
理科指導計画・評価計画（第６学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

○地球にたくさんの生き物がすむこ
とができるのはどうしてかに興味を
もち，進んで考えようとしている。

・人をふくめたいろいろな生き物が地球から
どのような恵みを受けて生きているか，地球
の変化が私たちのくらしにどのように影響す
るか，私たちのくらしが地球にどのように影
響するかについて考える。

 〇

○地球にたくさんの生き
物がすむことができるの
はどうしてかに興味をも
ち，進んで考えようとし
ている。 （関）［発言・
記録・観察］

□地球全体や日本，身
近な地域の環境につい
ての資料

1

○人のくらしと環境とのかかわりに
興味をもち，進んで考えようとしてい
る。

・人は環境とどのようにかかわり合ってくらし
ているかについて考える。
・ホウセンカの種子やジャガイモのいもを植
える。

○

〇人のくらしと環境とのかか
わりに興味を持ち，進んで考
えようとしている。（関）　　　　　
　　　　［発言・記録・観察］

□人と環境とのかかわり
についての資料
□ジャガイモのたねいも　
□ホウセンカの種子

2

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
○ろうそくを燃え続けさせることに興
味をもち，進んでろうそくを燃え続け
させる方法を調べようとしている。

・物を燃やし続けるにはどうすればよいかを
考え，話し合う。

○

○ろうそくを燃え続けさせる
ことに興味をもち，進んでろう
そくを燃え続けさせる方法を
調べようとしている。（関）　　　
　　　　　［発言・記録・観察］

1

○ろうそくが燃え続けるには，絶え
ず空気が入れかわる必要があるこ
とを，実験の結果から考えることが
できる。

・集気びんの中でろうそくを燃やし続ける方
法を調べ，物が燃えるためには空気が必要
であることをまとめる。　(実験①)

○

○ろうそくが燃え続けるに
は，絶えず空気が入れかわ
る必要があることを，実験の
結果から考えることができ
る。（考）　　　　［発言・記録］

1

○実験の操作を正しく行い，窒素，
酸素，二酸化炭素に物を燃やすは
たらきがあるかを調べ，記録してい
る。

・窒素，酸素，二酸化炭素のうち，物を燃や
すはたらきがある気体はどれかを調べ，ま
とめる。(実験②)

○

○実験の操作を正しく行い，
窒素，酸素，二酸化炭素に
物を燃やすはたらきがある
かを調べることができる。
（考）　　　　　　　［記録・観

3
○石灰水や気体検知管を正しく使
い，結果を読みとり，物を燃やす前
と燃やした後の空気の変化を調べる
ことができる。

・物が燃える前と物が燃えた後とで空気は
どう変わるか，石灰水や気体検知管で調べ
る。（実験③）

○

○石灰水や気体検知管を正
しく使い，結果を読みとり，物
を燃やす前と燃やした後の
空気の変化を調べることが
できる。（考）　［観察・記録］

1

○実験結果をもとに，物が燃えると
空気中の酸素の一部が使われて二
酸化炭素ができると考えることがで
きる。

・実験結果をもとに，物が燃えると二酸化炭
素ができることをまとめる。

○

○実験結果をもとに，物が燃
えると二酸化炭素ができると
考えることができる。（考）　　　
　　［記録・発言］

1
○物が燃えるときには，空気中の酸
素の一部が使われて二酸化炭素が
できることを理解している。

・物が燃えるときの空気のはたらきについ
て，学習したことをまとめる。

○

○物が燃えるときには，空気
中の酸素の一部が使われて
二酸化炭素ができることを理
解している。（考）［記録・発

8

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

○太陽と月の共通点や差異点に興
味をもち，それぞれの天体の特徴に
ついて進んで調べようとしている。

・太陽と月の表面のようすや月の位置や形
について話し合い，実際に観察したり，資料
などで調べたりする。（観察①）

○

○太陽と月の共通点や差異
点に興味をもち，それぞれの
天体の特徴について進んで
調べようとしている。（関）　　　
　　　　　　［観察・発言・記録］

1
○月の表面のようすは，太陽と違い
があることを理解している。

・太陽と月の表面のようすや見え方などに
ついて，観察や資料をもとに比較しながらま
とめる。

○
○月の表面のようすは，太
陽と違いがあることを理解し
ている。（知）　［発言・記録］

1

○日没直後の太陽の位置と，そのと
きの月の形と位置を数回にわたって
記録している。

・日没直後の月の形と位置を調べて，記録
する。数日後にもう一度調べて，記録する。
（観察②）
・観察結果から，月の形が日によって変わっ
て見えることをまとめる。
・月の形が日によって変わって見える理由
を考え，それを調べるためのモデル実験の
方法について話し合う。

○

○日没直後の太陽の位置
と，そのときの月の形と位置
を数回にわたって記録してい
る。（技）　［記録］

2
○月の形が日によって変わって見え
るのは，太陽と月の位置に関係があ
ると考えることができる。

・月の形が変わって見える理由を，ボール
に光を当てるモデル実験で確かめる。　　　
（実験①）
・実験①と観察②の結果を関連づけなが
ら，月の形が変わって見える理由を考え，ま

