
第 2章 科学的な思考を高める小・中学校理科学習指導過程 

 １ 探究のプロセスと学習指導のポイント 

前章で述べましたように，基本的な探究のプロセスを身に付けさせていく中で，科学的な思考を

高めていくように指導の工夫をしていくことが大切です。小・中学校の理科学習は，どちらも観察・

実験を通した問題解決的活動を進めていくことが求められており，基本的な探究のプロセスはほと

んど変わりません。しかし，発達段階の違いにより学習指導のポイントは違ってきます。小・中学

校理科の基本的な探究のプロセスと学習指導のポイントをまとめてみると図２のようになります。 
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・事象提示（演示実験等）により疑問をもたせる。

＊驚きを与えるだけでなく，その仕組みを考え

てみたくなるような事象を提示する。 

 

・事象を引き起こす原因について予想させる。 

＊学年が上がるにつれて，これまでの日常生活

や既習事項をもとにして，予想の根拠まで考

えさせる。 

 

・観察・実験の計画や結果の予想を立てさせる。 

＊学年が上がるにつれて，種々の条件を制御し

ながら調べる方法を工夫させる。 

・観察・実験などで確かめさせる。 

＊学年が上がるにつれて，定量的なデータが得

られるような調べ方を工夫させる。 

＊学年が上がるにつれて，材料や方法を変えて

調べてみるなど多面的に調べさせる。 

 

・観察・実験の結果から言えること（きまり）を

見付けさせる。 

＊学年が上がるにつれて，原理・法則性の理解

へ向かわせる。 

 

・身の回りの事象を解釈させる。 

＊学年が上がるにつれて，原理・法則性を他の
観察・実験前の子どもの
達

4

れた
なぜだろう？ 
やっぱり！ 
 結果が…ということは 
科学的に妥当な子ども
段階に応じた学習指導のポイント 

4

事象に適用して考えさせる。 

具体的な授業事例を紹介します。 
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２ 小・中学校理科学習指導の実際 

           (1)「とじこめた空気と水（小学４年）」での授業事例          

－学習したことを使って，傘袋ロケットが飛ぶ仕組みを考えさせよう－ 
単元について 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的目標 

・ 空気を集めたり，空気や水を閉じ込めて押したりする活動を通して，空気や水の性質を調べてみ

ようとする。                      【自然事象への関心・意欲・態度】 

・ 閉じ込めた空気や水を押したときの手ごたえやかさの変化の違いから，空気と水の性質の違いを

考えることができる。                          【科学的な思考】 

・ 閉じ込めた空気や水を押したときの手ごたえやかさの変化を調べることができる。           

【観察・実験の技能・表現】 

・ 集めた空気を押し縮めると，かさは小さくなるが手ごたえは大きくなること，空気は押し縮めら

れるが，水は押し縮められないことが分かる。       【自然事象についての知識・理解】 

 

単元計画（全６時間） 

【第１次】空気を集めてプールで遊んでみよう                （１時間） 

【第２次】閉じ込めた空気に力を加えてみよう                （１時間） 

空気でっぽうの玉の飛ぶ距離を変えてみよう                      （１時間） 

閉じ込めた水に力を加えてみよう                                （１時間） 

空気と水の性質をうまく使った身近な道具の仕組みについて考えよう （１時間） 

【第３次】かさ袋ロケットを作ろう－補充的内容－                          （１時間）本時 

 

学習前の子どもたちの見方・考え方 

・ ドッジボールに空気を入れて落とすとボールが弾むの

は，ゴムの力で弾む。丸いから弾む。中の空気が浮くから

弾む。 

・ ふたをしないと空気は逃げる。 

本単元で行う学習 

・ 空気の存在を確かめる。 

・ 閉じ込めた空気や水に力を加えてそれらの性質の違いを調べる。 

・ 生活の中で，閉じ込めた空気や水の性質を利用したものがあることを知る。 

学習後の子どもたちの見方・考え方 

・ 閉じ込めた空気は力を加えると，押し縮められて元に戻ろうとする。 

・ 閉じ込めた水は力を加えても，押し縮められない。 

・ 閉じ込めた空気や水の性質は，身近な生活の中で使われている。 

空気の存在を体で確かめる！ 
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本時の目標 

閉じ込めた空気が押し縮められると元に戻ろうとする働きと，傘袋ロケットをより遠くまで飛ばす方

法を関係付けて考えることができる。（単元末の補充的な学習として） 

科学的な思考を高めるためのプロセス 

① 傘袋ロケットを棒で押し縮めて飛ばす事象を見せる。  

② 棒で押した傘袋ロケットが飛ぶ仕組みを考えさせる。 

③ 傘袋ロケットを遠くまで飛ばす方法を考えさせる。 

④ 傘袋ロケットがよく飛ぶ方法と空気の圧縮を関連付けて説明させる。 

本時の展開 

１【問題意識】傘袋ロケットを作って

飛ばしてみる    

・ 傘袋ロケットを提示し，空気で

っぽうで使った押し棒を傘袋ロケ

ットの尾部に押し込み，手を離し

て飛ばして見せます。 

  

・ 傘袋ロケットを制作させ，一人

一人に，ロケットに棒を押し込ん

で手を離すやり方で一度飛ばさせ

ます。 

・ 感想を出させた後，課題を提示

します。 

 

 

 

 

・ ロケットが飛ぶ仕組みについて

図，絵，言葉などで自分の考えを

表現させます。 

・ 閉じ込められた空気の性質以外

の視点で考えている児童（おも

り，飛ばす角度，風向きなど）に

対しては空気でっぽうを例示し，

既習事項を想起させます。 

・ 代表的な考えを抽出し，その考

えを説明させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロケットが飛ぶひみつをさぐって，より遠くまで飛ばそう！ 

２【見通し】ロケットが飛ぶ仕組みを考える 

棒を奥まで押し込むとよ

く飛ぶと思うな。 

 

棒で押し縮められた袋の

中の空気が元に戻ろうと

して…。 

傘袋ロケットをどうやっ

て飛ばすのかな？ 

棒を押し込むとき，けっ

こう手ごたえがあるね。

中の空気が…。 

強くにぎると手が押し

戻されるよ。 

傘袋の中には空気がぱん

ぱんに入っているね。

きっと空気が押しつぶさ

れて元にも戻ろうとして

いると思います。

棒で下から押されるから

空気が上に上がろうとし

ているんだと思います。
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・ 出てきた考えを黒板に提示し名

札マグネットを使い自分の考えを

はっきりさせます。 

・ 空気の弾性のほかに，「袋の中

の空気が棒に押されて上に行くか

ら」「棒がばねの役割をするか

ら」などの考えが出てきます。 

・ 遠くまで飛ばす方法を考えさせ

ます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・ 何度も飛ばすことで袋が伸びた

り，空気が抜けたりして飛距離が

落ちてくるが，それが空気をうま

く圧縮できないことに関係してい

ることに気付かせます。 

 

  

 

・ 分かったことを発表させます。 

・ ロケットがよく飛ぶ理由，空気

が抜けたロケットが飛ばない理由

を説明させます。 

・ 考えが浮かびにくい児童に対し

ては過去の実験過程を振り返ら

せ，因果関係を確認させます。 

  

 

 

