
小学校 第４学年 「もののせいしつ」

単元名「水のすがたとゆくえ」

１ この単元で身に付けさせたい力は何か

水が水蒸気や氷になる様子を観察し，温度と水の変化との関係などを調べ，水の状態変化に

ついての考えを持つことができる。

第３章 各学年の目標と内容 第２節 第４学年 Ｃ 地球と宇宙 （２）より

２ この単元事例で解決しようとしている課題はこれだ！

水は温度によって状態が変化するという見方や考え方を持つようにするとともに，水の状態変化と

温度を関連づける能力や追究する態度を育てよう。

３ 指導のポイントはこれだ！

○ 水の状態変化と温度との関係を実験結果に基づいて科学的に考察させよう

→加熱や冷却によって水が起こす状態変化を「当たり前」としてではなく「理科的」にとらえ

るとどのような現象になるのかを考えていく

→温度変化と状態の変化が記録できて，グラフに表現することができれば，考察が導き出せる

ことを体感することができる（グラフの読み取り方を理解できる教材である）

→実験結果と理論値が様々な要素で食い違うことを予め考慮させると，実験結果を大切にして

結果から考察される内容を導き出すことができる

○ 生活経験等を基に，水の状態変化について考えを持たせよう

→教室に学習の参考になる要素をさりげなく整える

→日常的な現象を実験として再現する際に条件を整えてより考えやすくする

→自分の考えを理科の用語を使って表現できるようにする

４ 実際に授業をしてみよう

単元名 「水のすがたとゆくえ」 小単元名「水を熱しつづけるとどうなるか」

（１）目標

①水は，温度変化によって水蒸気や氷に変わることを調べ，これらを関係づけてとらえることが

できるようにする。

②水は水面などから蒸発して空気中に含まれるとともに，結露して再び水になって現れることが

あることをとらえるようにする。



（２）学習指導計画（全単元 ９時間 ）

時 学習活動 ポイント 主な評価の観点

第１次 水を熱し続けるとどうなるか

１ ・水を熱し続けたときの様子を観察 ・水面から上の様子と水の中の 関 ゆげや泡につい

２ して，気付いたことを話し合う 様子について観察することを て関心を持ち，その

・水を熱したときに出てくるゆげや 指示して，自分の言葉で表現 正体を予想しようと

泡について，予想をもとに計画を させる （気泡が空気でない する

立てて調べる ことを確かめる）

３ ・加熱したときの水の変化をまとめ ・湯気と泡について安全に実験 技 思 加熱した水

る して結果をまとめる の様子や温度を調べ

４ ・水が沸騰するときの温度と沸騰後 ・時間経過と温度変化を記録し て記録し，自分の言

【本時】 の温度変化について調べる てグラフに表すことで沸点の 葉で説明することが

概念を形成する できる

第２次 水は沸騰しなくても蒸発するのだろうか

５ ・水たまりや水槽の水のゆくえにつ ・水槽や花瓶など，児童にとっ 関 水のゆくえにつ

いて話し合う て予想の手がかりとしやすい いて科学的な根拠を

・水の入った入れ物にふたをしたも ものを準備しておくと，共通 基に予想を立てよう

のとしないものを，日なたと日か 理解が得られやすい とする

げにおいて比較する ・実験の条件は統一する

６ ・ふたをしないものや日なたにおい ・実験結果から分かったことと 関 実験結果から蒸

たものの方が水の量が早く減るこ 自分の考察を関係づけて発表 発と温度を関係づけ

とから温度と蒸発の関係について させる て考えることができ

考える る

第３次 空気中の水蒸気は水にもどせるか

７ ・冷たく冷やしたものに水滴がつく ・空気中にある見えない水蒸気 思 水蒸気が冷やさ

現象について話し合い，空気中の が温度変化によって見えるよ れると水になるとい

水蒸気が冷やされると水に戻るこ うになる現象例を提示できる うことを考えること

とを考え，確かめる ようにしておく ができる

第４次 水は冷やされるとどうなるか

８ ・水が氷になるときの温度を調べる ・撹拌するなどして０℃以下に 技 思 加熱した水

９ ・水以外のものの姿の変化について ならないように注意する の様子や温度を調べ

知り，水は温度によって姿を変え ・時間経過と温度変化をまとめ て記録し，自分の言

ることをまとめる て沸点と凝固点の概念をまと 葉で説明することが

める できる

知 ★水は加熱によって沸騰して水蒸気になったり，蒸発して水蒸気になって空気中に含まれている

ことを理解できる

★空気中の水蒸気は結露によって水になることを理解している

★水は温度によって水蒸気や氷になることを理解している



（３）第３時の指導

① ねらい

・水が沸騰するときの温度と沸騰後の温度変化について考える

② 準備物

教師……鉄製スタンド，ビーカー(200ml)，棒温度計，三脚，加熱用金網，アルコールラ
ンプ（他の加熱機器），マッチ，燃えさし入れ，ぬれ雑巾，針金，アルミ箔，

安全めがね（液面近くで温度を読むため），水を張った洗面器（火傷時の対応用）