○

○月の形が日によって変
わって見えるのは，太陽と月
の位置に関係があると考え，
自分の考えを表現している。
（考）　　　　　［発言・ノート］

□ろうそく　□粘土　
□集気びん　□底の
ない集気びん　□集
気びんのふた
□線香　□マッチ　
□燃えさし入れ　□
ぬれたぞうきん　□
酸素ボンベ
□二酸化炭素ボンベ　
□窒素ボンベ　□気
体検知管（酸素用，
二酸化炭素用）
□気体採取器　□石
灰水　□曲がるスト
ロー　□水槽　□針
金
□保護めがね　□
ビーカー　□空気の
成分表（教師提示
用）

□遮光プレート　□双眼
鏡や望遠鏡　□方位磁
針　□懐中電灯　□ボー
ル
□下じきや紙ばさみ　□
記録カード　□太陽や月
についての資料
□夜間観察における保
護者への協力依頼状

5

単
元
目
標

物（植物体）を燃え続けさせるにはどうしたらよいかに興味をもち，物が燃えるのに必要な物や物が燃えた後の空気の変化を，見通しをもって調べることができるようにする。また，空気
中の酸素には物を燃やすはたらきがあり，物が燃えると空気中の酸素の一部が使われて二酸化炭素ができることをとらえ，物の燃焼と空気の性質や組成の変化を関係づけ，物の質的
変化について推論しながらとらえることができるようにする。

単元名 5太陽と月の形（６時間）

単
元
目
標

太陽と月の表面のようすや月の形が日によって変わって見えることに興味をもち，太陽と月の表面のようすを調べるとともに，月の位置や形を観察して記録し，月の位置と太陽の位置と
を関係づけて考え，月の形の見え方は，太陽と月の位置関係によって変わることを推論することができるようにする。また，これらの活動を通して，太陽や月に対する豊かな心情をはぐ
くむことができるようにする。

4

単元名 ●地球と私たちのくらし（２時間）

単
元
目
標

たくさんの生き物がすむ地球の自然環境に興味をもち，人が地球から受けている恵みと地球の変化による人のくらしへの影響，そして人のくらしによる地球への影響について，自分なり
の考えをもつことができるようにする。また，人のくらしが環境とどのようにかかわり合っているかに興味をもち，空気や水とのかかわりを中心に考えていくことができるようにする。

単元名 1物の燃え方と空気　（８時間）

4



1

○月の輝いて見える側に太陽があ
り，月の形の見え方は，太陽と月の
位置関係によって変わることを理解
している。

・月の見え方と太陽と月の位置関係につい
て，学習したことをまとめる。

○

○月の輝いて見える側に太
陽があり，月の形の見え方
は，太陽と月の位置関係に
よって変わることを理解して
いる。（知）　［発言・記録］

6

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
○人やほかの動物が生きていくため
に必要な物は何かに興味をもち，考
えようとしている。

・人やほかの動物が生きていくためには何
が必要かを考え，話し合う。

○

○人やほかの動物が生きて
いくために必要な物は何か
に興味をもち，進んで考えよ
うとしている。（関）［発言・記

2
○実験結果から，だ液にはでんぷん
を消化するはたらきがあることを記
録している。

・食べ物にふくまれている養分（でんぷん）
が，どのように変化して，体内にとり入れら
れているか，ごはん粒で調べる。（実験①）

○
○だ液がでんぷんを消化す
るはたらきを調べ，結果をま
とめている。（技）　［記録・観

1
○口からとり入れた食べ物は，消化
管を通る間に，どのように消化され
ていくかについて理解している。

・消化のしくみと消化管，消化液のはたらき
を調べ，まとめる。
・人とほかの動物の消化管を比べる。

○

○口からとり入れた食べ物
は，消化管を通る間に，どの
ように消化されていくかにつ
いて理解している。（知）［記

1
○はき出した空気と吸う空気につい
て実験を行い，結果に違いがあるこ
とに気づくことができる。

・呼吸のはたらきについて予想し,はき出した
空気と吸う空気はどのように違うかを調べ
る。(実験②)

〇

○呼吸によって何をとり入
れ，何をはき出しているか
を，実験結果をもとに考える
ことができる。（考）［発言・記
録］

1

○人やほかの動物は呼吸によって，
空気中の酸素をとり入れ，二酸化炭
素などをはき出していることを理解し
ている。

・肺のつくりと呼吸のしくみを調べ，まとめ
る。
・人とほかの動物の呼吸のしかたを比べ
る。

○

○人やほかの動物は呼吸に
よって，空気中の酸素をとり
入れ，二酸化炭素などをはき
出していることを理解してい
る。（知）［記録・発言］

1

○血液は，全身をめぐりながら，酸
素や養分を運ぶはたらきをしている
ことに気づくことができる。

・からだの中の血液の通り道を調べる。ま
た，心臓の拍動数と脈拍数をはかり，心臓
の動きと血液の流れとのかかわりを調べ
る。　　(観察①)
・全身の血液の流れとはたらきについてまと
める。
・じん臓のはたらきを調べる。

