかをグラフに表してみた。

（図表４）このグラフを見ると、およそ８０％以上の子ども

たちが、毎時間意欲的に学習に取り組んでいたことが分か

る。以上のことから子どもが追求意欲を高め、「ものの温度

と体積」についての見方や考え方を深めることができたとい

う意味において、本単元の単元構成や事象提示の工夫は有効

であったと言える。 

 

 

図表３ 

図表４ 



○ 思考の深まりを支援する学習過程に即した段階的な指導 

 本時において、事実確認の段階で赤い寒天（印）の位置を一覧表示

にした。増えた体積分を色画用紙に写し取り０目盛の上に貼って提示

し、減った体積分は白い画用紙で表し、同じく０目盛の下に貼ること

で減ったことを量感的にはっきりと体積変化を捉えさせることができ

た。この実験結果を確認した後に、書く・描く活動①に取り組ませた

ところ約９５％の子どもたちが正確に事実をとらえ言葉で表すことが

できていた。（図表５） 

 

 

 第１次第１時では、口にシャボン液を付け空気を閉じ込めたペ

ットボトルを温めたり冷やしたりしたときの現象を、「空気を温め

ると、空気が上にいくからシャボンがふくらむ。空気を冷やすと、

空気が下へいくからシャボンの膜が下がる。」と考える子どもたち

が約２０％いたので、次時にビーチボールをお湯や冷水につけ温め

たり、冷やしたりしたときのビーチボール内の空気の体積変化の実

験を行った。この実験で、子どもたちは温めたり冷やしたりしたと

きのビーチボールの張り具合を実際に目で見て手でさわることで、

温度の変化で上に行ったり、下に行ったりするのではなく、体積が

増えたり、減ったりしたということを理解することができた。 

 

左の図は、Ａ児のノートである。Ａ児の予想は、「ビーチボールの

中の空気を温めたら、空気が上へいってふくらむ。冷やしたら空気

が下へいって縮む。そのわけは、シャボンの実験のとき温めたら、

上にいってシャボンがふくらんだ。冷やしたらシャボンが下へいっ

たから。」であった。この実験後の考察では、「予想ははずれた。

ビーチボールを水に入れると空気が下へいくんじゃなく、体積がへ

って、お湯につけると体積が増えた。」と記述している。前時のプ

ラスチック管を使っての実験では、「空気上昇・下降説」は検証で

きないので、より子どもにわかりやすい教材としてペッとボトルに

代えてビーチボールを使用したことはきわめて有効であったと考え

る。 

 

○ 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 

【予想の段階】 

 第１次第２時のめあて「空気を温めたり、冷やしたりするとどのようになるのだろうか。」に対して、「空気

を温めると体積が増え、冷やすと体積が減ります。その理由は前時の実験でペッとボトルを温めるとシャボンが

ふくらみ、ペットボトルを冷やすとシャボンの液が下がったから。」のような予想が一番多かった。次に多い予

想が、「空気を温めると上に行くと思う。空気を冷やすと下に行くと思う。」で、「そのわけは、前時の実験で

温められた空気が固まって上にいこうとするからシャボンができた。冷たい空気が下へいこうとするからシャボ

ン液が下がった。」という内容であった。 

左図は、Ｂと判断したＴ児のノートである。Ｔ児は、「空気

を温めると上に行くと思います。空気を冷やすと下にいくと思

います。そのわけは前時の学習から、「お湯で温めるとシャボ

ンが上にあがって、水で冷やすとシャボンが下にひっこんだか

らです。」と記述している 

 Ｔ児に対しては、実験の際にプラスチック管に取り付けて

いる目盛りに着目して水の量の変化を見るように助言を行っ

た。Ｔ児の考察には具体的数値は出なかったものの「予想はあ

たった。空気を温めたら少しずつ上に上がって、冷やしたら少

しずつ下に下がっていった。」など今まで以上に具体的な語彙

を出してより詳細に書いていこうとしていた。 



【考察の段階】 

左は、Ａと判断したＫ児のノートである。特に文章の後半の部分

で、本時の実験と前時の実験を比較して考え、温度変化による空

気の体積変化の知識をより確かなものとしている。 

 

 

 

 

左は、Ｂと判断したＹ児のノートである。予想では、「空気を温

めると上にいくと思います。空気を冷やすと下にいくと思います。

そのわけは、お湯につけるとシャボン玉のまくがうえにいったから

です。水につけるとシャボン玉のまくが下にいったからです。」と

記述し、考察はそのときの実験の様子を詳しく記述している。 

 

 

 

 

左は、Ｃと判断したのＭ児のノートである。予想では、「空気を

温めると上にいくと思います。空気を冷やすと下にいくと思いま

す。そのわけは、空気をお湯で温めたらシャボンが上にいくから

です。空気を水で冷やしたらシャボンが下にいくからです。」と

記述してあり、考察もほぼ同じ文章である。そこで、「Ｍ君の予

想に対して、結果はどうだったの。温めたら上にいった、冷やし

たら下にいったということは空気の体積はどうなったの。」と問

いかけるなど温度と体積変化を関連付けて考察ができるように助

言をしたことで水の考察では、左のように変容してきた。 

 

 

 



第４学年の実践 

 

１ 単元名 ものの温度と体積 

 

