
実践モデルプログラムを取り入れた指導事例（小学校４年 理科）

１ 単元名

ものの温度と体積

２ 単元について

（１）単元観

本単元は，学習指導要領の以下の事項に位置づけられている。

第４学年 Ａ 物質・エネルギー

(２) 金属，水，空気と温度

金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を調べ，金属，水及び空

気の性質についての考えをもつことができるようにする。

ア 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。

児童は，とじこめた空気や水の学習をしている。とじこめた空気は，圧されると体積が小さくなり元

に戻ろうとする性質があること。また，水は空気と違って圧し縮められないことを学んできている。

本単元では，金属，水及び空気を温めたり冷やしたりしたときに，それぞれの体積が増減することか

ら，物は温度によって体積が増減する性質があることを理解することをねらいとする。金属，水及び空気

の体積変化には，温度が関係しており，この体積変化の要因が温度であることを関係づけて考えられる

ようにしていく。

【系統性】 Ａ 物質・エネルギー 粒子 粒子のもつエネルギー

３年 ４年 ５年 ６年 中学校

「ものの温度と体積」 「状態変化」

・温度と体積の変化 ・状態変化と熱

・物質の融点と沸点

「もののあたたまり方

・温まり方の違い 「化学変化」

・化合

「すがたをかえる水」 ・酸化と還元

・水の三態変化 ・化学変化と熱

【小中一貫教育の視点から】

上記の単元の系統図を見ても明らかなように，「粒子のもつエネルギー」について学ぶのは，小学校で

は第４学年の「ものの温度と体積」「もののあたたまり方」「すがたをかえる水」のみである。以降，中

学校１年生まで扱われない。このことから，本単元では，中学校への学習につながるよう，物は温度に

よって体積が増減する性質があることを，実験を通して一人一人が確実に理解できるようにしていきた

い。見えない空気の状態変化を，モデル図を取り入れて考察をする活動を取り入れることで，中学で学

習する分子モデル等の基礎としていきたい。
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（２）児童の実態（男子 名・女子 名／計 名）

本単元を行う上で児童の実態は以下の通りである。

〈事前調査〉

①今までの理科の学習で楽しかった内容はなんですか。

・とじこめた空気や水（ 名） ・モーターカーを作る（ 名）

・光電池でプロペラを動かす（ 名）

以下全て１名 ・温度を測ること ・生物の観察 ・豆電球の実験 ・電池のはたらき

・星座 ・ツルレイシの絵を描くのが楽しい ・全部楽しい ・磁石 ・鏡で光を跳ね返す

・３年生の太陽の光を集める実験 ・植物の観察 ・体積の学習

②とじ込めた空気に力を加えると，空気の体積はどうなりますか。

・小さくなる。 （ 名）

（誤答例）・多くなる。 ・重くなる。 ・強くなる。 ・かわらない。

③とじ込めた水に力を加えると，水の体積はどうなりますか。

・かわらない。 （ 名）

（誤答例）・少なくなる。 ・軽くなる。 ・ちぢむ。 ・もれる。 ・わからない。

④つつに空気と水を半分ずつとじこめて，おしぼうをおしました。

おしたときの様子で正しいのは，○ア ○イ ○ゥ のどれですか。

○ア 名

○イ 名

○ゥ 名

無回答 名

⑤水・空気・鉄・木・ガス・油を３つのグループに分けてみましょう。

・水と油，空気とガス，鉄と木 （ 名）

（理由）・ガス･空気はすうもの，水･油は飲むもの，鉄･木はあまったから。（ 名）

・ものがにている。（ 名） ・かたい物，液体，空気で分けた。（ 名）

・やわらかい水系，目に見えない空気系，かたい材料。（ 名）

・気体，液体，固体で分けた。（ 名）

・誤答 （ 名）

・無回答 （ 名）

⑥つぶれたピンポン玉をもとにもどすにはどうしたらよいでしょう。

・お湯に入れる （ 名）

（理由）・熱をあたえると体積は大きくなるから。 ・１回そうなったから。

・温めると空気が熱くなりつぶれた部分がもどる。
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・押す （ 名）

