
  第４学年４組 理科学習指導案 

指導者 加藤 聖子 

展開場所  理科室 

１ 単元名  とじこめた空気や水 

  

２ 単元について 

  本単元は、「粒子」についての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「粒子の存在」に関わるものであり、 

第６学年「Ａ（１）燃焼の仕組み」の学習につながるものである。ここでは、児童が体積や圧し返す力の変化

に着目して、それらと圧す力とを関係付けて、空気と水の性質を調べる活動を通して、それらについての理解

を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある

予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を育成することがねらいである。 

空気は、児童の身の回りに存在しているが、普段の生活の中であまり意識されることがない。色も形もにお

いもなく、重さや体積を感じることもない。ボールやタイヤなど身近な生活で空気の性質を利用したものは数

多くあるが、生活の中で空気の存在に目を向けることは少ない。 

そこで、本単元では、始めに、空気を袋や容器に閉じ込めて力を加えたときの手ごたえから、空気の存在を

体感させる活動から学習に入っていく。十分に体験させることによって、「袋を圧したら小さくなったから、

空気は圧し縮められると思う」「袋の形は変わったけれど、中の空気が移動しただけだと思う」「袋に乗ってみ

たら、弾むような感じがしたから、大きくなったり小さくなったりするのではないか」などといった圧し返す

力の変化や体積の変化について根拠のある予想や仮説を発想させたい。この、予想や仮説を基に、閉じ込めた

空気を圧し縮めたときの体積や圧し返す力と関係付けて調べていく。その際、容器に閉じ込めたときの体積や

圧し返す力の変化を「空気にはどんな性質があるのか」といった質的な見方や「見えなくても手ごたえがある

から存在している」といった実体的な見方を働かせられるようにしたい。次に、空気と同じように閉じ込めた

水についても力を加えたときの体積や圧し返す力について調べる。空気を調べた経験とその知識や技能を生か

しながら空気と水を比較し、水は圧しても体積が変わらないことから、水は圧し縮められないことをとらえさ

せるようにする。空気と水の性質の違いについては、力を加える前後の様子を絵や図で表現させたり、言葉で

説明させたりする活動を取り入れることにより理解を深めさせたい。また、日常生活との関連として、空気や

水の性質を利用したものについても取り上げ、どのように利用しているのかなど、話し合う場面を設けたい。

児童が身の回りには水や空気の性質を利用したものがたくさんあることに気付くことによって、「空気が抜け

るとボールが弾まない理由がわかった」「水は豆腐が崩れるのを防いでいたのか」など理科を学ぶことの面白

さや必要性を感じることにつながるだろう。得られた学びの有用性をさらなる問題解決の原動力となるように

手立ての工夫をしていきたい。 

 

３ 児童の実態（男子１４名 女子１４名 計２８名） 

 ≪理科の学習について≫ 

 問１ 理科の学習は生活に役立つと思いますか。 

役に立つ１６名   わりと役に立つ１１名   あまり役に立たない１名   役に立たない０名 

 問２ 理科の学習で生活に役立つと思ったものは何ですか。 

  

 問３ 理科の実験や観察などで、友達の意見を聞いたり、自分の考えを話したりして、より学習を深めようと

していますか。 

  よくしている１３名  わりとしている１０名  あまりしていない５名  していない０名 

・生き物の知識が増えた １１名 

・道具の名前や使い方がわかるようになった ８名 

・決まりや性質がわかって生活の道具の使い方に生かすことができた ５名 

・自由研究や不思議に思ったことを調べるときの進め方がわかった ３名          

 



≪空気について≫ 

問１ 空気について知っていることを書きましょう。（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 問２ ペットボトルに空気を閉じ込めて逃げられないようにします。力を込めてペットボトルを圧すと中の空

気はどうなりますか。（実物を見せて質問した） 

  

 問３ 空気鉄砲はどうして玉が飛ぶと思いますか。（実際に飛ぶ様子を見せながら質問した） 

 

 

 

   

 

≪水について≫ 

問１ 水について知っていることを書きましょう。（複数回答あり） 

 

 

 

 

 

 問２ ペットボトルに水いっぱいにして閉じ込めて逃げられないようにします。力を込めてペットボトルを圧

すと中の水はどうなりますか。（実物を見せて質問した） 

  

問３ 水鉄砲はどうして玉が飛ぶと思いますか。（実際に飛ぶ様子を見せながら質問した） 

 

 

 

 

 