２ 授業づくりの視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子どもの興味・関心の実態 

１学期単元「とじこめた空気や水」の学習を通し

て児童は目に見えない空気の存在を初めて意識し，

空気や水の性質に目を向ける経験をしている。その

際，視覚で捉えることのできない空気の存在をビニ

ール袋や注射器に閉じこめたり押し縮めたりして

「物」としての性質を感じとった。学習後，「空気

と水にこんなに不思議があるとは思わなかった」

「もっと空気や水について調べると生活に遊びに

生かせそうだ」「空気と水の秘密がわかった」など

の感想をもった。また，夏休みに「車の中のポテト

チップスの袋がパンパンに膨れていた」「電子レン

ジで“あたため”を押すと袋が膨れてびっくりした」

など生活のなかの不思議さに興味をもってきたよ

うである。このように子どもたちは空気や水の性質

について生活に沿ったところや実験を通して調べ

たいという興味・関心をもってきている。 

○ 子どもの能力の実態 

本学級の子どもたちは，日常生活において，部屋

に冷暖房を入れたり，お湯を沸かしたりする経験は

ある。空気や水，金属の温度変化によって引き起こ

されるわかりやすい事象・現象については「生活に

役立っている」という見方や意識をもっている。し

かし，温められたことによって体積が変化すること

に意識していない。また，事実と事実を関係付けて

考えることが十分ではなく霧吹きなど身近な道具

が１学期単元の「とじこめた空気や水」の学習にお

いて，閉じこめた空気と水を利用していることに気

づいている子どもは少ない。生活場面に適用する力

については十分ではない。本単元内容である温度の

変化に伴い，空気や水，金属の体積が変化すること

についての科学的な見方，考え方については意識し

ていない。 

学び方については，事象と事象を比較し，その差

異点から変化を捉えることはできつつあるが，その

変化を引き起こした要因を推論したり，その要因と

変化を関係付けたりして事象を捉える力は，十分と

は言えない。 

○ 教材の分析 

本単元のねらいは，金属，水及び空気の性質につ

いて興味・関心をもって追究する活動を通して，温

度の変化と金属，水，及び空気の体積の変化とを関

係付ける能力を育てるとともに，それらについての

理解を図り，金属，水及び空気の性質についての見

方や考え方をもつことができるようにすることであ

る。 

温度の変化と金属，水，及び空気の体積変化を利

用したものはわたしたちの生活の中にたくさんあふ

れている。例えば線路のレールの継ぎ目部分に隙間

が空いているのは，熱膨張によるレールの歪みから

電車の脱線をふせぐためである。また，温度計や体

温計も温度による体積変化を利用した道具である。

本単元において温度によって体積が変化するという

科学的な見方や考え方を養うことはその性質を利用

した道具を効果的に使い，生活を支えている科学的

な事象についての見方を育む基礎となるという点か

らも大変意義深い。 

○ 本単元の系統 

本内容は、「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「粒子をもつエネルギー」

にかかわるものであり、中学校第１分野「（２）ウ 状

態の変化」の学習につながるものである。 

これまでの学習において、第３学年「A（１）物と

重さ」では、粘土などを使い、物の重さや体積を比

較しながら調べ、物の形や体積と重さの関係をとら

え、物による性質の違いを学んできている。 

第４学年では，空気や水に関する学習が３つあり、

次のような系統を成している。 

「とじこめた空気や水」では、加える力と体積の関

係、「ものの温度と体積」では、温度と体積の関係、

「もののあたたまり方」では、温度と状態変化の関

係を追究していく。このように学習を進めていくこ

とで、要因を抽出し、関係付ける能力を高めていく

とともに、ものによって変化の様子や量に違いがあ

ることを理解できるようにする。 



３ 単元の目標 

自然事象への 

関心・意欲・態度 

○ 金属，水及び空気を温めたり冷やしたりしたときの現象に興味・関心をもち進んで  

それらの性質を調べようとする。 

科学的な思考・表現 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子と温度変化を関係付けて，それらについて予想を

もち，表現することができる。 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子と温度変化を関係付けて考察し，自分の考えを表

現することができる。 

観察・実験の技能 

○ 加熱器具などを安全に操作し，金属，水及び空気の体積変化を調べる実験やものづく

りをすることができる。 

○ 金属，水及び空気の体積変化の様子を調べ，その過程や結果を記録することができる。 

自然事象について

の知識・理解 
○ 金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わることを理解する。 

 

４ 展開計画と評価規準 （総時数 8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 

◎特に，言語活動を意識した指導・支援 
評価規準及び評価方法 

１ 空気を温めたり冷や
したりしたときに起こ
る現象を見て，その要因
を考え，体積の変化を調
べる。  (3)             

 
(1) 空気を温めたり冷や
したりしたときに起こ
る現象について予想し，
調べる方法を話し合う。    
①      

＜本時＞ 
 

(2) 空気を温めたり冷や
したりして，体積の変化
を調べる。  ①        

 
 
 
 
 
 
(3) 栓をしたペットボト
ルを温めて，空気の体積
変化について確かめる。     
① 
 
 
 

２ 水を温めたり冷やし
たりして，体積の変化を
調べる。   (2) 
 

(1) 水を温めたり冷やし
たりしたときに起こる
現象について予想し，調
べる方法を話し合う。     
①      

 
 
(2) 水を温めたり冷やし

○ 空気を温めたり冷やしたりしたときの
現象に興味・関心をもたせるために，口
にシャボン液を付け，空気を閉じ込めた
ペットボトルを温めたり冷やしたりした
ときの現象を提示する。 

 
◎ 空気を温めたり冷やしたりした時の
ペットボトル内の空気の変化を予想す
ることができるように，「かかわる」段
階を設定する。予想をもつ段階では，予
想時の言語活動プランを活用する。 

 
◎ 子どもが，温度の変化と空気の体積の
変化を関係付け，空気の性質についての
見方や考え方を深めることができるよう
に，考察時の言語活動プランを活用する。 
 
 
 