・ 水でっぽう（空気を詰め込んで

撃つと，一定時間水が勢いよく出

続けるもの），自転車のタイヤ，

シャンプーの容器（ポンプ式）な

どを提示し，その仕組みを考えさ

せます。  

 

  

 

４【結果・考察】ロケットが飛ぶ仕組

みについてまとめる 

おお～！飛んだぞ！ 

ぎりぎりまで棒を突っ

込んでみよう。 

あれ？袋が伸びてきた

よ。あまり飛ばなくな

ってきたよ。 

空気がパンパンに入っ

ているほうが，よく押

し縮められるから遠く

まで飛ぶんだね。

既習事項を基に，提示された事象の要因を考えさせたり，確かめる方法を考えさせたりする中で

「見通し」をもたせ，科学的な思考を高めていきます。 

○○という考えの人が

多いね。 

ぼくはぜったい○○だ

と思うな。 

遠くまで飛ばすには…。

５【まとめ】閉じ込めた空気や水の

性質を利用した身の回りの製品に

ついて考える。 
あの水でっぽうは空

気をぎゅぎゅうづめ

にして，元にもどろ

うとする力を使って

水を飛ばすんだな。

学習したことを使って，身の回りにある現象を説明させることは，応用して考えたり論理的に考

えたりなどの科学的な思考をさせるとともに，日常生活と学習を結び付けることができます。 

棒を突っ込みすぎると，

袋が割れた。空気を縮ま

せすぎたのかな。 

 

３【観察・実験】考えた方法でロケッ
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          (2) 「ものの温度とかさ（小学４年）」での授業事例           

－温められた容器中の空気の様子を想像させよう－ 

単元について 

 
具体的目標 
・ 温度によって空気や水，金属のかさが変化すること，ものによって温まり方に違いがあることに気

付き，興味をもって意欲的に調べようとする。        【自然現象への関心・意欲・態度】 

・ 空気や水，金属球のかさの変化と温度を関係付けて考えることができ，金属の熱の伝わり方や，温

められた水や空気の動きの特徴を見いだすことができる。           【科学的な思考】 

・ 課題に即して実験方法を考え，調べることができる。アルコールランプを安全に正しく使うことが

できる。                            【観察・実験の技能・表現】 

・ 空気や水，金属のかさは温度によって増減することや，物によって変化の大きさや温まり方が違う

ことを理解している。                   【自然事象についての知識・理解】 
 
単元計画（全15時間） 
【第 1 次】温度と空気のかさの関係を調べる            （３時間） 本時１／３～２／３ 
【第 2 次】水について空気と比較しながら調べる          （２時間） 
【第 3 次】アルコールランプの使い方を知り，金属について調べる （２時間） 
【第 4 次】空気，水，金属の温まり方について調べる        （６時間） 
【第 5 次】学習を基に熱気球を作る                            （２時間） 

 

本単元で行う学習 

・ 空気，水，金属を温めたり，冷やしたりしてかさの変化を調べる。

・ 金属，水，空気を温めて，それらの温まり方の特徴を調べる。 
・ アルコールランプの正しい使い方を知る。 

学習後の子どもたちの見方・考え方 

・ 空気，水，金属を温めると膨らみ，冷やすと縮む。しかし，膨らむかさの大きさはものによ

って違う。 
・ 金属は熱した部分から順に温まるが，水，空気は熱した部分が上方に移動し，次第に全体が

温まっていく。 

石けん膜が膨らんだとい

うことは… 

学習前の子どもたちの見方・考え方 

・ 空気は押し縮めることができるが，水はできない。空気は押し縮

めると戻ろうとする。 
・ 空気，水，金属は温めても膨らまない。 
・ 空気は温めると上に行く（移動する）。 
・ 水や空気も金属と同じように熱源から順に温まる。 
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本時（１・２／３）の目標 

石けん水の膜の膨らみから，閉じ込められた空気のかさの変化と温度を関係付けて考えることができる。 
科学的な思考を高めるためのプロセス 
① マヨネーズ容器を押さずに湯で温め，栓を飛ばす事象を見せ，その後各自に体験させる。 
② マヨネーズ容器の中の空気がどうなって栓が飛んだのか予想させる。 
③ 予想を確かめる方法を考えさせる。 
④ 空気のかさの変化と温度を関連付けて考えさせる。 

本時の展開 

 

・ 容器を押すと栓が飛ぶ事象を見せま

す。 

・ 容器を押し縮めず，温めることで栓を

飛ばす事象を見せます。 

・ 浅めに栓をしておくとよいです。（栓

には石けん水を付けておく）  

 

・ 実際に容器を押し縮めずに栓を飛ばす

ことができるか試させます。 

・ 一人一人にじっくり体験させた後，課

題を提示します。 

・ 氷水もできれば準備しておきます。 
・ やけどに注意させます。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各自がもっているイメージを表現しや

すいように，容器の中の空気はどうなっ

たかをイラスト風に書かせます。  

  

・ 「空気が温められて上に行く」「膨ら

む」などの考えが出てきます。 

・ 自分と近い考えに名札マグネットを貼

らせると，だれがどの考えをもっている

のか把握しやすくなります。 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

容器をつぶさないのにな

ぜ栓が飛ぶのだろう？ 

湯気が出てる。 

お湯だ。 

容器を温めたんだな。 

温めるとせんが飛んだのはなぜだろう？ 

１【問題意識】事象を見て問題意識をもつ 

この活動が子どもたちに「見通し」をも

たせるきっかけとなっていきます。 

空気が上に移動して，せ

んをおすと思います。 

（空気移動説）

２【見通し】容器の中の空気はどうなった 

のか予想し，確かめる方法を考える 

・ 栓が飛ぶ原因について自分の考えを

紹介させます。 

容器を氷水で冷やしてか

ら温めるとよく飛ぶよ。

どうしてかな？ 

個々の考えをイメージ化させ，対比す

る考えを引き出すことで「目的意識」

をもたせることができます。 

空気の小さなつぶがそ

れぞれ大きくなってぎ

ゅうぎゅうになってせ

んをおします。 

（空気膨張説）

 容器を温めると中の小さい空気の粒

が温まって上の方に行くと思うか

ら，上の方にぎゅうぎゅう詰めに集

まっている様子を書こう。 
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・ 子どもだけで方法が出ないときは，試

験管の口を石けん水の膜でふさいで見

せるなど，方法を示唆します。 

(児童の記述例) 
 

 

 

・ 給食用牛乳パックのストロー口をテー

プでふさいだものや少しへこませたマヨ

ネーズ容器などを湯に入れるなどの方法

や石けん膜を張った試験管を布で包ん

で，横や下向きにし，湯を掛けて調べる

方法などいろいろ体験させることで，膨

らむというイメージをもたせやすくしま

す。 

  

 
 

・ 実演をさせながら説明を行わせます。 

 
 
 
 

  

 

 

・ 結果を総合して言えるきまりは何か考

えさせます。 

・ 空気は温めると容器内の空気が移動す

るのではなく，膨らむことにより栓を飛

ばすことをまとめさせます。 

・ 自分のことばでまとめさせます。 
・ うまく書けない子には，本時の課題を

振り返らせ，「温めると…せんがとぶ」

の…を自分の言葉で考えさせます。 
 
 
 
 

 
 
 
（児童の記述例） 

 