小さくなる ８名 変わらない・小さくならない ２０名 

（理由） 

・ペットボトルの空間に合わせて空気の粒も小さくなるか

ら ６名 

・空気と空気が中でぶつかり合って分解されるから２名 

（理由） 

・空気がめいっぱい入っているから ８名 

・中の空気の量が変わらないから ６名 

・圧しても中で移動するだけだから ６名 

小さくなる ２名 変わらない ２６名 

（理由） 

・空間に合わせて水の粒が小さくなるから １名 

・なんとなく １名 

（理由） 

・中の水の量が変わらないから １２名 

・水はかたくなるから ４名 

・圧しても中で移動するだけだから ４名 

・空気が圧されて筒の中で耐えられなくなってもとに戻ろうとして玉が飛びだすから ５名 

・棒で空気が前のほうに移動して空気で押し出されて玉が飛びだすから ２３名 

・透明だけど見える １２名          ・触ることができる ７名 

・温度がある １１名             ・水の中では息ができない ５名 

・飲むことができる ７名           ・つかめない １名 

・棒で水が前のほうに移動して水が飛びだすから ２３名 

・水が圧されて筒の中で耐えられなくなってもとに戻ろうとして水が飛びだすから ２名 

・透明で見えない １２名           ・触ることができない３名 

・人間が吸っている、ないと生きられない ８名 ・植物の成長に役立っている ３名 

・身の回りにたくさんある ７名        ・空気は動く ３名 

・温度がある ６名              ・力がある（戻ろうとする力・おす力など）１名 

・酸素や二酸化炭素が入っている ５名     ・水の中でも空気があると空間ができる １名 

・重さがある ４名                           

 



 （考察） 

  理科の学習についての意識調査から、理科の学習が生活に役立つと考えている児童が多いことがわかる。特

に、これまでの学習で得られた知識や技能が役に立っていると感じていることがわかる。植物や昆虫の名前、

生態などの知識や、虫眼鏡、温度計、遮光板といった道具を使う技能などが生活していく上で役に立っている

と感じているようだ。しかし、実験や観察で得られた決まりや性質を使って生活をより良くしたり、生活の中

で見つけた疑問を調べる際に理科の学習の進め方を生かして解決したりする場面はまだ少ないと言える。友達

との関わりという視点で見てみると、積極的に関わって学習をより良いものにしようとする児童も多くいる反

面、あまりしていないという児童もいる。これらの結果を受け、本単元では、空気、水といった児童の身近な

素材を扱うことから、決まりや性質が生活に生かされていることに気付くことのできる単元構成を工夫してい

きたい。また、調べる過程においても空気を調べた方法が水にも同様に使えるといった解決方法にも目が向く

ようにしていきたい。さらに、学び合いの充実の視点から、児童が相互に関わる場面を意図的に設けていきた

い。友達の考えを聞いて新たなアイデアが浮かんだり、自分の考えが深まったりする経験を積み重ねることに

より、相互に関わって学習することの良さを実感させたい。 

  空気と水についての調査より、どちらも身近に存在しているものではあるが、性質については全くと言って

いいほど認識していないことがわかる。空気や水を閉じ込めて力を加えると体積はどうなるかという質問では、

どちらも中の量が変わらないから、体積を変えることはできないと考えている児童が多い。空気鉄砲と水鉄砲

を比較しても同じ仕組みで玉や水が飛び出すと考えている。そこで、本単元では、空気と水の性質の違いを比

べ、丁寧にその違いを扱っていく必要がある。また、視覚的にとらえることが難しい空気をイメージできるよ

うな手立てを工夫していきたい。そして、その性質が生活の中でどのように生かされているのかについて考え

たり話し合ったりする場面を設定することでより身近に感じられるようにしたい。 

 

４ 単元の目標 

  体積や圧し返す力の変化に着目して、それらと圧し返す力とを関係付けて、空気と水の性質を調べる活動を

通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容

や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決をしようとする態度を育成する。 

 

５ 単元の観点別評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 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

ることを理解している。 

② 閉じ込めた空気は圧し縮められる

が、水は圧しても、圧し縮められな

いことを理解している。 

③ 観察、実験などに必要な器具を正し

く扱いながら調べ、それらの過程や

得られた結果を分かりやすく記録し

ている。 

① 空気と水の性質を追究する

中で、既習の内容や生活経

験を基に、空気と水の体積

や圧し返す力との関係につ

いて、根拠ある予想や仮説

を発想し、表現している。 

 

① 空気と水の性質について、体

積や圧し返す力の変化につい

ての事象・現象と進んで関わ

ろうとしている。 

② 空気と水の性質を追究する中

で、他者と関わりながら問題

解決をしようとしている。 

③ 学んだことを学習や生活に生

かそうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 単元の指導計画（６時間扱い） 

次 主な学習活動（○） 教師の指導・支援（○）・評価（☆） 

第
一
次 

第
一
次 

 

１ 

１ ○演示実験を見て、空気と水の性質について調べて 

いくことについて興味・関心をもつ。 

 

 

 

 

 

 ・空気と水では、弾み方が違うね。 

 ・どうして違いが出るのだろう。 

○いろいろな大きさの袋や容器に空気を閉じ込め、 

力を加えたときの様子について話し合う。 

・袋を圧しても空気はつぶれなかった。 

 ・袋を圧すと空気が小さくなった気がした。 

 ・袋の形は変わるけど、体積は変わらないと思う。 

 ・形の変わらない入れ物で調べればわかるよ。 

○どちらが空気でどちらが水かわからないようにし

ておき、性質の違いを比べていこうという意欲を

喚起する。 

○水なのか空気なのかを判別するだけでなく、なぜ

弾み方に違いが出るのかを説明できるように学習

を進めていくことを確認する。 

 