〇

○血液の流れとはたらきをと
らえ，血液が酸素や養分を
運んでいることに気づくこと
ができる。（考）　［発言・記
録］

1
○人の臓器の位置とはたらきに興
味をもち，それらについて進んで調
べようとしている。

・人の体内にある臓器について，それぞれ
の名称や体内の位置，はたらきなどを調べ
る。

○

○人の臓器の位置とはたらきに
興味をもち，それらについて進ん
で調べようとしている。（関）［観
察・記録・発言］

1
○肺，胃，小腸，大腸，肝臓，心臓，
腎臓などの主な臓器の名称と位置，
はたらきについて理解している。

・動物のからだのはたらきについて,学習し
たことをまとめる。

○

○肺，胃，小腸，大腸，肝臓，心
臓，腎臓などの主な臓器の名称
と位置，はたらきについて理解し
ている。（知）［記録・発言］

9

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

○植物が，水をからだ全体に運んで
いることに興味をもち，進んで植物
体内の水の通り道について調べよう
としている。

・植物の体内に入った水のゆくえを考え，植
物を着色した水に入れて，どこが染まるか
を観察し,植物には水の通り道があることを
まとめる。(実験①)

〇

○植物が，水をからだ全体
に運んでいることに興味をも
ち，進んで植物体内の水の
通り道について調べようとし
ている。（関）　　［観察・発

2
○植物の体内には水の通り道があ
り，根から吸い上げられた水は，主
に葉から水蒸気として排出されてい
ることを考えることができる。

・葉から水が出ているか,葉がついた植物と
葉をとった植物で調べ,水は水蒸気になって
葉から出ていくことをまとめる。（実験②）

〇

○植物の根からとり入れられ
た水は，決まった通り道を
通って，からだ全体に運ば
れ，葉から水蒸気として排出
されことを考えることができ
る。（考）　　　　　　　［観察・

1

○植物にとって日光はどんなはたら
きしているかに興味をもち，進んで
植物と日光との関係について考えよ
うとしている。

・植物にとって日光はどんなはたらきをして
いるかを考え，調べる方法を計画して，実験
③の準備をする。

○

○植物にとって日光はどんな
はたらきしているかに興味を
もち，進んで植物と日光との
関係について考えようとして
いる。（関）［発言・記録］

2
○ヨウ素液を使って，日光に当てた
葉と当てなかった葉で，でんぷんが
あるかどうかを調べることができる。

・葉に日光が当たるとでんぷんができるかど
うかを調べる。(実験③)

○

○ヨウ素液を使って，日光に
当てた葉と当てなかった葉
で，でんぷんがあるかどうか
を調べることができる。（技）　
　　　　　　［観察・記録］

1
○植物の葉に日光が当たると，でん
ぷんができることを理解している。

・葉に日光が当たるとでんぷんができること
をまとめる。
・植物の水の通り道や日光とのかかわりに
ついてまとめる。

○

○植物の葉に日光が当たる
と，でんぷんができることを
理解している。（知）　［記録・
発言］

8

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

□遮光プレート　□双眼
鏡や望遠鏡　□方位磁
針　□懐中電灯　□ボー
ル
□下じきや紙ばさみ　□
記録カード　□太陽や月
についての資料
□夜間観察における保
護者への協力依頼状

□ごはん粒　□ヨウ素液　
□湯　□ビーカー　□試
験管　□木綿の布
□ストロー　□スポイト　
□ポリエチレンの袋　□
石灰水
□気体検知管（酸素用，
二酸化炭素用）　□気体
採取器　□脈拍計　□聴
診器
□ストップウォッチ　□人
体模型　□人体図鑑　□
人体解剖図　□コン
ピュータ
□インターネットで得られ
る資料

□ホウセンカ　□色水
（植物染色液，または食
紅をとかした水）
□三角フラスコなどの入
れ物　□解剖顕微鏡　□
カッターナイフ
□スライドガラス　□カ
バーガラス　□脱脂綿　
□ポリエチレンの袋　□
モール
□ジャガイモの葉（日光
に当てた葉とおおいをし
ておいた葉）　□湯
□エタノール　□ヨウ素
液　□ビーカー（大小２種
類）　□アルミニウムはく
□ペトリ皿　□ピンセット　
□ろ紙　□木づち　□
バット

5

6

7

単
元
目
標

植物の体内における水のゆくえに興味をもち，植物に着色した水を吸わせて調べ，植物の体内には水の通り道があり，根から吸い上げられた水は，主に葉から水蒸気として排出される
ことをとらえることができるようにする。また，植物にとって日光はどんなはたらきをしているかに興味をもち，日光に当てた葉と当てなかった葉を調べ，植物の葉に日光が当たるとでんぷ
んができることをとらえることができるようにする。