③ 指導過程

学習活動 主な発問と予想される児童の反応 ◇留意点 ★評価の観点

１ 学習課題を確認する ○今日の実験は水が沸騰するときの温 ◇学習計画を忘れているよ

度と沸騰した後の温度の変化を調べ うな場合には実験のねら

ることでしたね いについて確認する

□学習のめあてを板書する

水が沸騰するときの温度と沸騰後の温度変化の様子を調べよう

２ 実験結果を予想する ○水は何度ぐらいまで温度が上がるで ◇火気使用上の注意を確認

・既知の数値を発表する しょうか する

・沸騰ポットの温度表示等の □予想を板書する ・マッチの使い方

生活経験から予想する ・100℃ ・アルコールランプの使い方

・100℃以上 ・熱湯による火傷 他

・水の沸点が１００℃になる ・100℃以下 ◇沸点が 100℃に近くなる
ことを確認する （☆参考資料の提示：教師実験） 教師実験をする

３ 加熱を続けたら温度はど ○それでは実験を始めましょう ◇沸点ではなく温度の変化

うなるのかを実験して記 ・どんどん温度が上がるね を調べることを確認する

録を取る ・100℃にならないうちに沸騰したよ ◇温度の変化が見られなく

・１分間隔で温度を読み取り ・もう温度が上がらなくなったね なってからも３分程度は

表に記録していく 加熱を続けさせる

＊温度が下がった ◇加熱の仕方や目盛りの読

＊上がったり下がったりする みとり指導をする

４ 実験結果をグラフにして ○実験の結果を板書のグラフでまとめ ◇板書では沸点の温度表示

まとめる ましょう をせずに温度が上がらな

・沸点があることを確認する ・水の温度は上がっていくけれど，沸 くなるところがあること

騰したところで上がらなくなる を確認する

＊ 100℃ちょうどにはならない ◇１００℃ちょうどになるこ

○水が沸騰するときの温度の変化を， とは測り方等によって難

ノートにまとめましょう しいことを知らせる

水は１００℃近くでふっとうするまで温度が上がり ★水が 100℃で沸騰して，
続けて，ふっとうすると温度が上がらなくなる 温度の上昇が止まり一定

５ 次時の学習について知る ○水は沸騰しなくても蒸発するのかに になることを説明できる

水は沸騰しなくても蒸発 ついて勉強しますから，それはどん 思 （ノート，発表）

するのか なときか考えておきましょう



５ 参考資料

（１） 板書例 （安全面の指導内容は掲示物にしておくと毎回使える）

水のすがたとゆくえ

水がふっとうするときの温度と

ふっとうした後の温度の変化を調べよう 参考資料

時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

温度 まとめ 次の時間までに

＊アルコールランプ （アルコールの量，火のつけかたと消し方） 水は１００℃でふっとうするまで温度が 水はふっとうしなくても蒸発するのかな

＊やけどの予防と対処（お湯や器具の取り扱い，マッチの扱い） 上がり 続けて，ふっとうすると温度が 蒸発するとしたらどんな時だろう

（ぬれ雑巾，洗面器の用意） 上がらなくなる

（２）使用する教材についての解説
◇水の沸点は理論的に１００℃であるが，実験

水は何度で沸騰するのだろう の結果はまず１００℃になることがない理由

← 棒 → に，以下のようなことが考えられる。

・富士山の上では 温 ・気圧のために１００℃で沸騰していない。

ごはんがおいしく 度 ・水道水には不純物が含まれている。

炊けない？ 計 ・水蒸気になる瞬間の温度を測ってはいない。

・純水を使うと… ・実験に使う温度計の精度や温度計の器差

・ＡとＢの違い ・室内の空気で温度計が冷やされる。

・お湯の温度が上と ・熱源の火力不足や湯の量 など

下では違う ◇実験の前に，参考資料等を示して小学校の実

・温度計によって同 験での精度がどの程度かを予想させるなどす

じお湯を測っても 水 ると，100 ℃にならない実験結果でも温度の

温度が違う 水 上昇は止まるので沸点の概念を形成できる。

＊図Aは説明のためのもので， ◇教師実験では鍋とガスコンロなどを使うと温

転倒などの危険があるので注意 図Ａ 図Ｂ 度計の液面まで湯に浸すことができる。

また，水銀温度計等を使うとよい。

＝参考＝

＊気圧の影響による沸騰温度の差は，1013.25hPa（１気圧） との違いで生じる。978hPa だと 99
℃，942hPa でも 98 ℃程度となり，気圧の影響は，１００℃にはならない原因の一つである。

＊不純物の影響は，海水（塩分３％）を沸騰させた際でも 1℃未満である。

＊精度の高い水銀温度計を使うと改善できる条件もある。

＊火力の強い熱源だと１００℃近くになるが，空気を暖めていることにもなるので注意が必要である。

（３）中学校のと関連

中学１年生の「身のまわりの物質」「物質の姿と状態変化」および，中学２年生の「天気とそ

の変化」「空気中の水蒸気の変化」の学習の基礎となる。（本事例集の中学校第１，2学年を参照）