横にも下にも石けん

膜が膨らんだぞ。 

ぼくの考えは間違っ

ていなかったんだな。

・ 予想を確かめる方法を考えさせます。 

よこ向きにしてせん

を飛ばしてみる。 

上に空気が行くから

飛ばないと思う。 

しけん管の口に石け

ん水のまくをつけて調

べる。たぶん，上に向け

たときだけふくらむと

思う。 

３【観察・実験】考えた実験方法で確かめる 
空の牛乳パックがぱん

ぱんに膨らんで丸くな

ったよ。 

自分の考えた方法は実現可能かグループ

で検討させたり，結果はどうなるか予想

させたりすることで「見通し」をもたせ

ていくことができます。 

４【結果・考察】実験方法と結果を発表する 

５【まとめ】学習のまとめをする 

あたためると空気がふ

くらんでせんが飛んだ。 

 

あたためると下向き

でもシャボン玉がふく

らんだから，空気がふく

らむと下向きでもせん

が飛んだ。 

あたためると容器を下

にしても横にしてもふく

らんでせんが飛んだ。 

「石けんまくがふくらんだ」など現象面

だけをとらえたまとめに終わってしま

う児童には，そのことから空気はどうな

ったのか考えさせるようにしましょう。

自分の考えを自分のことばで表現でき

るように他教科等においても積み重ね

ていくことは大切です。 

実験方法を１人で考えることに自信がない子は，同じ考

えの子やグループの子といっしょに考えさせるとよい。 

 横向きばかりではな

く，下向きにも膨らんだ

ぞ。上，下，横のどの方

向に向けても石けん水

の膜が膨らむので，空気

は上の方に行っている

のではないんだな。 
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○ 科学的な思考を高めていく授業のヒント 
・ ２つの事象提示で子どもたちに驚きと疑問をもたせよう 

学習のスタートである導入段階に，子どもたちの興味を引く事象を見せると効果的です。しかし，

ただ驚かせるだけではなく，問題としたい方向に向いた疑問をもたせる事象であることが必要です。 
そのためには，2 つの事象を比較させ，それらの相違点が問題となるようにするとよいでしょう。 

本時では，前単元の「とじこめた空気と水」で使用したマヨネーズ型のプラスチック容器を使用し，

容器を手で押して栓を飛ばす事象と同じ容器を湯に漬け，手で押さずに栓を飛ばす事象の 2 つを提示

しました。初めの事象は，先行経験を想起して，説明可能であるが，後の事象は同じ根拠では説明で

きない事象です。このように比較させることで，子どもたちは，2 つの事象の相違点である湯に漬け

るということと，栓が飛ぶことを関連付けて見通しをもち始めるでしょう。 
また，未知の現象であればあるほど単なる驚きだけに終わってしまい思考が進まないことがありま

す。可能であれば本時のように，全員に体験させることにより，子どもたちは五感を通して原因を考

えることができます。 
・ イメージ図を描かせよう 
 見通しをもたせるために，起こった現象の原因を予想させま

す。その際，自分の考えを文字だけではうまく表現できないこ

とがよくあるので，絵や図で自分の考えを表現させてみるとよ

いでしょう。 
本時では，写真２のようなワークシートを用い，温めた容器

の中の様子を一人一人に想像させました。空気を小さい粒で表

現したり，線や色の濃淡で表現したりしていた。絵の説明をこ

とばで補足させると互いの考えも理解しやすくなります。 
一人一人に自分なりのイメージをもたせることで，実験で確

かめなければならないことを意識させることができます。 
・ 名札マグネットを効果的に使おう 

子どもたちの予想を分類した後，見通しをしっかり

もたせるために友達の考えと自分の考えの共通点や相

違点を検討させます。そして，自分の考えと同じ考えを

板書してある所に名札マグネット（名札の裏にマグネッ

トを貼ったもの）を貼らせます（写真３）。そうするこ

とで，自分の考えを自覚させるだけでなく，教師も誰が

どの考えで次の活動に移るのか把握できます。「他人の

考えも分かっていい」と子どもたちにも好評です。 
写真３ 名札マグネット活用の様子 

・ １人で実験させよう 
  １人で実験を行わせることで自分の目的意識に従って学習を進めやすくなります。グループ実験だ

と傍観者が生まれる恐れもあります。本時の場合も，１人で実験を行わせたことで，事象と触れる時

間も十分確保でき，五感を通したイメージ形成が期待できます。 
しかし，自分が考えた実験方法が正しいのか不安に思い，うまく活動が進まない児童もいます。そ

んな児童には友達との相談や教師のアドバイスが必要です。自信がもてたら，１人で実験を行わせる

とよいでしょう。 
道具の準備は大変かもしれませんが，子どもたちの力は確実に付いていきます。 

 
写真２ ワークシート記述例 
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          (3)「電流のはたらき（小学６年）」での授業事例            

－自分の仮説を自分が考えた方法で確かめさせよう－ 

単元について 

 

 
 
 

  
 
  
 
 
 

     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

具体的目標 

・ 電磁石を強くする方法や極のでき方に興味をもち，その特徴を進んで調べようとする。                         

【自然事象への関心・意欲・態度】 

・ 電磁石の強さと電流の大きさやコイルの巻き数を関係付けて考えることができ，電磁石の極と電

流の流れの向きの関係などから永久磁石と電磁石の類似点や相違点を見いだすことができる。 

【科学的な思考】 

・ 電磁石の強さを調べること，電流計を正しく使うことができる。 【観察・実験の技能・表現】 

・ 鉄を入れたコイルに電流を流すと，電磁石になることや，電磁石の強さや極が電流やコイルの巻

き方などによって変わることを理解している。       【自然事象についての知識・理解】 

 

単元計画（全 11 時間） 
【第１次】 電磁石を作る          （３時間） 
【第２次】 電磁石の強さについての仮説検証 （４時間） 本時１／４～４／４ 
【第３次】 電磁石の極についての仮説検証  （２時間） 
【第４次】 強力な電磁石作り        （１時間） 

【第５次】 単元のまとめ          （１時間） 

学習前の子どもたちの見方・考え方 

・ 磁石にはＮ極，Ｓ極がある。鉄は磁石に付くが他の金属は付かない。同じ極同士は反発す

るが，違う極同士は引き合う。Ｎ極は北を指す。磁石の力は離れていても働く。 

・ 金属は電気を通す。電池を直列つなぎにすると豆電球は明るく光る。乾電池の＋と－を入

れ替えるとモーターは逆回転する。 

・ 電流の働きで動くものがたくさんあるが，電流の働きで磁力が発生することには気付いて

いない。 

本単元で行う学習 

・ 電気の力を磁石の力に変える「電磁石」の存在を知る。 

・ 電磁石について，自分で立てた仮説に基づき，実験をして調べる。（強さや極について） 

・ ものづくり（より強力な電磁石を作るなど） 

学習後の子どもたちの見方・考え方 

・ コイルに鉄芯を入れて電流を流すと，鉄芯が磁石になる。

・ 電磁石の強さは，電流の大きさやコイルの巻き数に関係

がある。 

・ 電磁石にも極があって，電流の向きによって変わる。 

・ 電気製品には電磁石の仕組みを利用しているものがある。

ぼくの 100回巻と比べよう！ 
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第２次の目標 

電磁石を強くする方法について，自分で立てた仮説を自分で確かめていくことができる。 

電磁石の強さと電流の強さ，エナメル線の巻数などを関係付けて考えることができる。 

科学的な思考を高めるためのプロセス 

① 電磁石にクリップを付けて遊ばせた後，強い電磁石を提示する。 
② 電磁石をもっと強くするにはどうしたらよいか，仮説を立てさせる。 
③ 自分の仮説を確かめる方法を考えさせる。 
④ 条件制御，比較実験，実験結果の数値化などより客観的なデータを収集させる。  
⑤ 電磁石の強さと電流の大きさ，コイルの巻数を関係付けて説明させる。 