単元名 4生き物のくらしと環境　（６時間）

単
元
目
標

生き物と食べ物，空気，水とのかかわりに興味をもち，これまでの学習や生活経験などを想起しながら，人や動物の食べ物のもとは植物であり，生き物どうしは「食べる」「食べられる」と
いう関係でつながっていること，空気中の酸素は植物が出していること，水は生き物にとって不可欠な物であることを，実験したり資料で調べたりして知り，生き物はたがいにかかわり
合って生きていることをとらえることができるようにする。

単元名 2動物のからだのはたらき（９時間）

単
元
目
標

人やほかの動物が生きていくためには何が必要かに興味をもち，だ液によるでんぷんの変化や，はき出した空気と吸う空気の成分の違い，拍動数と脈拍数との関係などを調べ，消化，
呼吸，血液循環にかかわる体内の各器官のつくりとはたらきについてとらえることができるようにする。また，それらの器官が体内のどの部分にあるかを，資料などを活用して調べ，そ
れぞれの名称と位置をとらえることができるようにする。

単元名 3植物のからだのはたらき（８時間）



1
○生き物と食べ物，空気，水とのか
かわりに興味をもち，進んでそれら
の関係について考えようとしている。

・生き物と食べ物，空気，水とのかかわりに
ついて考える。

○

○生き物と食べ物，空気，水
とのかかわりに興味をもち，
進んでそれらの関係につい
て考えようとしている。（関）　　
　　　　　［発言・ノート］

1
○人やほかの動物の食べ物のもと
が何かを調べ，そのもとは植物であ
ることを考えることができる。

・人やほかの動物の食べ物のもとは何かを
考え,一つ一つの材料や食べる物をたどって
みる。（調査①）

○

○人やほかの動物の食べ物
のもとが何かを調べ，そのも
とは植物であると考えること
ができる。（考）　［発言・記
録］

1

○生き物どうしは，「食べる」「食べら
れる」という関係でつながっていると
考え，生き物の食べ物を通したかか
わりについて考えることができる。

・動物には，植物を食べて生きているものが
いること，その動物もほかの動物に食べら
れることがあることなど，生き物には「食べ
る」「食べられる」という関係があることを調
べる。
・生き物の食べ物を通したかかわりについ

○

○生き物どうしは，「食べる」
「食べられる」という関係でつ
ながっていることを理解して
いる。（知）［発言・記録］

1

○気体検知管を使って，酸素と二酸
化炭素の体積の割合の変化を調べ
る。

・空気中に酸素を出している物は何かを考
え，植物が二酸化炭素をとり入れて酸素を
出しているかを調べ，まとめる。（実験①）

○

○気体検知管を使って，酸
素と二酸化炭素の体積の割
合の変化を調べることができ
る。（考）［観察・記録］

1
○生き物と水とのかかわりについて
調べ，生き物が生きていくためには
水が必要であることをまとめている。

・生き物と水とのかかわりについて考え，ま
とめる。
・自然のなかで，水や空気がどのように循
環しているかを考える。

○

○生き物と水とのかかわりに
ついて調べ，生き物が生きて
いくためには水が必要である
ことをまとめている。 （考）　　　
　　　［発言・記録］

1
○生き物は，体内に水をとり入れて
生きていることを理解している。

・生き物と食べ物，空気，水とのかかわりに
ついてまとめる。

○
○生き物は，体内に水をとり
入れて生きていることを理解
している。（知）　　［発言・記
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月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

○がけがしま模様に見える理由に
興味をもち，進んで大地のつくりや
でき方を調べようとしている。

・私たちの住んでいる大地は，どのような物
でできているのか，資料を見て話し合う。
・がけがしま模様に見える理由を考え，がけ
のようすを観察する。(観察①)

○

〇がけがしま模様に見える
理由に興味をもち，進んで大
地のつくりやでき方を調べよ
うとしている。（関）　　［発言・

2
○地層の構成物やボーリング試料
などを調べて，それらのようすや特
徴などを記録している。

・ボーリング試料や火山灰などを調べ，地層
のでき方を考える。（観察②）

○

〇地層の構成物やボーリン
グ試料などを観察して，それ
らのようすや特徴などを記録
している。
（技）　［行動観察・記録］

1
○観察結果や資料をもとに，地層の
でき方を考えることができる。

・水のはたらきでできた地層の特徴や，堆積
岩や化石について調べる。
・火山のはたらきでできた地層の特徴を調
べる。
・地層は，流れる水のはたらきや火山の噴
火によってできることをまとめる。

○

〇観察結果や資料から，地
層は流れる水のはたらきや
火山の噴火によってできるこ
とを考えることができる。
（考）　　　　　　　　［発言・記
録］

2

○水槽に土砂を流しこみ，水のはた
らきでできた地層のでき方を調べて
いる。
論し，自分の考えを表現している。

・水のはたらきでできた地層のでき方を考
え，水槽に土を流しこむモデル実験を通して
調べる。(実験①)