 
○ 空気を温めると，空気が上へ移動する
のではなく，体積が増えるという考えに
確信をもたせるために，栓をしたペット
ボトルを温め，パンパンに膨れる現象を
もとに意見交流をする。 

 
 
 
 
 
 
◎ 子どもが，前時の学習をもとに水を温
めたり冷やしたりした時の水の変化を予想
することができるように，「かかわる」段階
を設定する。予想をもつ段階では，予想時
の言語活動プランを活用する。 
 
◎ 子どもが，温度の変化と水の体積の変
化を関係付け，水の性質についての見方
や考え方を深めることができるように，
考察時の言語活動プランを活用する。 

【関】空気を温めたり冷やしたりしたとき
の現象に興味・関心をもち，進んでそれら
の性質を調べようとしている。  

（行動観察，発言分析） 
 
 
【思】空気を温めたり冷やしたりしたとき
のペットボトル内の空気の様子を考え，体
積変化に目を向け，自分の考えを文や絵図
で表したり，友達に伝えたりしている。 
（発言分析，記述） 
 
 

  
【知】空気は，温めたり冷やしたりすると
，その体積が変わることを理解している。       
（記述・発言分析） 
 
【技】実験器具を正しく扱い，空気の温度
を変化させた時の印の動きを調べ，結果を
記録することができる。 
(行動観察・記録分析) 
 
【思】管内の印の動きから，閉じ込められ
た空気の体積変化を温度と関係付けて考え
，自分の考えを文や絵図で表したり，友達
と意見を交流したりしている。 

（記述・発言分析） 
 
 
 
 
【思】水を温めたり冷やしたりしたときの
水の様子を考え，体積変化に目を向け，自
分の考えを文や絵図で表したり，友達に伝
えたりしている。  

（発言分析，記述） 
 
 
【技】実験器具を正しく扱い，空気の温度
を変化させた時の印の動きを調べ，結果を



たりして，体積の変化を
調べる。  ① 
 

 

◎ 管内で起きた現象を文や絵図に表した
り，意見交流をしたりすることで，水も
空気と同じように，温めたり冷やしたり
すると体積が変化するという確信をもた
せると共に，その体積変化の差の違いに
気付かせる 

記録することができる。 
(行動観察・記録分析)  

 
 

【思】管内の印の動きから，閉じ込められ
た水の体積変化を温度と関係付けて考え，
自分の考えを文や絵図で表したり友達と意
見を交流したりしている。 

（記述・発言分析） 
【知】試験管の中の色水を温めたり冷やし
たりしたときの現象から，水は温めると体
積が増え，冷やすと体積が減ることを理解
している。 （記述，発言分析） 

３ 金属を温めたり冷や
したりして，体積の変化
を調べる。   (2) 

 
(1) 金属を温めたり冷や
したりしたときに起こ
る現象について予想し，
調べる方法を話し合う。    
①      

 
 
 
 
 
 
(2) 金属を温めたり冷や
したりして，体積の変化
を調べる。  ① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 空気，水，金属の体積
変化と温度との関係に
ついて，日常生活で見ら
れる現象を見直し，本単
元をまとめる。 

 (1)    

 
 
 
 
◎ 子どもが，前時の学習をもとに金属を
温めたり冷やしたりした時の金属の変化
を予想することができるように，「かかわ
る」段階を設定する。予想をもつ段階で
は，予想時の言語活動プランを活用する。 

○ ガスコンロやアルコールランプ，マッ
チ，熱した金属球などの取り扱いについ
ては，やけどをしないよう安全面の指導
を十分行う。 

 
◎ 子どもが，温度の変化と金属の体積の
変化を関係付け，金属の性質についての
見方や考え方を深めることができるよう
に，考察時の言語活動プランを活用する。 

◎ 実験の結果を文や絵図に表したり，意
見交流をしたりすることで，金属も水や
空気と同じように，温めたり冷やしたり
すると体積が変化するという確信をもた
せると共に，その体積変化の差の違いに
気付かせる 

 

○ ピンポン球やジャムのふたの事例を試
すなどして，基礎的な内容の確実な定
着とそれらを活用する力の育成を図
る。 

 

 

 

 

【思】金属球を温めたり冷やしたりしたと
きの現象から，金属の体積変化を温度と関
係付けて考え，自分の考えを文や絵図で表
したり，友達と意見を交流したりしている
。    （記述・発言分析） 

 

 

 

 
 
 
【技】実験器具を正しく扱い，金属球の変
化を調べ，結果を記録することができる。     
(行動観察・記録分析) 
【知】金属球を温めたり冷やしたりしたと
きの現象から，金属も水や空気と同じよう
に温めると体積が増え，冷やすと体積が減
ることを理解している。  

（記述，発言分析） 
 
 

 

 

【関】物の温度と体積の変化の特徴を適用
し，温度計やピンポン球，ジャムのふた，
レールのつなぎ目等の事象を見直そうとし
ている。（行動観察・記述分析） 

【知】金属，水及び空気は，温めたり冷や
したりすると，その体積が変わり，空気の
体積変化が最も大きいことを理解している
。   （発言分析・記録分析） 

 

 

 

 

 



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，見方や考え方を深めることができるように，指導過程を工夫する。そして，出会う段

階での工夫，かかわる段階の位置づけ，見通す段階と考察する段階での言語活動の工夫を行う。 

＜指導過程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが追究意欲を高め，温度変化と空気，水及び金属の体積変化の関係の不思議さを実感しながら，金属，水及び