第２次の展開 

 

・ 子どもたちが作った電磁石より強い

電磁石を演示して見せます。乾電池の

数や巻数を変えている部分が見えな

いよう布などで隠すとよいでしょう。 
・ 自分の電磁石も強くしたいという思

いをもたせた後，課題を提示します。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

・ 電磁石の強さを変える要因(電池の数，

巻数など)を考えさせます。 

・ いくつかの要因について仮説を立てさ

せます。（○○を○○すれば電磁石が強

くなるだろう） 

・ 仮説とその根拠を紹介させます。 
・ 出てきた仮説から，条件を制御した実

験方法を考えさせます。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

・ 児童から出ている仮説を板書します。 
・ 確かめたい仮説を決めさせます。 
・ 名札マグネットを貼らせ，これから調

べる自分の仮説や情報交換できる同じ

課題の友達を確認させます。 

 

 

 

 
 
 
 

 

電磁石を強くするひみつを実験して調べよう！ 

先生の電磁石は，クリッ

プがたくさん付くね。僕

の電磁石ももっと強く

したいなぁ。 

どうしたら電磁石を

強くすることができ

るんだろう？ 

１【問題意識】事象を見て問題意識をもつ 

電池の数を増やす。豆

電球の勉強の時，２個

にすると明るくなっ

たから。 

 

 

２【見通し】仮説を立て，それを確かめる 

方法を考える 

仮説とその根拠，実験方法を考えさせることで，要因を見付ける力や条件を制御する力などの科学

的な思考力を高めていきます。そして，自分なりの「見通し」をもった実験を行っていくことが期

待できます。 

 

 

電池の数，巻き数，鉄芯の太さ等についての仮説 

コイルの巻き数を減ら

す。なんとなく，電流

が速く流れて強くなり

そうだから。 

・今日調べる自分の仮

説はこれだ！ 

・困ったときは同じ仮

説の○○さんに相談

しよう。 
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・ 実験に必要な材料を「材料コーナー」

に準備しておき，自分で選択させるのも

よいでしょう。  

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
・ 一人一人に実験をさせ，結果はワーク

シートにまとめさせます。 

・ 巻数を変えて調べる場合，時間が掛か

ることが考えられるので，同じ仮説の友

達と協力して実験させてもよいでしょ

う。 

・ 活動に行き詰まったら，同じ仮説の友

達に相談させます。 

・ 調べること以外の条件は同じにするこ

とや条件を変える前のデータを取って比

較するとよいことに気付かせましょう。 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
・ 実験結果から分かったことを友達に説

明できるよう，自分のことばでまとめさ

せます。 
 

 
・ 結果や考察を発表させ，知識の共有化

を図ります。 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

（児童の発表例） 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

50 回巻きと 150 回巻

きの強さを付いたク

リップの数で比べら

れるぞ。 

・ 自分が考えた実験方法（ノート）を見

ながら，準備するものや手順などを確認

させます。 

材料コーナー 

変える条件は１つに

する，条件を変える前

の強さと比較する，結

果はできるだけ数値

で求めるなどのアド

バイスを行います。 

３【観察・実験】実験を行い，自分の仮説を

検証する 

電流の大きさを測っ

てからクリップが何

個付くか調べるぞ！ 

1 回だけでなく，数回試したり，クリ

ップの付け方を複数通り試したりな

どより客観的な結果を集めるよう工

夫させましょう。 

調べること以外の条件

は同じにするんだね。 

やっぱり，電池２個を

直列つなぎにしたら電

流が大きくなって，ク

リップがたくさん付い

たぞ。 

４【結果・考察】実験結果から分かったこと

考えたことを次時の計画をノートに書き込

む 

５【まとめ】まとめる 

・電池をふやしたら，電流が大きくなって，電

磁石が強くなる。 
・コイルの巻数をふやせば，電磁石は強くなる。 
・電磁石のしんは鉄でなければならない。 

仮説のとおりになった

ということは，電池を増

やすと…。 

(仮説のとおりにならな

かったということは，巻

数を増やすと…。） 

 

＊「第 2 次 電磁石の強さについての仮説検証」は

次の時間配分で行いました。 
（第 1 時）いくつかの条件についての仮説を立てる

（第 2 時～第4 時）仮説について調べる 
（第 4 時終末）まとめ 
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科学的な思考を高めていく授業のヒント 

 ・ 身近な素材を使ったものづくりをさせよう 

今回は鉄釘やストロー，割り箸などの身近な素材を用いた「電磁石の釣り竿」(写真４)を作らせ

ました。身近な素材を使うことにより，電磁石をより身近なものと感じさせることができます。ま

た，釣り竿型にすることにより，ゲーム感覚で学習の導入を行うことができ，「もっと強くするには

どうしたらよいか」という問題意識を生むことが期待できます。教材セットのように能率よく実験

はできませんが，子どもたちは銅線のつなぎ方や接触などに気を配るようになり，既習内容の復習

を自然と行うことができます。  

                         
エナメル線４㎜  スイッチ（工作用紙とアルミホイルで作る） 

割り箸                                    

   
                                       