○

砂や泥をふくむ土を水に流し
こみ，水のはたらきでできた
地層のでき方を調べている。
（技）
 ［観察・記録］

1

○地層は，流れる水のはたらきや火
山の噴火によってでき，化石がふく
まれている物があることを理解して
いる。

・火山のはたらきによる地層のでき方を考
え，写真や資料で調べる。
・大地のつくりについて，学習したことをまと
める。

○

地層は，流れる水のはたらき
や火山の噴火によってでき，
化石がふくまれている物があ
ることを理解している。（知）　　
　　　　　　　　　　［発言・記
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月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
○地震や火山の噴火による大地の
変化について調べたことをもとに，
自分の考えを表現している。

・私たちが住んでいる地域に，地震や火山
の噴火によって変化したようすが見られる
かを話し合う。
・地震と火山の噴火による大地の変化のよ
うすについて調べる。(調査①)

○

地震や火山の噴火による大
地の変化に興味をもち，進ん
で情報を集めて調べようとし
ている。
（関）　　［発言・観察］

1
○大地は，地震や火山の噴火に
よって変化することを理解している。

・調べたことや観察した結果を発表し，地震
と火山の噴火による大地の変化についてま
とめる。

○
〇大地は，地震や火山の噴
火によって変化することを理
解している。（知）　　［発言・

1

○資料を活用して，地震や火山の
噴火による災害やそれらに対する防
災・減災のとり組みを調べ，結果を
記録している。

・地震や火山の噴火による災害や，災害に
対する備えについて調べたり，考えたりす
る。

○

〇地震や火山の噴火による
災害やそれらに対する防災・
減災のためのとり組みを調
べることができる。（技）　　　　
　 　　　　［観察・記録］

1
○災害に対する備えや災害時の行
動について，自分にできることを考
えようとしている。

・災害から生命を守るためにできることを考
えて，話し合う。

○

○災害に対する備えや災害
時の行動について，自分に
できることを考えようとしてい
る。（関）［発言・記録］

4

□気体採取器　□気体
検知管（酸素用，二酸化
炭素用）　□ポリエチレン
の袋
□ストロー　□鉢植えな
どの植物
□食べ物の材料がわか
る物（給食の献立表な
ど）
□生き物と食べ物，空
気，水とのかかわりにつ
いての資料

□地層などの写真や映
像資料　□ビニル袋　□
新聞紙　□虫めがね　□
シャベル
□フエルトペン　□ティッ
シュペーパー　□記録
カード　□ボーリング試
料
□ペトリ皿　□双眼実体
顕微鏡か解剖顕微鏡　
□スタンド　□とい（雨ど
い）
□針金　□水槽　□砂・
土・小石　□水　□ビー
カー　□空きびん

□地震や火山の噴火，
防災にかかわるものなど
の写真や映像資料
□全国各地の地震や火
山の資料　□地域で起き
た地震や噴火の資料　
□日本地図　□ポスター
セッション用の模造紙や
画用紙

8

9

単
元
目
標

大地の変化に興味をもち，過去に起きた地震や火山の噴火について，資料などをもとに調べ，大地は地震や火山の噴火によって変化することをとらえるとともに，そこに見られる自然の
力の大きさを感じることができるようにする。また，地震や火山の噴火による災害やそれらに対する防災・減災のためのとり組みについて，教科書や地域にある資料などを調べ，災害に
対する備えや情報活用の重要性に気づき，自ら行動する態度を養うことができるようにする。

単元名 8てこのはたらき（１０時間）

単
元
目
標

てこのしくみに興味をもち，おもりを持ち上げて手ごたえの大きさを調べ，てこを傾けるはたらきは，作用点の位置や力点の位置によって変わることをとらえることができるようにする。ま
た，実験用てこで，てこが水平につり合うときの左右のおもりの重さと支点からの距離を調べ，てこが水平につり合うときのきまりを発見するとともに，てこを利用した道具のしくみや使い
方を考え，身のまわりのさまざまな道具でてこが利用されていることをとらえることができるようにする。

9

単元名 6大地のつくり（８時間）

単
元
目
標

身のまわりの大地やその中にふくまれる物に興味をもち，地層やその中にふくまれる物を観察したり，大地の構成物やでき方について資料などで調べたりして，大地は礫，砂，泥，火山
灰などからできていて，地層は流れる水のはたらきや火山の噴火によってできることをとらえることができるようにする。

単元名 7変わり続ける大地（４時間）



月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

○棒で物を持ち上げることに興味を
もち，進んで楽に物を持ち上げる方
法を予想したり，活動にとり組んだり
しようとしている。

・１本の棒を使って重い物を持ち上げる活動
を行い，どのようにすれば楽に持ち上げるこ
とができたかを話し合う。
・てこの支点，力点，作用点について知る。

○

〇棒を使って楽に物を持ち
上げることに興味をもち，進
んでその方法を，見つけ出そ
うとしている。（関）　　　［発

2
○作用点の位置や力点の位置を変
えて，てこを傾けるはたらきの変化
を調べ，記録している。

・おもりの位置や力を加える位置を変える
と，手ごたえがどう変わるかを予想して調
べ，てこを使っておもりを持ち上げるとき，小
さな力で持ち上げられるのはどのようなとき
かをまとめる。（実験①）