空気の性質についての見方や考え方を深めることができるように，「空気を温めると，シャボン玉が大きくなり，冷や

すとシャボン玉の膜が下がるのはどうしてだろう。」「空気を入れたり出したりしていないのに，膨れたりへこんだり

するのはどうしてだろう。」という子どもの驚きや疑問を核とし，空気，水及び金属の温度による体積変化を定量的に

調べるという流れで学習を展開する。 

手だて１：「出会う」段階での事象提示の工夫 

導入では，事象に「えっ！「どうして？」「不思議だな」という感じとりができるように，口にシャボンをつけ

たペットボトルを温めたり，冷やしたりしたときのシャボン液の変化を見せる事象提示の工夫を行う。ペットボト

ルを押したり、触ったりしなくても温めたり、冷やしたりしたときの現象から，その現象が，温度変化によるもの

であること，その温度変化によって起こるシャボンの液面の変化と見えない空気結びつけ，空気の変化に気付くこ

とができるようにする。そして，「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもつことが

できるようにする。 

 

手だて２：「かかわる」段階での工夫 

事象提示の後，子どもたち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

象提示で「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という知的好奇心をもった子どもが，実際に自らかかわり，

要因の抽出やその要因と現象との関係付けを行いながら，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。 

この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）をもつことを目的とした段階である。子どもは，事象とかかわ

りながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構築していく。収集した情報（事

実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想になると考える。 

 

手だて３：言語活動の位置づけ 

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・結論」段階において，子ど

もが友だちとの対話を通して，空気の性質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，言語活動プランを用いた段階的な指導を行う。 

 

 

 

 
「問題解決の指導過程」 ※１つの問題を解決するための流れ 

新たな問題が生まれたときは、繰り返す 

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     

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 

 



＜「見通す」段階の言語活動プラン＞ 

過
程 

学習活動 
 

発問と子どもの発言 

見
通
す 

空気を温めたり冷や

したりしたときの空気

の体積変化について，自

分の考えをもつ。 

（予想する） 

 

書
く
・
描
く 

※（事実の確認）空気を温めたときに気づいたこと（事実）を確認
する。 

Ｔ：気づいたことを基に，空気を温めたときにどうしてシャボン玉
が膨れたのか，自分の考えを書きましょう。 

Ｃ：温めたら，空気の体積が増えたからシャボン玉が膨らんだ。 
Ｃ：温めると，空気の体積が増える。 

対

話 

Ｔ：なぜ、シャボン玉の膜が膨れたと思いますか？ 
Ｃ：空気を温めると体積が増えたからだと思います。 

Ｔ：どうしてそう思ったのですか？ 
Ｃ：ペットボトルをお湯につけると，中の空気の温度が高くなりま

す。そして，体積が増えて，中に入りきれなくなって外へ出て
きたからです。 

Ｔ：どんな調べ方がありますか？ 
Ｃ：ペットボトルに栓をして，温めてみたらいいと思います。 

書
く
・
描
く 

Ｔ：話し合ったことを基に，自分の予想を見直しましょう。  
Ｃ：温められた空気が，上に行ってシャボン玉が膨らんだよ思って

いたけど，みんなの意見を聞いて考えが変ったよ。 

「見通す」段階のはじめに，「かかわる」段階で気づいたことを基に事実を確認し，「書く・描く」活動に取

り組むようにする。事実の確認後，個々の子どもが，気づいたことから自分の考え（予想）を書かせるようにす

る。その後，自分の考えを出し合う対話を行い，予想を共有する。そして，予想を確かめる方法を話し合い，自

分の考えの見直しを行う「書く・描く」活動に取り組むようにする。 

 

＜「考察・結論」段階の言語活動プラン＞ 

過 
程 

学習活動 
 

発問と子どもの発言 

考
察
す
る 

結果を基に，空気を温
めたり冷やしたりした
ときの体積の変化につ
いて考察する。          
 

書
く
・
描
く 

※（事実の確認）空気を温めたときと冷やしたときの各班の結果を
一覧表示して黒板に掲示。 

Ｔ：結果を基に，めあてと結んで，予想がどうであったか自分の考
えを書きましょう。 

Ｃ：温めたら，空気の体積が増えた。温めたら，赤い印が上に上が
ったから。 

Ｃ：冷やしたら，空気の体積が減った。冷やしたら，赤い印が下に
下がったから。 

対

話 

Ｔ：空気を温めたり冷やしたりすると，体積はどうなるといえます
か。 

Ｃ：空気を温めると体積は増えます。 
Ｃ：空気を冷やすと体積は減ります。 

Ｔ：どうしてそう思ったのですか？ 
Ｃ：結果の表を見ると，どの班も温めたときは印が上に行って，冷

やすと，下がっているから。 
書
く
・
描
く 

Ｔ：話し合ったことを基に，自分の考えを見直しましょう。 
Ｃ：空気でっぽうでは押すと空気の体積が小さくなった（変わった）

今度の空気のひみつは、空気の温度だと思います。空気の温度
が高くなると体積が増え，温度が低くなると体積は減ります。 

「調べる」段階で出た各班の結果（空気を温めたときと冷やしたときの寒天の位置）を，一覧表示することで

事実を確認する。そして，「考察する」段階のはじめに，「書く・描く活動」に取り組むようにする。ここでは，

個々の子どもが，「温度の変化」と「空気の体積」とを関係付けて考えたこと（考察）を書かせるようにする。

その後，「温度の変化」と「空気の体積」との関係付けを問う発問を行い，「空気を温めると体積は増え，冷やす

と体積は減る。」という考えを全体で共有することができる対話を行う。そして，自分の予想と関係付けて実験か

ら考えたこと（結論）を書くようにし，思考を深めることができるようにする。 

 