鉄釘５０㎜ 
ストロー           ミシンのボビン                            

             単１ 乾電池 
 

写真４ 電磁石の釣り竿 

学習に使う道具を身近な素材を用いて児童一人一人に作らせることで，児童はこれからの学習に

興味をもち，「もっと改良したい」，「そのためにはこうしたらいいのではないだろうか」と自ら問題

意識や見通しをもち始めることが期待できます。そのためにも初めに作らせるものは改良の余地を

残したものがよいでしょう。 

・ 単元展開にストーリー性をもたせよう 

電磁石の釣り竿で釣り上げる魚（おもり）を重い魚，軽い魚など工夫することにより，子どもた

ちに重い魚も釣り上げたいと思わせ，「自分のつりざおをパワーアップさせるひみつを探っていこ

う」などストーリー性のある単元を構成することができます。ストーリー性をもたせることで単元

を通した目的意識を持続させることが容易になります。また，①巻き数②電池③釘芯と１つずつ順

番に条件を変えていき，電磁石をどんどん強くしていくというストーリーも考えられます。 
・ 自分なりの仮説を立てさせ，その根拠を説明させよう 

仮説を立てた際に，その根拠までしっかりと説明できる子どもは，生活体験やこれまでの学習な

どと関連付けて考えるなど，仮説やその根拠をもつ過程で科学的な思考を駆使していると考えられ

ます。中学年には難しい思考活動ですが，高学年では中学校への橋渡しも意識して少しずつ取り入

れていきましょう。 
・ 電流計を使う回数を多くしよう 

学習状況調査の結果から，電流計（写真５）の使い方の定着が悪い

ことが分かりました。電流計を扱う回数が少ないことが原因の一つと

考えられます。今回は，単元の初期段階で電流計の使い方を指導しま

した。以後，個別実験を行う際にも電流計を使う機会を多く取り入れ

ることによって，｢怖い…｣｢壊したら…｣という不安を取り除くことが

できるとともに，電流計の正しい使い方を身に付けさせていくことが

できると考えます。他単元で使用する顕微鏡や気体検知管などの器具も同様に正しい使い方を指導

するとともに使用する機会も多くつくりましょう。 

※実験では，子どもたちの仮説に応

じて，太さの違うエナメル線や，

大きさや材質の違う釘，大きさの

違う電池などを用意することが

考えられます。 
※電磁石は乾電池に導線をつない

だだけの回路のため，電池の消耗

が早くなります。 
（残りのエナメル線

を巻いておく） 

写真５ 電流計 
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本単元で行う学習 

・ 大気圧の働きについての演示実験から原因を考える。                   

・ 大気圧の働きが「見える」実験の方法を考える。 

・ 結果について予想を立てる。 
・ 実験を行い，科学的にその原因を考える。 

      (4)「空気の圧力を調べよう～力と圧力～（中学１年）」での授業事例     

－演示実験を生徒にしっかり考えさせ，目的意識をもたせよう－ 
単元について 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                プラスチックの板がはずれない？ 

 

 

 

 

 

具体的目標  

・ 実験に意欲的に取り組み，日常生活の中にも大気圧の影響を受けていることを知る。  

                               【自然事象への関心・意欲・態度】 

 ・ 大気圧が原因で起きる現象を空気の重さと関連付けて説明できるようになる。  【科学的な思考】 

 ・ 空気を希薄にする方法を考え，大気圧の働きを調べる実験を行うことができる。  

  【観察・実験の技能・表現】 

 ・ 身の回りには大気圧が生じていることを理解する。           【自然事象についての知識・理解】 

単元計画 （全１２時間） 

 【第１次】力をさがそう        （１時間） 

【第２次】いろいろな力を調べよう  （２時間） 

【第３次】力で表そう                （２時間） 

【第４次】力のつり合い              （２時間） 

【第５次】圧力                      （２時間） 

【第６次】空気の圧力                （２時間） 本時１／２  

 

本時の目標   

  身近で簡単な実験を通して，大気圧が引き起こす様々な現象についてその原因を推測し，粒子の概念

と力のつり合いの関係を用いて説明することができる。 

科学的な思考を高めるためのプロセス 

   (導入時)  ① 演示実験の結果について予測させる。 

② 結果を示し，その原因についてじっくり考えさせる。 

 ③ 空気の粒子モデルを図示し，「粒子」の概念と「力のつり合い」の関係を説明する。 

   (展開時)  ① 空気を希薄にする方法を考えさせる。 

          ② ①に関連の深い実験をさせる。その際，結果を必ず予想させる。 

         ③ 「粒子」の概念と「力のつり合い」の関係を使い，説明させる。 

学習前の生徒の実態 

・ 空気に重さがあることを意識したことがない。 

・ 空気が粒子の集まりであるという概念が育っていない。 

学習後の生徒の科学的な思考の高まり 

・ 大気圧が起こす現象についてその原因を図や文章で科学的に説明できるようになる。 
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本時の展開 

１【問題意識】教師の演示実験を見る 

・ コップの中に水を満たしハ

ガキをかぶせ，頭の上で逆さ

まにします。 
   

・ 次にプリンカップ（底に突

起が付いているもの）で同じ

ように実験します。 

  ・ プリンカップの底の突起を

折り，水が落ちるのを確認し

ます。 

  ・ なぜ水が落ちたのかを考え

させます。 

・  どんな力が働いているかを図示します。 

 

            水の重さを表した力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２【解決方法の計画・検討】空気が希薄な状態をつくる方法を考える 

・ ①～③のヒントを与えて考

えさせます。 

 

① 音の学習を思い出させ，真

空に近い状態を作り出す方法

を考えさせます。 

  ② プラスチックの板を黒板に

貼り，生徒に引っ張らせます。 

  ③ お椀にお湯を入れふたをす

ると，ふたが取れなくなるこ

とを示します。  

 

 

水が落ちるよ。 

意外と水は落ちなかったり

して。 

何で？ 

前にテレビで見たよ。 

下から何か支えてるの？ 

空気が入ってくるから今度

は落ちるよ。 

空気が入ってきたのが原因

じゃない？ 

下から働く空気の力 

コップから水が落ちないのは空気が関係していることを示すことができます。また，上のよ

うな図を示し，水の重さと空気が下から押す力がつり合っているので逆さにしても水がこぼ

れないことを説明します。（実際にはハガキが落ちないのは水の表面張力も関係しています。）

２つのものを力を入れて押し

たら空気が逃げるんじゃない？ 
何で熱いものが入っていると

ふたがくっつくの？ 

 

 

 

 

 

 

音の学習で真空ポンプを使っ

たよ。 
先生が作ったの（自作のプラ板

の吸盤）まだくっついてるよ。 

 

上からだけでなく，横からも下からも空気から力を受け

ます。上からの力と横からの力はコップの抗力とつり合

っています。 
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３【予想・観察・実験】実験結果の予想を立て，３つの実験を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４【結果・考察】ワークシートに結果と考察を書き入れ，発表する 

・ ワークシートには予想，結

果，考察の記入欄を大きめに

取ります。  

  ・ 実験の説明図の中に力の矢

印や空気の粒子のイメージを

書き込めるようなスペースを

つくります。 

 

５【まとめ】大気圧の働きについて説明を聞く 

  ・ 力の矢印，空気の粒子のイメージ図を基に生徒実験①～③

の現象を説明します。このときワークシートにイメージ図を

書き込ませるようにします。 

 

 

１ 真空ポンプで空気を抜く。       ２ 表面が平らなものを２つ密着させる。

３ 水を入れて加熱し，空気を追い出し，ふたをする。 

ヒントを与え，導き出した実験方法 

１ 真空ポンプで空気を抜く 

生徒実験①   

真空調理器の中に風船を入れ，

ポンプで中の空気を抜いてみよう 

２ 表面が平らなものを２つ密着

させる 

生徒実験② 

ベニヤ板が半分はみ出るように

机に置きます。湿った新聞で机上

部分を覆い，はみ出た部分のベニ

ヤ板をたたいてみよう 

生徒の考察の記入例 

生徒実験① 

 「空気がなくなり，空気が出

ていく力に風船が引っ張ら

れたから膨らんだ。」 

生徒実験② 

 「湿った新聞が机に張り付い

たから。」 

生徒実験③ 

 「空気が缶の外から中に入ろ

うとして缶をつぶした。」 

生徒の予想 

「缶がへこむ。」・・・多数 

「缶が膨らむ。」・・・小数 

※吸い物椀の演示実験からふた

が取れなくなると答える者も

いました。 

生徒の予想 

「板が折れる。」・・・小数 

「新聞紙が破れる。」・多数 

※新聞紙が濡れていることから

破れると予想するようです。 

生徒の予想 

「風船が膨らむ。」・・小数 

「風船が縮む。」・・・多数 

※空気入れを連想し，風船が縮

むと予想しています。 

３ 水を入れて加熱し，空気を追

い出し，ふたをする 

生徒実験③ 

アルミ製のふた付き空き缶に

水を入れ加熱し，蒸気が勢いよく

出てきたら，ふたをしてみよう 
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○ 科学的な思考を高めていく授業のヒント 