○

〇作用点の位置や力点の位
置を変えて，てこを傾けるは
たらきの変化を調べ，記録し
ている。
［行動観察・記録］

1
○てこが水平につり合うときのきまり
に興味をもち，進んできまりを調べ
ようとしている。

・てこを傾けるはたらきは，力を加える位置
や加える力の大きさとどのような関係がある
か，予想する。

○

〇てこが水平につり合うとき
のきまりに興味をもち，進ん
できまりを調べようとしてい
る。（関）
［発言・行動観察］

2
○てこが水平につり合うときの，左
右のおもりの位置と重さを定量的に
調べ，結果を記録している。

・てこを傾けるはたらきと，力を加える位置
や力の大きさとの関係を調べる方法を計画
し，実験を行う。（実験②）

○

〇てこが水平になるときの左
右のおもりの位置と重さにつ
いて調べることができる。　
（技）　　　　　　　　［観察・ノー

1

○てこが水平につり合うときのきまり
を推論し，自分の考えを表現してい
る。

・実験②で得られた結果をもとに，てこが水
平につり合うときのきまりについて考え，ま
とめる。

○

○てこが水平につり合うとき
のきまりを推論し，自分の考
えを表現している。（考）　　　　
　　　［発言・記録］

1

○てんびんのしくみに興味をもち，
進んで上皿てんびんを使って物の
重さを調べようとしている。
○水平につり合った棒の支点から等
距離に物をつるして，棒が水平にな
るとき，物の重さは等しいことを理解
している。

・てんびんについてまとめ，上皿てんびんで
物の重さを比べたり，はかったりする。

○

〇てんびんのしくみに興味を
もち，進んで上皿てんびんを
使って物の重さを調べようと
している。（関） ［発言・行動
観察］

1

○身のまわりにある道具について，
どのようなてこを利用しているかを
推論し，自分の考えを表現してい
る。

・身のまわりには，どのようなてこを利用し
た道具があるかをさがし，てこのはたらきに
ついて考える。

○

〇身のまわりにある道具に
ついて，どのようなてこを利
用しているかを推論し，自分
の考えを表現している。　
（考）　　　　　　　[発言・記録］

1
○身のまわりの道具を調べ，てこの
規則性を利用した道具があることを
理解している。

・てこのはたらきについて，学習したことをま
とめる。

○

身のまわりには，てこの規則
性を利用した道具があること
を理解している。　（知）　　　　
　　　[発言・記録］

10

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2
○水溶液を蒸発させ，出てきた物か
らとけている物を判別し，記録してい
る。

・身のまわりにはどんな水溶液があるかを
考え，食塩水，石灰水，アンモニア水，塩
酸，炭酸水にはどんな違いがあるかを調べ
る。(実験①)