 

 

 



 

(2) 子どもの思考の深まりを見取る判定基準と個に応じた指導の手だて 

【「考察する」段階】 

評価規準＜思考・表現＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

学習ノートに考察を記述
する場面 

温度と空気の体積変化について，自ら行
った実験の結果と予想を照らし合わせて考
察し，自分の考えを表現している。 

（発言分析，記述分析） 

さらに，前時の学習や生活体験と関係
付けながら自分の考えを表現している。    
（発言分析，記述分析） 

評 価 事 例 

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

 

６．本時の学習 

(1) 日 時：平成２６年１０月 １日（水） ５校時        於 理科室 

(2) 主 眼：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る活動を通して，空気は温めると体積が増え，

冷やすと体積が減るという考えをもつことができるようにする。 

(3) 準 備：ペットボトル，シャボン液，シャーレ，プラスチックカップ，湯，水   

(4)  展  開 

 学習活動と子どもの意識 教師の関わり（○）と評価（◆） 

出

会

う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か

か

わ

る 

 

 

 

 

1 口にシャボン液を付け，空気を閉じ込めたペッ

トボトルを温めたときの現象について話し合

い，本時のめあてを把握する。 

・教師の事象提示か 

ら空気の体積変化の 

様子を見る。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空気を温めたり冷やしたりしたときの空気の

体積変化を調べる。（かかわる） 

 

 

 

 

 

 

○ 温度変化による空気の体積変化に興味・関心をも

たせるために，口にシャボン液を付け，空気を閉じ

込めたペットボトルを温めたときの現象を提示す

る。 

 

○ 学びの足跡を活用し，とじこめた空気について想

起させ，空気の温度変化に対する体積の変化に疑問

をもたせ，めあてへと導く。 

 

 

 

 

 

◎ 空気を温めたり冷やしたりした時のペットボト

ル内の空気の変化を要因に着目し，予想すること

ができるように，現象に自らかかわる活動，「かか

わる」段階を設定する。 

 

○ 気づいたことを記録することができるように，ワ

ークシートを準備する。 

 

 

          

お

湯  

 

 
 
 

【評価のポイント：Ｂ】 
・温度と空気の体積変化を関

係付け，自分の予想と照らし合
わせて，自分の考えを記述して
いる。また、事象提示と結論を
結んで考えている。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ 結果と考察を分けて書いていくよう支援する。 
 ・ 温度と体積変化を関連付けて考察ができるように助言する。 
 ・ 自分の予想と照らし合わせて考察することができるように助言する。  

 予想と違って空気は，温め
ると体積がふえ，冷やすと体積
がへる。だから，ペットボトル
を温めると，シャボン液が膨ら
み，冷やすと，シャボン液面が
下に下がったのか。 

【評価のポイント：Ａ】 
・温度の変化による体積の膨

張を，生活体験と当てはめて記
述している。 

 予想と違って空気は温度

によって体積が変化する。だか

ら，お湯にビーチボールを入れ

ると膨らんだのは空気の体積

が増えたからなんだ。 

空気を温めたり冷やしたりしたときの，空気のひみつを考えよう。 

 閉じこめた空気は、

おしちぢめることはで

きたけど，体積は温度に

よって変わらないんじ

ゃないかな。 

お湯だと何もして

ないのに先生と同じ

ようにシャボンが膨

らんだ。なぜだろう。 

どうして，シャ

ボン玉が膨らんだ

のかな？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

見

通

す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 空気を温めたり冷やしたりしたときの空気の

体積変化について，自分の考えをもつ。 

   （予想する） 

(1) 気づいたこと（事実）を確認し，自分の考

え（予想）を書く。 

 

(2) 考えを出し合い，話し合う。 

 ・予想について 

  

 

 

 

 

 

・調べる方法について 

 

 

 

 

 

 

(3) 自分の考え（予想）を見直す。 

 

 

 

４ 本時の学習を振り返り，次時の学習につい

て話し合う。 

 

 

 

 

 

○ 活動を安全に行うことができるように，使う道具

や方法を確認する。 

 

◆ 空気を温めたり冷やしたりしたときの現象に興

味・関心をもち，進んでそれらの性質を調べようと

している。               （関） 

 

○ 子どもが，温度の変化と空気の体積の変化とを関

係付け，空気の性質についての自分の考えをもつこ

とができるように，予想時の言語活動プランを活用

し，子どもの考えを意図的に取り上げながら，①自

分の考え（予想）の記録（書く・描く活動）②予想・

調べる方法の話し合い③自分の考え（予想）の見直

し（書く・描く活動）の順に仕組む。 

 

○ 温度と空気の体積変化の関係をもとに予想して

いる子どもを賞賛し，全体に広げることで，見通し

をもつことができるようにする。 

 
 
 

◆ シャボンの動きから，空気の体積変化について，

自分の考えを文や絵図で表したり，友達と意見を

交流したりしている。        （思・表） 

 

 

 

 

○ 自分の考えの変容や学び方を価値付けている児

童の振り返りをモデルとして全体の場で発表する

場を設け，賞賛することで，一人一人が本時の学習

の価値を具体的に振り返ることができるようにす

る。 

○ 次時の学習の見通しをもつことができるように，

予想・方法について確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予想）空気は，温めると体積はふえ，冷やすと体積はへる。 