・空気を入れる （ 名）

・無回答 （ 名）

⑦鉄道のレールのつなぎめには すき間があいています。なぜだと思いますか。

・熱をはき出しているからすき間ができる。暑い日は熱を吸い取っているからすき間ができない。

・電車の車両がはみ出さないように。

・冬だから温度が低くなり，収縮作用でレールが縮みすき間があく。

・無回答 （ 名）

（３）指導観

本単元では，金属，水及び空気を温めたり冷やしたりした時，それぞれの体積が増減することに興味・

関心をもって，主体的に学習に取り組めるよう手だてを工夫していきたい。そのために「『思考し，表現

する力』を高める実践モデルプログラム」の四つの過程を一つ一つ丁寧に扱っていく。

児童は，調理で食べ物を温める，室内の空気を温めるなど，物を温めるという現象を日常から身近に観

察する機会をもっている。しかし，水や金属は体積変化が少なく，温まる様子を観察することは難しいた

め，ものが温まっていく様子を体感することは少ない。

そこで，「見出す」では，ペットボトルに栓をして湯の中に入れた時の様子や，ペットボトルの口に石

鹸水の膜をつけて湯の中に入れた時の様子を観察することで，驚きとともに「なぜだろう」「理由を知り

たいな」という疑問をもち，課題解決に向かっての学習意欲を高めていきたい。

「調べる」では，加熱による体積の変化が比較的大きい空気の状態で，体積の増減の原因を一人一人が

主体的に考えることができるよう，十分に時間を確保して取り組み，「空気は温めると体積が増え，冷や

すと体積が減る」ということをしっかりと理解するように支援する。その上で，空気の体積変化と比べな

がら，水や金属の実験を行う。水や金属は加熱による変化が小さいので，正しい結果が導き出せるように

共通の実験器具・方法で進めていきたい。特に金属の体積変化には，日常の中で接する機会が少ないので，

丁寧に説明をしながら実験を進めていきたい。

「深める」では，自分の考えを整理したり，友だちに説明する時に活用したりすることをねらいとして，

目に見えないものをイメージ図を用いて考察する活動を取り入れ，自分の考えを具体的に表現しながら思

考を深めることができるようにしたい。

児童が個々の考えをもった後、グループでの意見交換の場を設け，互いの意見を話し，聞くことによっ

て，対話的な学びの場の充実を図りたい。その際，自分の考えがよりわかりやすいように絵や図が書き込

めるワークシートを用いて説明できるようする。グループでの話し合い後は，ホワイトボード等にまとめ

て全体で話し合っていく。他者と交流することで，自分の考えを整理したり見直したりしていく。

「まとめあげる」では，個々の児童が学習した言葉や方法を使って，「何がわかったか」「次の課題は

何か」を他者にわかりやすく伝える。

本単元では，試験管やビーカー，金属球膨張試験器，実験用ガスこんろ，ガスボンベ等の実験器具を使

用するので使用方法や注意点をしっかり確認し，安全面に十分留意していきたい。
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３ 単元の目標

○空気を温めた時の現象に興味・関心をもち，進んで空気の性質を調べようとする。

（自然事象への関心・意欲・態度）

○空気の体積の変化を温度と関係づけて予想をもち，表現することができる。 （科学的な思考・表現）

○水の体積の変化を温度変化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。

（科学的な思考・表現）

○空気を温めたり冷やしたりして，体積の変化を調べ，その過程や結果を記録することができる。

（観察・実験の技能）

○加熱器具などを安全に操作し，金属の体積変化を調べる実験をすることができる。

（観察・実験の技能）

○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。

（自然事象についての知識・理解）

○水は，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。

（自然事象についての知識・理解）

○金属は，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。

（自然事象についての知識・理解）

４ 指導計画 ８時間扱い（本時１／８ ）

（１）本単元の計画

学習 時 学習内容と活動 評価規準【評価方法】

過程 配

一 １ ・栓をしたり，石けん水の膜をつけたりし ・空気を温めたときの現象に興味・関心をもち，

たペットボトルを湯の中に入れたときの 進んで空気の性質を調べようとしている。（（

空 本 様子について話し合う。 （関・意・態）【行動観察・発言】

気 時 ・容器の中の空気の変化を予想しモデル図 ・空気の体積の変化を温度と関係づけて予想を

の に表し，自分の考えを発表する。 もち，表現している。）

温 ・空気を温めたり冷やしたりした時の体積 （思・表）【発言・ノート】

度 の変化を調べる方法を考える。

と １ ・閉じ込められた空気を温めたり冷やした ・空気を温めたり冷やしたりして，体積の変化を

体 りして，かさの変化を調べ，空気と温度 調べ，その過程や結果を記録している。

積 の関係をまとめる。 （技能）【行動観察・ノート】

・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。

（知・理）【発言・ノート】

１ ・「やってみよう」温めると空気の体積が ・空気を温めたときの体積の変化の仕方に興味・

大きくなることを確かめる。 関心をもち，進んで空気の体積の変化を調べ

ようとしている。

（関・意・態）【行動観察・発言】

二 ２ ・温度が変わると，試験管の中の水の体積 ・水の体積の変化と温度変化を関係づけて考察

が変わるか調べる。 し，自分の考えを表現している。（

水 （思・表）【発言・ノート】



5

の ・水は，温めたり冷やしたりすると，その体積が

温 変わることを理解している。

度 （知・理）【発言・ノート】

と

体

積

）

三 １ ・温度が変わると，金属の玉の体積が変わ ・加熱器具などを安全に操作し，金属の体積変化

るか調べる。 を調べる実験をしている。（

金 （技能）【行動観察・ノート】

ぞ ・金属は，温めたり冷やしたりすると，その体積

く が変わることを理解している。

の （知・理）【発言・ノート】

温 １ ・「たしかめよう」「学んだことを生かそう」・金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりする

度 を行う。 と，その体積が変わることを理解している。

と （知・理）【発言・ノート】

体 １ ・「学びの突破口ガイド」を使って，金属， ・金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりする

積 水及び空気の温度と体積の変化について と，その体積が変わることを理解している。

まとめる。 （知・理）【学びの突破口ガイド】）

・「ちばっ子チャレンジ１００」で既習事 （知・理）【ちばっ子チャレンジ１００】

項の確認をする。

（２）「学びの突破口ガイド」の学習到達目標

ものの温度と体積 ページ

目標① 空気や水の体積は，あたためるとふえ，ひやすとへることが実験の結果と p.１５３
結びつけてわかる。

目標② 金属の体積は，あたためるとふえ，ひやすとへることが実験の結果と結び p.１５４
つけてわかる。

５ 本時の指導

（１）目標

○空気を温めたときの現象に興味・関心をもち，進んで空気の性質を調べようとする。

（自然事象への関心・意欲・態度）

○空気の体積の変化を温度と関係づけて予想をもち，表現することができる。

（科学的な思考・表現）

（２）主体的・対話的で深い学びの場の充実に向けての手立て

本単元の導入では，ペットボトルを湯に入れると栓が飛びだすなどの現象に触れさせることで，不思

議さを感じさせることから始める。「とじこめた空気や水」の学習や，生活経験などを想起しながら，

現象に起こる原因を一人一人が主体的に考えることができるよう，十分に時間を確保して取り組ませた

い。また，考察の場面では，個人で考えた後，グループでの意見交換の場を設けてから，全体での話し
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合いへとつなげていく。互いの意見を出し合い，聞くことによって対話的な学びの場の充実を図りたい。