○

○水溶液を蒸発させ，出て
きた物からとけている物を
判別し，記録している。
（技）　　［観察・記録］

1

○水を蒸発させても何も残らなかっ
た水溶液には何がとけているかにつ
いて，自分なりに推論することがで
きる。

・水溶液には固体がとけているものがあるこ
とをまとめる。

○

水を蒸発させても何も残らな
かった水溶液には何がとけ
ているかを推論している。
（考）　　　　　　　　　　　　　 

1
○水溶液には，固体や気体がとけ
ているものがあることを理解してい
る。

・水溶液には気体がとけているものがある
かを調べ，まとめる。（実験②）

○

〇水溶液には，固体や気体
がとけているものがあること
を理解している。（知）　　　　　
　　　　　　［発言・記録］

1
○リトマス紙を正しく扱って水溶液を
調べ，結果を，表などにわかりやす
く整理している。

・いろいろな水溶液をリトマス紙につけて，
性質を調べる。（実験③）

○

○リトマス紙を正しく扱って水
溶液を調べ，結果を，表など
にわかりやすく整理してい
る。（技）［記録・観察］

1
○水溶液には，酸性，中性，アルカ
リ性のものがあることを理解してい
る。

・水溶液は，酸性，中性，アルカリ性になか
ま分けできることをまとめる。

○

〇水溶液には，酸性，中性，
アルカリ性のものがあること
を理解している。（知）　　　　　
　　 　［発言・記録］

2

○水溶液が金属を変化させるかに
興味をもち，進んで変化のようすを
予想したり，観察したりしようとして
いる。

・水溶液には金属を変化させるはたらきが
あるかを予想し，金属に塩酸や炭酸水を注
ぐとどうなるかを調べ，まとめる。（実験④）

○

金属に水溶液を注ぐと変化
するかどうかに興味をもち，
進んで変化のようすを調べよ
うとしている。　（関）　　［発

2
○加熱器具などを正しく操作して，
金属がとけた水溶液を蒸発させ，出
てきた物の性質を調べている。

・塩酸にアルミニウム（または鉄）がとけた液
を蒸発させて，出てきた物の性質を調べる。
（実験⑤⑥）

○

○加熱器具などを正しく操作
して，金属がとけた水溶液を
蒸発させ，出てきた物の性質
を調べている。（技）［観察・

1
○実験結果をもとにして，金属が質
的に変化していることに気づくことが
できる。

・水溶液には，金属を変化させるものがある
ことをまとめる。

○

〇実験結果から，金属は水
溶液によって別の物に変化
したことに気づくことがで
きる。現している。（考）　
　　［発言・記録］

1
○水溶液には，金属を変化させるも
のがあることを理解している。

・水溶液の性質とはたらきについて，学習し
たことをまとめる。

○
水溶液には，金属を変化さ
せるものがあることを理解し
ている。　　　　　　　　　（知）　

12

10

11

□太く丈夫な棒　□ガム
テープ　□おもり（砂を入
れた袋）　□支点用枕木
□上皿てんびん　□てこ
を利用した道具（くぎぬ
き，はさみ，空き缶つぶし
機など）
□実験用てこ　□おもり
（分銅）　□ひも　□木の

□太く丈夫な棒　□ガム
テープ　□おもり（砂を入
れた袋）　□支点用枕木
□上皿てんびん　□てこ
を利用した道具（くぎぬ
き，はさみ，空き缶つぶし
機など）
□実験用てこ　□おもり
（分銅）　□ひも　□木の
棒　□目玉クリップ
□セロハンテープ　□重
さを調べる物　□記録
カード

□食塩水　□石灰水　□
アンモニア水　□塩酸　
□炭酸水　□蒸発皿
□ピペット　□試験管　□
試験管立て　□ビーカー　
□加熱用金網
□実験用ガスこんろ　□
ぞうきん　□保護めがね　
□二酸化炭素ボンベ
□プラスチックの入れ物　
□ストロー　□水槽　□リ
トマス紙　□ピンセット
□ガラス棒　□乾いた布　
□アルミニウムはく　□ス
チールウール　□記録
カード

単
元
目
標

身のまわりに見られる電気の利用について興味をもち，電気は，手回し発電機などを使ってつくり出したり，コンデンサーなどにためたりすることができることや，電気は，光，音，運動な
どに変換されること，また，発熱については電熱線の太さによって発熱のしかたが変わることをとらえることができるようにする。さらに，電気の性質やはたらきについて推論する能力を
育てるとともに，それらについての理解を図ることができるようにする。

単元名 9水溶液の性質とはたらき（１２時間）

単
元
目
標

身のまわりの水溶液に興味をもち，水溶液には固体や気体がとけているものがあることを調べたり，リトマス紙を使って水溶液を酸性，中性，アルカリ性になかま分けしたりすることを通
して，水溶液の性質をとらえることができるようにする。また，水溶液は金属を変化させるかに興味をもち，推論しながら追究していくなかで，金属が水溶液によって質的に変化している
ことをとらえることができるようにする。

単元名 10電気と私たちのくらし(１５時間）



月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

○発電のしくみや電気の利用に興
味をもち，進んで発電のしくみや電
気の利用について調べようとしてい
る。

・発電のしくみや電気の利用について知って
いることを話し合う。
・自分たちで発電する方法を考え，モーター
を回すなどして，発電することができること
を確かめる。（実験①）

○

○発電のしくみや電気の利
用に興味をもち，進んで発電
のしくみや電気の利用につ
いて調べようとしている。　
（関）　　　　　　　［観察・発

2

○手回し発電機にいろいろな器具を
適切に接続し，電気が光，音，運動
などに変換されて利用されているこ
とを調べ，実験結果をまとめている。

・手回し発電機で電気をつくり，どのように
利用できるかを調べる。（実験②）

○

○手回し発電機にいろいろな
器具を適切に接続し，電気
が光，音，運動などに変換さ
れて利用されていることを調
べ，実験結果をまとめてい
る。（技）　　　　［観察・記録］

1

○電気は手回し発電機などを使って
つくることができ，電気は光，音，運
動などに変えることができることを理
解している。

・つくった電気をどのように利用できるかを
まとめる。

○

〇電気は手回し発電機など
を使ってつくることができ，電
気は光，音，運動などに変え
ることができることを理解して
いる。（知）　　　　　［発言・記

2

○コンデンサーを手回し発電機に接
続して電気をため，コンデンサーをさ
まざまな器具に接続して，ためた電
気を使っている。
○手回し発電機などを使ってつくり
出した電気は，コンデンサーなどに
ためて使うことができることを理解し

・身のまわりに，ためた電気を利用している
道具があることを知る。
・手回し発電機やコンデンサーなどを使って
電気をため，ためた電気を利用することが
できるかを調べる。（実験③）