・ 導入実験を工夫して，目的意識を高めよう 

日々の授業では，動機付けも十分でないままに，実験時間を確保するために展開部分に進むこと

があります。実験の目的や見通しをもたせるためには，考える時間をしっかり確保することが大切

です。そこで，導入段階での演示実験について，「なぜ」をしっかり考える時間を確保して実験の目

的意識を高めます。また，空気は目に見えないので，力との関連はなかなかイメージすることがで

きません。科学的な思考を高めるためには空気を重さのある「粒子」の動きとしてイメージさせ，

すでに学習している「力の矢印」「２力のつり合い」と関連付けて考えさせることが大切です。 
 

・ イメージを高めさせる，生徒へのアドバイス 

  科学的な思考が身に付いたかどうかを，実験の結果や自然事象をうまく言葉で説明できるかどう

かで判断することがあります。しかし，生徒の多くは用語の数も少なく，説明がうまくできないこ

とがあり，ただ，説明できるかどうかだけで科学的な思考力の程度を判断するには不十分です。生

徒も「何となく分かっているんだが何と言っていいか分からない。うまく説明できない。」という

状態が多いようです。そこで，まとめの段階でモデルやイメージ図を書かせることで，考えを整理

させましょう。 

   

  ＜ 生徒実験③の力の働きのイメージ図＞ 

                             加熱後の空気の粒と力  

    加熱する前の空気の粒と缶の壁を押す粒の働き               

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 自然事象の要因を考えさせましょう 

自然事象には必ず要因がありますが，その要因まで踏み込んで説明をすることを省きがちです。

科学的な思考を高めていくためには，できるだけ身近で簡単にできる実験を数多く取り入れ，興味・

関心を高め，更にその要因まで考えさせることが必要です。初めは自分たちで要因を考えることが

できず教師の手助けが必要な場面も多いかもしれませんが，学年を追う毎に子どもたちにその要因

を考えさせられるよう時間の確保もしていきましょう。科学的に説明する能力の育成を図る方法と

して，イメージ図を描かせたり，自分なりの考察をさせ，互いに意見を出し合う話合いの時間をつ

くることも有効です。 

 

缶の内側の空気の粒が減り，外側から空気の粒

に押されているようす。 

缶の中にも空気の粒がたくさん入っていて，

内側からも缶の壁を押しているようす。 

抜けた空気 
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          (5) 「化学変化と分子・原子（中学２年）」での授業事例           

－教材を変え，同じ実験装置を繰り返し使うことで，定着を図ろう－ 

単元について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                だいぶ気体が集まってきたね！ 

                                 

 

 

具体的目標 

・ 化合・分解などの化学変化について興味・関心をもち，進んで観察，実験を行う中で，物質の変 
化や量的な関係を追求しようとする。            【自然事象への関心・意欲・態度】 

・ 観察，実験から得た結果を原子・分子のモデルと関連付け，微視的な考え方で説明できる。 
                                       【科学的な思考】 
・ 化学変化を調べる観察，実験の基本的な操作を習得し，実験結果に対して自ら考察を加えて記録 

し発表できる。                         【観察・実験の技能・表現】 
・ 実験で得られた事象を，原子・分子のモデルと関連付けてとらえることができる。また，物質や

化学変化を記号で表すことができる。            【自然事象についての知識・理解】 
 

単元計画 （全９時間） 

【第１次】物質を加熱してみよう              （４時間） 本時１／４～２／４ 

【第２次】物質を電気で分解しよう             （２時間） 
【第３次】物質をつくっているものは何か －分子・原子－  （１時間） 
【第４次】原子や物質を記号で表そう            （２時間） 

 
 

学習前の生徒の実態 

・  水素・酸素・二酸化炭素・アンモニアなどの気体の性質について理解している。 

・  金属の性質（延性・金属光沢・通電性）について理解している。 

・  物質を加熱したり，冷やしたりすると状態が変化することを理解している。 

学習後の生徒の科学的な思考の高まり 

・  これまで学習してきた内容から実験結果を予想する。 
・  自分たちで予想を確かめるための実験計画を立てる。 
・  実験計画を基に実験を行う。 
・  化学変化について微視的な考え方を用いて説明できる。 

本単元で行う学習 

・  酸化銀が銀と酸素に分解されることを予想する。 

・  加熱後の物質が銀であることを確かめる方法を考える。 

・  発生した気体が酸素であることを確かめる方法を考える。

・  自分たちで計画した実験を安全に行う。 
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本時の目標 

  酸化水銀の分解反応を観察し，実験方法を理解するとともに，酸化水銀が水銀と酸素に分解されたこ

とを理解することができる。 
酸化銀の分解反応を酸化水銀の分解反応から予想することができ，出てきた物質の性質を調べるこ

とで，銀と酸素が生じたことを指摘することができる。    
  

科学的な思考を高めるためのプロセス 

① 酸化水銀の実験結果を基に，予想を立てさせる。 
② 酸化水銀の実験方法を基に，予想を確かめるための実験を計画させる。 
③ 予想を確かめるための実験を行わせる。 
④ 実験から得られた結果を図式化させる。 

 

本時の展開 

１／４時 謎の物体Ｘを加熱してみよう 

   《教師実験》 

１【問題意識】化学変化に興味・関心をもつ 

・ 酸化水銀の分解を演示実験で行います。 

 

 

２【予想】実験結果を予想する 

           

３【解決方法の計画・検討】実験 

装置を図示する 

    

 

 

 

 

 

 

４【結果・考察】学習のまとめをする   

・ 実験レポートに実験の結果と結果

から分かることを記入させます。 

 

２／４時 酸化銀を加熱してみよう 

   《生徒実験》 

１【予想】加熱したときの変化を  

  予想する 

・ 酸化水銀の分解実験を思い 

出させると，酸化銀が銀と酸

素に分解されることを予想で

きます。 

オレンジ色の粉末を加熱すると液体状の水銀が

出てくるので，生徒たちは興味・関心をもって

観察することができます。 

酸素は，水上置換法で集め，水銀

も蒸気が空気中に逃げないよう

にゴム栓をします。 

結果から分かること 

酸化水銀を加熱すると，次のような変化をする。 

酸化水銀 → 水銀 ＋ 酸素 

酸化水銀を加熱すると，水銀と酸素に分解される。 

分解されてできた水銀は，一度

気体になり，冷やされて試験管

の内側に付着します。 金属みたいにピカピカしてるけ

ど液体だ。面白い物質だね。 

 

加熱すると，溶けてしまうんじゃ

ないかな。 
 

酸化水銀と酸化銀って似たような

名前だね。 

 

酸化水銀は，水銀と酸素に分かれた

から，酸化銀は，銀と酸素かな？ 
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２【計画・検討】予想を確かめる 

ための実験方法を考える 

・ 酸化水銀の分解の実験を参 

考にして実験計画を立てるこ

とができます。 

 