その際，自分の考えがよりわかりやすいように粒子を現すモデル図などがかきこめるワークシートを用

いて説明できるようにしていきたい。

（３）展開

学習 時 学習内容と学習活動 ・指導 ＊支援 ○評価（観点）【方法】 資料
プロ
セス 配

見 ［１時間目］ 本時 掲示物

出 8 １ 空気が温まる事象に関わる実験をする。

す （１）ペットボトルに栓をして，湯の中に入れ ペ ッ ト ボ

たときの様子を観察する。 ＊栓は水でぬらし，あまりきつくはめ トル

T「ペットボトルの口に栓をして，湯の中に入れてみよう。 ないようにする。 ポ リ エ チ

どうなると思う？」 ・やけどをしないように，５０℃～ レンの栓

C「栓がとぶと思うよ」 ６０℃くらいのお湯を使用する。

「栓が中に入っていくんじゃないかな」 ・栓が飛び出すので，ペットボトルの 水槽

T「どうしてそう思ったのかな」 口を人に向けたり，のぞきこんだり

C「空気が温まって上にいって，栓をおすんじゃないかな」 しないことを告げる。 湯

「温まってしぼんでいくんじゃないかな」 ＊実験に集中して取り組めない児童

T「では，どうなるか実際にやって確かめてみよう」 には，個別に手順を確認していく。

8 （２）ペットボトルの口に石けん水の膜をつけ

て，湯の中に入れたときの様子を観察する。・石けん水の膜が割れて，液が目に入

T「今度は，ペットボトルの口に石けん水の膜をつけて， らないように，ペットボトルに顔を 石けん水

ふさいで湯につけると，どうなるかな」 近づけないように告げる。 ペトリ皿

C「栓だと飛んだから，ふくらむ」 ＊膨らんだ膜が，湯から出すとどうな

「ふくらんで割れる」 っていくか注意してみるように促す。

T「湯から出すとどうなると思う」 ○空気を温めたときの現象に興味・関

C「もとにもどる」「へこんでいく」「割れる」 心をもち，進んで空気の性質を調べ

T「では，どうなるか実際にやって確かめてみよう」 ようとしている。

（関・意・態）【行動観察・発言】

16 （３）温めたペットボトルの中の空気の様子に ＊個々で考え，ワークシートに記述す ワークシ

ついて話し合う。 ることで，自分の考えが明確に持て ート

・中の空気が温められて上へ行ったのかな。 るようにする。その際，図で表現す ホワイト

・下向きにしても栓は飛んだよ。 ることで具体的なイメージが持てる ボード

・中の空気の体積が大きくなったのかな。 ようにする。



＊自力解決が困難な児童には，具体的

に図を示して，それをもとに考えら

れるようにしていく。

＊温められた空気が上に移動するとい

う考えについては，ペットボトルを

下向きにして湯に入れる実験の結果

を振り返るよう助言する。

・個々で考えた後，グループでの意見

交換の場を設けてから，数人の児童

に自分の考えを全体に発表するよう

予告する。その際，イメージ図が全

体によく見えるようにホワイトボー

ドを使用する。

○空気の体積の変化を温度と関係づけ

て，予想をもち，表現している。

（思・表）【発言・ノート】

3 ２ 学習問題を設定する。

・空気・温度・体積というキーワード 掲示物

を黒板に掲示して，学習問題を考え （キーワ

られるようにする。 ード）

空気の温度がかわると，空気の体積はどのようにかわるだろうか。

4 ３ 予想を立てる。 ・これまでの生活体験をもとに考える

・温めると空気の体積が増える。 ようにする。

・冷やすと空気の体積が減る。 ○空気の体積の変化を温度と関係づけ

て予想をもち，表現している。

（思・表）【発言・ノート】

6 ４ 実験の方法を考える。 ＊ペットボトルは形が変わってしまう 掲示物

「ペットボトルだとやわらかくて形が変わる ので，試験管を使うことを確認する。

から，ちがうものがいいね。」 ・試験管の口につけた石けん水の膜が

「理科の実験用具でいいものがないかな。」 上下することから，中の空気の体積

「石けん水の膜をつければ，空気の体積の変 が変化していることが確認できるこ

化がよくわかるね」 とを伝える。

［２時間目］ 次時

調 3 前時を振り返り，学習問題を確認する。 掲示物

べ 空気の温度がかわると，空気の体積はどのようにかわるだろうか。

る

5 実験方法と前時に立てた予想を確認する。 試験管
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・試験管の口に石けん水の膜をつけて，試験管 ＊石けん水の膜が膨らんだりへこんだ 氷

を温めたり，冷やしたりする。 りするのは，試験管の中の空気の体 湯

・温めると空気の体積が増えると思う。 積が変化しているということも確認 ペトリ皿

・冷やすと空気の体積が減ると思う。 する。 石けん水

10 ５ 実験を行う。

・熱い湯は危険なのでやけどをしない

ように，５０℃～６０℃くらいのお

湯を使用する。

・体温は温度変化に影響するので，試

験管を手のひらでつかまないように

児童に伝える。

○空気を温めたり冷やしたりして，体

積の変化を調べ，その過程や結果を

記録している。

（技能）【行動観察・ノート】

深 15 ６ 結果を整理し，考察する。 ワークシ

め （１）個人で考察し，グループで話し合う。 ＊はじめ，温めたとき，冷やしたとき ート

る （結果） の３つを比較しながら，絵や言葉で ホワイト

・湯につけたら膜が膨らんだ。 まとめられるように助言する。 ボード

・氷水につけたら膜がへこんで試験管の中に ・初めは必ず自分の言葉で考察を書き，

入った。 その後グループで話し合い，ホワイ

トボードに考えをまとめるように指

示する。

（考察の例） ○空気を温めたり冷やしたりして，体

・空気は温められると体積が大きくなる。 積の変化を調べ，その過程や結果を

・反対に冷やされると体積が小さくなる。 記録している。

（技能）【行動観察・ノート】

5
（２）結果と各グループの考察を発表し，クラ ・各グループの発表から共通して考え

スで話し合う。 られることを見出していく。

○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。

（知・理）【発言・ノート】

ま 5 ７ まとめをする。

と ・全体でよりよいまとめの表現をつくり出

め す。
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あ 掲示物

げ 空気の温度が変わると，空気の体積が変わる。 温めると体積が大きくなり，

る 冷やすと体積が小さくなる。

・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。 （知・理）【発言・ノート】

2
本時のふり返りから，次回のめあてと活動 ＊試験管を横向きや下向きにしても，

の見通しをもつ。 温めると空気の体積が大きくなるこ

とを確かめることを伝える。

（４）板書計画

ペットボトルの口にせんをして， →ペットボトルの中の空気のようすを

湯の中に入れてみよう。 説明しよう。 ○学 空気の温度がかわると，空気の

・せんがとんだ。 イメージ図 体積はどのようにかわるだろう

・ペットボトルを下向きにしてもせんはとんだ。 か。

ペットボトルの口に石けん水をつけて １班 ２班

湯の中に入れてみよう。

・せっけん水のまくがふくらんだ。

→なぜせんがとんだり，まくがふくらんだり ○実

したのだろう。 ３班 ４班 実験方法の図

・ペットボトルの中の空気が湯で温まったから

○予 ・温めると空気の体積が増える。

５班 ６班 ・冷やすと空気の体積が減る。
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