○

〇電気は，コンデンサーなど
にためて使うことができるこ
とを理解している。　（知）　　　
　　 　［発言・記録］

1
○実験や資料から，電気エネル
ギーの有効利用について自分の考
えを持つことができる。

・電気はコンデンサーなどにためて使うこと
ができることや，光，音，運動などに変換す
ることができることをまとめる。

○

○実験や資料から，電気エ
ネルギーの有効利用につい
て考え，自分の考えを持つこ
とができる。（考）　（発言・記

2

〇身のまわりで電気を熱に変えて利
用している物を探し，電熱線に電流
を流すと，発熱することを調べようと
している。

・身のまわりで電気を熱に変えて利用してい
る物を探し，電熱線に電流を流すと，発熱す
ることを調べる。（実験④）

○

〇電気が熱に変換されること
に興味をもち，進んで身のま
わりで電気が熱に変換され
る例を調べようとしている。　
（技）　　　　　　　　 [発言・観

2

〇電熱線の太さを変えると，発熱の
しかたがどのように変わるかを調
べ，電熱線の太さと発熱の関係につ
いてまとめる。

・電熱線の太さを変えると，発熱のしかたが
どのように変わるかを調べ，電熱線の太さと
発熱の関係についてまとめる。（実験⑤）

〇

○実験装置を適切に接続
し，電熱線の太さによる，発
熱のしかたの違いを調べて
いる。（技）［観察・記録］

2

○電気を利用したおもちゃづくりに
興味をもち，進んで製作しようとして
いる。

・電気の性質を利用したおもちゃをつくる。

○

〇電気の性質を利用したお
もちゃづくりに興味をもち，進
んで製作しようとしている。
（関）
 ［観察・記録］

1
○身のまわりには，電気の性質や
はたらきを利用したさまざまな道具
があることを理解している

・電気のはたらきや利用について，学習した
ことをまとめる。

○

〇身のまわりには，電気の
性質やはたらきを利用したさ
まざまな道具があることを理
解している。　（知）　［発言・
記録］

15

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1
○人のくらしと環境とのかかわりに
興味をもち，進んで調べることを決
めて，調べようとしている。

・人と環境とのかかわりについて考え，調べ
る計画を立てる。

○

〇人のくらしと環境とのかか
わりに興味をもち，これまで
学習したことをふり返りなが
ら，進んで調べようとしてい
る。　（関）
［発言・行動観察］

2

○人と空気や水などとのかかわりと
それが環境におよぼす影響や，環
境の変化が人のくらしにおよぼす影
響について調べたり，まとめている。

・人は空気や水などの環境とどのようにか
かわり，その結果，どのような影響をおよぼ
したり影響を受けたりしているかを調べ，ま
とめる。

○

○人と空気や水などとのか
かわりとそれが環境におよぼ
す影響や，環境の変化が人
のくらしにおよぼす影響につ
いて調べまとめている。（技）

2
○環境を保全するための人々のとり
組みや災害に対する備えについて
調べて，まとめている。

・人が地球で生き続けていくための環境保
全に対するとり組みや災害に対する備えに
ついて調べ，まとめる。

○

〇人の環境保全に対すると
り組みや災害に対する備え
について調べて，まとめてい
る。（技）
［観察・記録］

3

○人が地球でくらし続けていくため
に，自分たちにできることに興味をも
ち，進んで調べたり考えたりしようと
している。

・自分たちの生活をふり返りながら，これか
らの環境とのかかわり方について調べたり
考えたりして，整理する。

○

〇人が地球でくらし続けてい
くために，自分たちにできる
ことに興味をもち，進んで調
べたり考えたりしようとしてい
る。　（関）　　　　　［発言・行

2

〇人は，空気や水などの環境とか
かわり合って生きていることを理解
している。　
　

・これからの地球とのかかわり方について
発表し合い，生き物と環境とのかかわりに
ついてまとめる。

○

○人は生きるために，空気
や水などの環境とかかわり
合って生きていることを理解
している。
（知）　　　［発言・記録］

10

total #REF!

標準 105

余剰 #REF!

□模造紙　□ペンなど　
□記録カード　□人と環
境とのかかわりについて
の資料
□環境問題についての
資料　□地球環境につい
ての資料
□環境保全に対する人
のとり組みについての資
料

12      
1       

2

2       
3

□モーター　□豆電球
（2.5V）　□導線つきソ
ケット　□引き棒　□手回
し発電機
□電子オルゴール　□発
光ダイオード（黄色）　□
コンデンサー
□電熱線（0.2mm，
0.4mm）　□発泡ポリスチ
レン　□電源装置　□金
具
□クリップつき導線　□
割りばし　□輪ゴム　□
カッターマット　□テープ
□ストップウォッチ　□ド
ライヤーなどの加熱器具

単元名 11地球に生きる（１０時間）

単
元
目
標

人のくらしと環境とのかかわりに興味をもち，人は空気や水などの環境とどのようにかかわり，どのような影響をおよぼしたり影響を受けたりしているか，そして，環境を保全するために
どのようなとり組みや工夫をしているか，さらに，環境の変化に伴う災害に対してどのような備えをしているかなどについて調べ，それらの結果をもとに，人が地球でくらし続けるために自
分たちにできることや，環境の大切さと生き物と環境とのかかわりについて考えることができるようにする。