・ 加熱後の物質が銀であることを確認する方

法を考え出すことは難しいです。そこで，金

属の性質を思い出させ「こする」「たたく」「電

気を流す」などの方法で実験を行わせます。 

 

 

 

３【観察・実験】実験を行う 

［酸化銀を加熱する］ 

加熱直後に出てくる気体は，試

験管の中の空気であることを説

明しておく必要があります。 

 

［発生した気体の性質を調べる］ 

水上置換法で集めた試験管で

は火が付かない場合は，加熱した

試験管の中に直接線香の火を入

れると炎が出て燃えます。 

  

［残った物質の性質を調べる］ 

机の上でこするだけでも白色

だった物質が銀色に光り輝き，生

徒たちは驚きます。 

 

 

 

 

 

 

 

４【結果・考察】学習のまとめをする   

・ 実験レポートに実験の結果と結  

果から分かることを記入させます。 

 

 

 

発生した酸素を水上置換法で集める

ことにより，酸化銀を加熱したとき

に気体が発生したことを視覚的に確

認することができます。 

試験管の内側は水で

ぬれているので，線

香の火を消さないよ

うに注意します。 

加熱後の白色の物質は，机にこすりつけ

ることによって銀色に光り輝き，銀であ

ることを確認することができます。 

(実験レポート) 

結果から分かること 

酸化銀を加熱すると，次のような変化をする。 

酸化銀 → 銀 ＋ 酸素 

酸化銀を加熱すると，銀と酸素に分解される。 

酸化水銀の分解のときと同じ実験

装置で実験ができそうだね。 

 

銀であることを確かめるためには

どんな方法があるのかな？ 

 

火をつけた線香を

入れると，炎が出

たから，この気体

は酸素だね 

 

 

豆電球がついた。金

属の性質をもって

いるから銀だね。 

 

残った物質を机の上でこすった

らぴかぴか光った。金属みたい

だから，やっぱりこれは銀だね。 
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○ 科学的な思考を高めていく授業のポイント 

・ なぞの物体Ｘ（酸化水銀）の分解実験で生徒の興味・関心を高めよう 

オレンジ色の粉末を加熱することで，液体状の金属ができることは，生徒にとってかなりの驚き

です。授業が終わってからでも，水銀の入った試験管を眺めたり，振ってみたりするなど興味・関

心を示します。化学変化の学習の導入実験として大変効果的な実験です。 

  ただし，酸化水銀や水銀は，有毒な物質であるため取扱いに十分気を付けることが必要です。特

に，加熱をするときに，水銀の蒸気が空気中に逃げないようにしないといけません。 

 

・ 予想をさせ，自分たちで実験計画を立てさせよう 

生徒が観察，実験を行うとき，何のために行うかを自覚させることが大切です。観察，実験の準

備や手順の説明などをすべて教師側が行うと，目的を自覚させることが難しくなります。生徒自ら

が，観察，実験の予想をしたり，計画を立てたりしながら，自分の考えを提案できるようにし，自

分自身が行う観察，実験であることを自覚させましょう。 

実験の予想と計画立案に重点をおいて授業を展開すると，どんな実験を何のためにやるのかをし

っかり考えることができ，見通しや目的意識をもって，観察，実験に取り組むことができるように

なります。 

 

・ これまで学習してきたことを活用して，実験計画を立てさせよう 

  酸素の性質や金属の性質などこれまでの学習を基に，酸化銀の分解実験を計画させます。酸化水

銀と試料が違うだけで，実験など同じ方法で行うことができます。調べる方法も既習の内容ですの

で，実験もスムーズに進めることができ，既習の考え方の定着を図ることができます。同じような

内容を繰り返し学習することで，知識・理解や観察・実験の技能の定着を図り，また，違う試料で

の結果を基に推測する科学的な思考力を高めることができます。 
前時に酸化水銀の分解の実験を演示することによって，ガスバーナーの使い方や水上置換法によ

る気体の集め方などを確認でき，実際に実験をすることで，技能の定着を図ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

水銀は毒物です。常温では液体ですが，蒸気になりやすい物質ですので，取扱いには注意が

必要です。以下の点に気を付けましょう。 

 

１ 水銀の保管にはふたのある容器を用います。 
２ 取り扱う際にはこぼさないように注意します。 
３ 容器の底が抜けないように注意し，底に手を添えて持つようにします。 
４ 水銀を使用する実験は必ず教師が行いましょう。 

 

＊多量の水銀蒸気を吸引したり，水銀を飲み込んだ場合は，直ちに医師に相談してください。

＊水銀をこぼしたときは大型のスポイトで吸い上げます。また，微小な粒は希塩酸で濡らし

た銅板で吸い取るか，硫黄粉末をまいて硫黄と化合させ，空気中に蒸発することを防止し

てください。 

注意 
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           (6) 「地球と宇宙（中学 3 年）」での授業事例                

－モデル作りや体験活動によってイメージをもたせよう－ 

単元について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  惑星直列・・・・・ 

具体的目標 

 ・ 太陽，惑星，恒星とその運動について関心をもち，進んで天体を見ようとする。 

【自然事象への関心・意欲・態度】 

・ 星や太陽の日周運動を考察し，天体の動きは天体と地球の相対運動であることに気付かせ，地

球の自転についての理解を深める。                     【科学的な思考】 

・ 観察を通して太陽の表面の様子や特徴を理解し，金星の観察を通して惑星と恒星の違いに気付

き，惑星の特徴や太陽系の構造，太陽系の外の様子について理解する。 
【観察・実験の技能・表現】 

・ 星座や太陽の季節による見え方の変化を考察し，地球の公転について理解を深める。    

                            【自然事象についての知識・理解】 

単元計画 （全 18 時間）  

【第１次】 天体の１日の動きと地球の運動  （６時間） 
【第２次】 四季の星座と季節の変化     （５時間） 
【第３次】 太陽系             （７時間） 本時５／７～６／７ 
 

本時（５／７～６／７）の目標 

 太陽と太陽系の惑星の特徴，構成について知り，同じ比率でのモデルを作り，大きさを比較する

ことで，実際の太陽と惑星の大きさを想像することができる。                

太陽系の惑星の軌道モデルを作り，その軌道上を歩くことによって，太陽系の広がりと惑星の公

転運動を理解することができる。また，軌道モデルと同じ縮尺の惑星の大きさを示すことで，宇宙

空間での惑星の大きさに気付くことができる。 

学習前の生徒の実態 

・ 宇宙空間の広がりなどについてイメージをつかめていない。 
・ 太陽系の惑星の名前などは知っているが，その運動やどのくらい離れているかなどに興

味を示す生徒は少ない。 

本単元で行う学習 

・ 太陽と惑星のモデルを作る作業を通して，太陽系の惑星の大きさのイメージを高める。 
・ グランドなどの広い場所に，太陽を中心とし，惑星の公転軌道を描かせ，その上を歩く体

験をすることで，惑星の運動のイメージを深める。 

学習後の生徒の科学的な思考の高まり 

・ 太陽系の惑星モデルを作ることで，それぞれの惑星の

大きさを比較してとらえることができるようになる。 
・ 太陽系の広がりと惑星の運動をグランドを使い体験す

ることで，太陽系の広がりを認識することができる。 
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惑星を新聞紙で作って，太陽がすごく