 
お湯だとシャボン玉が膨

らんで，水だとシャボンが

へこんだから，お湯だと体

積が増えて水だと体積が減

ったのかな？ 

 体積が増えてかどう

か，ペットボトルにふた

をして温めてみたらわか

ると思うよ。 

 空気は，温度によっ

て体積が増えたり減っ

たりすると思うよ。  

 
氷水とか温度が低か

ったら体積はへるのか

な？どのくらい減るか

楽しみだな。 

 お湯につけると，空気

の体積はきっと増える

よ。 

 ボールでも確かめら

れるんじゃないかな。 



（２）4年2組の実践 

①展開 

 



 

②   実践の考察 

○ 知的好奇心を喚起し，見方や考え方を深める指導過程の工夫 

           「出合う」段階での事象提示の工夫 

子どもがもっている素朴な概念と矛盾を生み出す（事象の中に違いをつくる） 

 

 

 

          「かかわる」段階での発問の工夫 

 

 

 

単元の導入「出合う」「かかわる」段階では、見えない空気の存在に意識を向け、空気に何だかの変化が起きていること

に気づき、空気の体積変化への追究意欲を高めることができるように、事象提示を工夫した。 

図表１は、単元の導入時（第１次第１・２時）に行った事象提示との「出合い」と「かかわり」、その時間に書いた事実と

予想に見られた子どもの記述である。これにより、子どもたちの意識は見えない空気に対してその存在をはっきりととら

え、変化に目を向け追究意欲が高まっていることが分かる。 

・子どもの興味・関心を高める・子どもの認知的葛藤を喚起する・子どもの考えを顕在化させる。 

・子どもが目的をもって観察・実験をする。・実際の自然や日常の生活に関連させる。 

 

・現象の中から違いを生み出す要因を見いだす発問 

・対話を通して問題へと発展させていく工夫・問題を明らかにしていく場の工夫（ペアやグループの活用） 



 

 

 知的好奇心を高めるための事象提示「 出会う」及び「かかかわる」段階での 

・空気の存在を意識付けと温度変化と体積変化に目を向けさせる（第１次第１・２時） 

 
 

 

  か か わ る  事  実・予  想 

第

１

次

第

１

時 

 

・シャボン膜で空気を閉じこめたペットボトル

をお湯に浸けたり手で覆ったりして温める。シ

ャボン液が膨らんだという事象から、子どもた

ちは空気がシャボン液を膨らませたと考える。

そこで横を向けたペットボトルを同じように

温める。同じように膨らむことから、空気の移

動ではなく、体積の変化に目を向けさせる。 

・2人組・班・クラス全体と対話を行い、自分

の考えをもてるようにする。 

 

 

 

 

 

お湯の中にペットボトルを入れてみる

とシャボン液が膨らんだ。 

・ペットボトルの中に入っている空気が

外に出ようとしてシャボン液が膨ら

んだと思う。 

・空気は水蒸気みたいに上へ移動したと

思う。 

・空気が温められて大きくなってシャボ

ン液を膨らませたと思う。 

第

１

次

第

２

時 

 

 

・蓋をしたペットボトルをお湯につけて温めた

り、冷やしたりする。 

・空気を閉じこめたビーチボールを温めたり冷

やしたりする。 

 

・空気の出入りができない状態でのペットボト

ルやビーチボールの状態変化を実際に見て触

って体感させる。 

 

 

 

・この導入段階における活動の流れは、目に見

えない空気を意識させ、温度変化に伴う体積変

化へ結ぶことをねらう。 

ペットボトルは、温めると膨らみかたく

なった。冷やすとへこんだ。 

ビーチボールは、温めるとパンパンに膨

らみ、冷やすと空気が抜けたようにへこ

んだ。 

・温度によって空気が増えたりや減った

りして変わると思う。 

・空気を閉じこめて新しく入れていない

のに、ふくらんだから、温度を上げる

とやはり空気の体積が変化している

と思う。 

・ペットボトルが固くなった。それは、

中で、空気が増えたからだと思う。 

・お湯と氷水では温度がぜんぜん違う。

もっと調べたい。 

・空気でっぽうでは押すと空気は縮んだ

けど押さなくても閉じこめた空気の

温度が変わると空気が縮んだり、膨ら

んだりすると思います。 

第

１

次

３

時 

 

 

・実験器具を使い，見えない空気
を視覚的に表す。温度を変化させ
た時の印の動きを調べ，結果を記
録する。 
 
・管内の印（ゼリー）の動きから
，閉じ込められた空気の体積変化
を温度と関係付けて考え，自分の
考えを文や絵図で表したり，対話
したりする。 
 

 

 

 

 

 

 

・みえない空気がゼリーで閉じ込め、体

積の変化がよくわかった。。 

・温度の違いで空気の体積がかわること

が、はっきり証明された。 

 