大きいことがよくわかりました。ぼく

は地球がすごく大きいと思っていた

けど太陽と比較したら「点」みたいに

小さかったからびっくりしました。し

かも，その地球に住んでいる自分たち

の大きさなんて．．．．．．．。 

太陽は他の天体に比べものすご

い差があったのに驚いた。太陽

系の惑星の中で一番大きい木星

も太陽に比べればものすごく小

さく，宇宙は太陽がいくつも入

る広さだから宇宙はすごく大き

いものだなとわかった。 

太陽の大きさに対し

て，月や地球がとて

も小さかったので作

りづらかった。でも，

自分たちで作ったの

で，大きさの比較が

うまくできた。 

 
科学的な思考を高めるためのプロセス 

① 地球（半径１cm の円）を新聞紙で作り，そのほかの太陽系の惑星の大きさを考えさせる。 
② 太陽と惑星のモデルを作り，大きさを比較させる。 
③ 運動会などで使う大玉を膨らませ，立体的な大きさをイメージさせる。 
④ 太陽と地球間の距離を 1.5ｍとして，他の惑星までの距離を考えさせる。 

⑤ 太陽モデルの大きさから，どのくらいの距離に太陽系の惑星が存在するのかを考えさせる。 
⑥ 太陽系の公転軌道モデルを作り，冥王星側から太陽を見ることで双方向からイメージさせる。 

本時の展開  ５／７時 

１【予想】太陽や惑星の大きさを予想する 

・ 地球の大きさを半径１cm として太陽と 
惑星の大きさを予想させます。 

 

２【観察・実験】太陽系の惑星のモデルを作る 

・ 資料を活用して，太陽系の天体の大きさ 
を調べさせます。  

・ 地球の大きさを半径１cm として，惑星の

モデルを新聞紙で作らせます。 
  

３【観察・実験】太陽系のモデルを並べてみる 

・ できたモデルを体育館などの広い場所に

並べて，上の方から全体を見ながら，惑星

の大きさを比較させます。 
 
４【結果・考察・まとめ】学習のまとめをする 

・  それぞれの惑星の大きさを比較させ，イ

メージでとらえさせます。 
・ 惑星の大きさについて，モデルを作る前

のイメージと比較させながら感想を書かせ

ます。 
（生徒の感想） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実習や観察を十分に行わせることで，次時の学習課題に対する「目的意識」をもたせ，学習意
欲を高めることができます。 

 

 

木星の大きさはどれ

くらいかな？ 

太陽系の惑星を，自分

たちで作ると大きさ

の違いがよく分かる

な。 

太陽ってこんなに大

きいんだな！ 

 

 

 

地球は小さいんだなあ。 
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天体の距離を教科書の表を見

るだけじゃなく，実際に自分た

ちが天体になって体験するの

は楽しかった。冥王星から太陽

を見るとすごく遠かった。 

木星が 1 回太陽の周

りを回るのに対して，

金星・水星などは何回

も軌道を回っていた。

 

６／７時 

１【予想】地球と太陽間の距離を予想する 

・ 前時の地球のモデルの大きさで考えさせ

ます。 
   

 ２【観察・実験】太陽から惑星までの平均距離 
の位置に一直線に並ぶ 
・ 太陽と地球間の距離を 1.5ｍとして考え

させます。 

・ 資料を活用し，太陽系の天体の広がりを

調べさせます。 
・ 惑星の中で一番遠い冥王星までは 59ｍと

なります。 
・  それぞれ分担した惑星の位置に立たせ，距離の確認をさせます。 
 

 
 
 
３【観察・実験】太陽を中心として惑星の公転軌道をグランドにかく 

・ グランドで，太陽を中心とした，

惑星の公転について考えさせます。 
・ 公転軌道をきれいな円として，

資料を基に確認した半径で円をか

かせます。 
 
４【観察・実験】それぞれの惑星の公 

転軌道を回ってみる 

・ 教師が太陽の位置に立ち，公転

軌道上に一直線に並んだ後，惑星

の位置を確認させます。 
・ 同じ速さで，公転軌道上を同じ

向きに歩かせます。 
                                  （生徒の感想） 
５【結果・考察・まとめ】学習のまとめをする                     

・ 体験して気付いたことを発表さ

せます。 
・ 太陽系の広がりについて，体験

をする前のイメージと比較させな

がら感想を書かせます。 
 

 

 

太陽系の惑星の太陽からの距離を確認することで，太陽を中心としてどのように惑星が公転し

ているのかという「見通し」をもたせることができ，科学的な思考が高まります。 

半径１cm の地球

だと，太陽まで

10m ぐらいかな？ 

自分は，水星で良

かった。冥王星だ

ったら，あんなに

遠くまで行かない

といけなかった。 

近くの軌道だから簡単だけ

ど，冥王星の軌道をかくの

は大変だな。 

 

 

わたしが太陽の位置よ，木

星の軌道をかいてね。 
 

ぼくは冥王星！！太陽から

遠いぞー，まだわずかの距

離しか動いていません。 

 

ぼくは金星！！太陽に近い

惑星は太陽の周りを１周す

るのが速いな。 
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○ 科学的な思考を高めていく授業のヒント 

・  モデルを作らせイメージをもたせよう  

太陽系などの空間認識は非常に難しく，イメージすることがなかなかできません。そこで，地球

の大きさを基準として，その大きさから，太陽や惑星の大きさ

を予想させます。その後，新聞紙でモデルを作ることによって，

地球との大きさを比較していきます。太陽そのものの大きさな

どを，地球の 109 倍などと数字で示すことがありますが，イメ

ージに結び付けることはなかなかできません。しかし，モデル

を作ることにより大きさを体感することができ，その問題を解

決することができます。 
 惑星の大きさは同じくらいなので，あまり強烈なインパクト

はありませんが，太陽の大きさにはみんな驚き，イメージを深

めることができます。 
 

 ・ 直接体験をさせイメージをもたせよう 

太陽系の惑星の広がりや公転の様子を予想した上で，グラ

ンドなどの広い場所を利用し，実際に並ばせます。また，公

転する軌道を円として書かせ，その上を同じ速さで歩く体験

をさせることで，公転の様子や，太陽に近い惑星と遠い惑星

の運動の違いを体感させることができます。このとき，太陽

の方から惑星を見たり，冥王星側から太陽を見たり，また，

校舎の２階３階から見るなど，視点を変えるとより一層イ 
メージをもたせることができます。  

 
公転軌道はグランドでは平面的で見えにくいので，白線を引

き，校舎の２階３階からでも見えるようにすると分かりやすく

なります。ただし，前時に作った惑星モデルの縮尺で距離を考

えると，地球と太陽間は 234m になることを伝え，惑星の大きさ

のモデルと縮尺が違うことを押さえておかなければなりません。 
 
 

 
 
・ パソコンなどを使い，疑似体験させよう 

モデルでのイメージと体験でのイメージを更に深めるた

めには，パソコンを使ったシミュレーションが効果的です。

惑星の公転は円軌道ではなく楕円軌道です。また，太陽に近

い惑星ほど速く動いています。これらを正確に体験すること

はできませんので，パソコンで正しい軌道や動きなどを確認

し，正しいイメージをもたせるようにしましょう。 

   モデル作りの様子 

公転軌道上に並んでいる様子 

公転軌道の確認の様子 

 モデル作りの様子 