図表１ 

冷やすとどうなるかな？（温度変化） ものの出入りによる体積変化はない。 

変化の要因は？ 

空気の変化 

「空気を温めると，シャボン玉が大きくなり，冷やすとシャボン玉の膜が下がるのはどうしてだろう。」 

先生は押してないのにシャボンの膜が膨らんだ。なぜだろう？ 

 
お湯に浸けただけでシャボン膜が膨らんだ。不思議だ？ 

 ぼくにもできるのかな？やってみたい。 

見えない空気にひみつがあるのかな？ 

「空気を入れたり出したりしていないのに，膨

れたりへこんだりするのはどうしてだろう。」 

ひみつ（要因）を見つけたい！ 

温度を変わると体積がかわる。 



図表２は、Ａ児の毎時間のふり返りを１枚にまと

めたもの（１枚ポートフォリオ）である。ポート

フォリオの分析を通して単元構成の有効性を検証

する。 

Ａ児は、第１次第１時でペットボトルの蓋代わ

りのシャボン膜が膨らんだ事象提示を通して、自

分の体験を重ねて、その要因を考えている。（図表

２①）また、第１次第２時では、ペットボトル・

ビーチボールの膨らみやへこみ、シャボン膜の変

化の事象を通して、「温めると、空気が膨らんで冷

やすと縮む。つまり、空気は温度が変わると体積

がかわる。空気の体積が変わることは知っていた

が、温度によってかわることにびっくりした。」と

要因に目を向けていることがわかる。（図表２②）

さらに、空気の体積実験を行った第１次第３時で

は、この時間に知り得た空気の体積変化の事実を

確認し、次時の「水はどうなのか？注射器実験を

基に温度を変えても体積は変化しないと思う。」と記述されている。既習学習から理由を考え、追究意欲が見られた。その

後の金属でも生活体験から予想をたてて追究意欲が持続されていることがわかる。最後に生活化の段階では、身の回りか

ら温度による体積変化を利用した事象提示を通して、「空気も水も金属も温めると体積が増えて冷やすと体積が減る。つま

り、温度が変わると体積も変わる。生活の中で使う道具にもこれらを利用しているものがある。これからも生活の中で学

習したことを探していきたい。」図表２⑥）とある。これらの記述から、Ａ児が見えない空気の存在を意識し、事象提示内

容を通して思考を深め、温度による体積の変化に意欲を高めていることが分かる。これは温度変化と，金属，水及び空気

の体積変化の関係の不思議さを実感しながら，金属，水及び空気の性質についての見方や考え方を深めた姿であると考え

る。 

Ａ児のふり返りに見られた，「知りたい」「調べてみたい」等の記述は，クラス全体でも多く見られた。 

このような学習への意欲を表す言葉を記述している子どもたちが，どのくらいの割合だったのかグラフ（図表３）にし

てみた。このグラフを見ると，９５％以上の子どもたちが，毎

時間，意欲的に学習に取り組んでいたことがわかる。1組より2

組では、導入の「かかわり」活動の時間を多くとった。すると

知的好奇心の持続につながっていることがわかる。以上のこと

から，「かかわる」手だてとしてビーチボールを取り入れたこと

が追究意欲を高めといえる。温度変化と，金属，水及び空気の

体積変化の関係の不思議さを実感しながら金属，水及び空気の

性質についての見方や考え方を深めることができたという意味

において，本単元の指導過程や事象提示の工夫は知的好奇心を

たかめることに有効であったと言え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
 

② 

③ ④ ⑤

５ 

⑥

５ 

図表２ Ａ児のポートフォリオの分析 

図表３ 



 

○言語活動プランを活用した段階的な指導 

 

言語活動の位置づけ 

根拠をもった予想をもたせる「かかわる」段階と，結果から結論を導き出す「考察・結論」段階において，子どもが友だ

ちとの対話を通して，空気の性質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

プランを用いた段階的な指導を行った。 

 

学習ノートの記述に見られる思考の深まりを分析し，言語活動モデルを活用した指導の有効性を検証する。 

上図は，本時の学習ノートである。〈事実〉の欄には「温めるとシャボン膜が膨らんだ」どの図からもペットボトルの中の

見えない空気を意識していることが分かる。そこから，〈予想〉の欄では「温めると空気の体積が増える」という科学言語

に変換されて記述されている。Ｂ児の思考が深まっていることがわかる。この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）

をもつことを目的とした段階である。子どもは，事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，思考し

て自分の考え（予想）を構築していく。収集した情報（事実）からの思考であるため，根拠を伴って想像した子ども自身

の予想になると考える。 

これは，指導の実際にあるように，「シャボン液膜の変化」を「空気の体積の増減」に置き換え，Ｔ「空気を温めたり冷

やしたりすると，体積はどうなったと言えますか」という関係付けを図る発問を行って，対話を行った成果であると考え

る。このように，〈事実〉と〈予想〉を分けて書くことができた子どもは，９２％であった。段階的な指導を積み重ねるこ

とにより，ほとんどの子どもたちが〈事実〉と〈予想〉を分けて書くことができるようになった。また，Ｃ児の「ペット

ボトルの中は空気でいっぱいになっている。」の記述は，意味付けの段階における発問によるものであると考える。Ｃ「私

の予想と同じで，空気は，温められると，体積が増えました。だから，ペットボトルを温めたとき，シャボン液膜が膨ら

んだと思います。ペットボトルの中の空気の体積が増えて，シャボン液を押したと思います。」Ｃ「ぼくの予想と同じで，

空気は温められると体積が増え，冷やされると体積は減りました。ビーチボールがへこんで，ぶよぶよになったのは，空

気の体積が減ったからだと思います。」の発言からも，Ｔの発問は，子どもが一般化へと思考を深めるために有効であった

と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４  



○ 子どもの思いや願い、思考の深まりを見取る多面的な評価と個に応じた適切な指導 

 

【「かかわる」「予想する」段階】 

評価規準＜思考・表現＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

ワークシートに予想を記
述する場面 

温度と空気の体積変化について，自ら
かかわった体験から自分の予想を，自分
の考えとともに表現している。 

（発言分析，記述分析） 

さらに，既習学習や生活体験と関係
付けながら自分の考えを表現してい
る。    （発言分析，記述分析） 

評 価 事 例 

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

 

【「考察する」段階】 

評価規準＜思考・表現＞ 
判断基準及び方法 

おおむね満足（Ｂ） 十分満足（Ａ） 

学習ノートに考察を記述
する場面 

温度と空気の体積変化について，自ら行
った実験の結果と予想を照らし合わせて考
察し，自分の考えを表現している。 

（発言分析，記述分析） 

さらに，前時の学習や生活体験と関係
付けながら自分の考えを表現している。    
（発言分析，記述分析） 

評 価 事 例 

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

 

 

 

 

【評価のポイント：Ｂ】 
・温度と空気の体積変化を関

係に気づき、自分の考えを記述
している。また、事象提示と結
論を結んで考えている。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ かかわったことから自分の考えを書くように支援する。 
 ・ 温度と体積変化を関連付けて予想ができるように助言する。 
 ・ 自分の予想と友達の予想を照らし合わせて、思考が深まるように助言する。  

ペットボトルを温めると，シ
ャボン液が膨らんだのは、お湯
に関係があると思います。 

お湯だと空気の温度が高く
なり膨らんだと思います。 【評価のポイント：Ａ】 

・温度の変化による体積の膨
張を，既習学習や生活体験を取
り入れて記述している。 

閉じ込めた空気は温められる

と体積が増える。１学期に学習し

た「とじこめた空気や水」のとき

と同じで空気は温められると体

積が大きくなると思う。 

【評価のポイント：Ｂ】 
・温度と空気の体積変化を関

係付け，自分の予想と照らし合
わせて，自分の考えを記述して
いる。また、事象提示と結論を
結んで考えている。 

◆ 【指導の手だて：Ｃ】 
 ・ 結果と考察を分けて書いていくよう支援する。 
 ・ 温度と体積変化を関連付けて考察ができるように助言する。 
 ・ 自分の予想と照らし合わせて考察することができるように助言する。  

 予想と違って空気は，温め
ると体積がふえ，冷やすと体積
がへる。だから，ビーチボール
やペットボトルを温めると膨
らみ，冷やすとへこむ。 【評価のポイント：Ａ】 

・温度の変化による体積の膨
張を，生活体験と当てはめて記
述している。 

 予想と違って空気は温度

によって体積が変化する。だか

ら，お湯にビーチボールを入れ

ると膨らんだのは空気の体積

が増えたからなんだ。 



９ 研究の成果と課題 

 【科学する心が育ったか】 

 右図は、４年生２クラスの一枚ポートフォリオを分析した結果（「調べたい」「わかってよかった」「楽しい」等の表現

が単元の総時数の９0％以上に見られる児童数の割合）である。青い部分は、導入時の「かかわり」活動の際の集計である。

１組では、始めに「かかわる」活動の時間を多くとらずに進んだ。その結果、ペットボトルの中の空気には視点がいかず

に「シャボン玉が膨らんだ」にとどまってしまった。それを受け

て２組は「かかわる」活動の時間を対話や自分の予想を書く時間

を十分にとるようにした。また、１組も第２時に十分とった。す

ると既習学習に戻って考えたり、見えない空気の様子を空気君（粒

子）として図で表したり、など全員が自分の予想をもち、知的好

奇心が水、金属の学習までも続いていることがポートフォリオか

らわかる。その記述は「～がわかった。」という学習内容（事実）

の記述と同時に、疑問や驚き、解決の喜び、次時へ向けての意欲

など、追究意欲を学習内容と重ねながら記述する子どもたちが多

く見られた。 

これは、知的好奇心に支えられた問題解決を行っている姿だと

考えることができる。つまり、「科学する心」が育ったと結論づけ

ることができる。 

 【科学する力が育ったか】 

 下の図は、H 児の一枚ポートフォリオの中の学習前と学習後の，「空気」「水」という言語に対する概念地図である。

これを単元でねらう物の温度と体積に関する言語に着目して分析する。 

 学習前は「ちぢむ－もどろうとする」という，１学期単元「とじこめた空気や水」で学習した言葉が記述されている。

しかし，学習後には，「空気」－「温められる」―「体積がふえる」，「空気」－「冷やされる」―「体積がへる」等，温度

変化と体積変化の関係についての記述が見られるだけでなく「空気と水」を共通するものと新たなくくりをつくり物の性

質についての考えをもつようになっていることがわかる。 

 これらのことから，科学的な見方や考え方つまり，科学する力が確かに育ったということができる。 

 

 

 

H児のように「科学する力」が育ったのか、学年全体の変容について検証する。 

上右グラフは，学年全体を分析した結果である。学習前に比べ、学習後は，空気や水の体積と温度変化との関係につい

ての言語の発現率が大きく増加しており，水及び空気の性質についての見方や考え方が深まったと言える。子どもたちの

思考力は高まってきていると言える。以上のことから、「科学する力」が育ったと考える。 
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１組 ２組

知的好奇心をもった児童の割合

図表H児 授業前と授業後のポートフォリオ 
図表５ 

図表６ 



＜成果＞ 

○ 知的好奇心を喚起し，金属，水及び空気の性質についての見方や考え方を深める単元展開や導入時の事象提示の工

夫，「かかわり」活動及び 言語活動プランを活用した段階的な指導は，４年生の子どもたちにとって，科学する心と

力を育むために有効な手立てであることが検証された。 

○ 言語活動プランによる段階的な指導・対話は，子どもたちの思考を深める上で効果的である。 

＜課題＞ 

 ○ 導入時のかかわりと予想をもつことの重要性を特に感じた。そのため課題として特に単元を通して行う言語活動の

基本となる主要発問に対して児童の予想・考察時間の配分をもっと配慮すべき点だと考える。また、目に見えない空

気の温度による体積変化を図に表した際の子ども対子どもの対話のゆさぶりも意欲興味の持続を考えるともっと必

要だった。 