 

 

○空気の出入りがないように袋や容器の口はしっか

りとしまっているか確認させるようにする。 

○実験の際には、袋や容器の破損等でけがをするこ

とのないように安全に配慮する。 

☆空気と水の性質について、体積や圧し返す力の変

化についての事象・現象と進んで関わろうとして

いる。    （主体的に学習に取り組む態度） 

２  

 

○これまでの生活経験や前時の活動を基に予想を 

立て、話し合う。 

・袋の形が変わって空気が移動しただけだったか

ら、体積は変わらないと思う。 

・圧したら体積は小さくなった気がしたから、体

積は小さくなると思う。 

・袋を圧したらパンパンになったから、手ごたえ

は大きくなると思う。 

 ・○○さんの考えを聞いたら、自分の考えが揺れ

てきたよ。早く確かめたい。 

○実験用の筒を使って実験を行う。 

 ・圧したら筒の中の空気が小さくなったよ。 

 ・小さく圧し縮めようとするほど、手ごたえが大

きくなるね。 

 ・中の空気がばねみたいに弾む感じがするよ。 

○なぜ手ごたえが大きくなるのか考えて結果や考 

察をイメージ図などに表し、説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

○自分自身の学習状況を意識させるため、ノートに

はまなビーカーをかくように指示する。 

○予想の根拠が明らかになるようになぜその予想に

なったのか理由を書くように指示する。 

○伝えたいことが伝わるよう言葉だけでなく、図で

表現してもよいことを伝える。 

○友達の考えと比べながら聞き、なるほどと思った

ものはノートに○友として記録しておくようにさせ

る。 

○解決の見通しをもたせるため、結果がどうなると

何が言えるのかを話合いの中で触れるようにす

る。 

○安全に器具を扱うように実験方法を確認してから

行うようにさせる。 

○友達の図と比べながら、互いのよさを認め合える

ように伝える。 

☆観察、実験などに必要な器具を正しく扱いながら

調べ、それらの過程や得られた結果を分かりやす

く記録している。        （知識・技能） 

☆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を理解している。 

（知識・技能） 

 

 

空気を閉じ込めて力を加えると、空気の体積は小さくなる。空気は体積が小さく

なると、もとにもどろうとするため、手ごたえが大きくなる。 

閉じこめた空気に力を加えると空気の体積は変わるだろうか。また、手ごたえは変わるだろうか。 

２つの容器（タッパーウェア）に水と空気を閉じ込めてふたをする。 

上からビー玉を落として弾み方を比べる。 

 

          



第
二
次 

 

３ 

 

 

○これまでの生活経験や空気を調べたことを基に 

予想を立て、話し合う。 

・空気と違って水はとじこめたときの触り心地 

が違うから体積は変わらない気がする。 

・空気と同じように力を加えたら、体積を小さく 

できると思う。 

○理科日記を書く。 

 

 

○自分自身の学習状況を意識させるため、ノートに

はまなビーカーをかくように指示する。 

○予想の根拠が明らかになるようになぜその予想に

なったのか理由を書くように指示する。 

☆空気と水の性質を追究する中で、既習の内容や生

活経験を基に、空気と水の体積や圧し返す力との

関係について、根拠ある予想や仮説を発想し、表

現している。       （思考・判断・表現） 

４
・
本
時 

○実験用の筒を使って実験を行う。 

 ・空気のときと違って、まったく圧し縮められな

いよ。 

  ・水と空気では、性質が違うね。 

○実験の結果と考察を自分なりの表現方法でまと 

める。 

・言葉だけでなく図を使ってまとめよう。 

・空気と違って水は圧し縮められないと言える

ね。 

 

○演示実験で見た弾み方の違いの理由をグループ

で話し合う。 

 

 

 

 

 

 

○空気と水を比べながら調べるように助言する。 

○実験方法や結果のまとめ方などは空気を調べたと

きの知識や技能を生かすように助言する。 

☆閉じ込めた空気は圧し縮められるが、水は圧して

も、圧し縮められないことを理解している。 

（知識・技能） 

○空気と水の違いを意識させるため、それぞれの性

質を整理しながらまとめるようにする。 

 

 

○１枚のボードにグループの考えを集約させるよう

にする。 

○絵や図、言葉だけでなく、身体表現なども使って

説明してもよいことを伝える。 

☆空気と水の性質を追究する中で、他者と関わりな

がら問題解決しようとしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

 

５  

 

○教科書や資料から、生活の中で空気と水を利用し

ているものを確認し、どのように性質が生かされ

ているのかを考える。 

 空気・・・ボール、ドームの屋根、タイヤなど 

 水・・・豆腐の容器の水、子宮の中の赤ちゃんな    

     ど 

 

 

○ボールや豆腐など、実物が用意できるものは、用

意して実際に触れることができるようにする。 

○理科で学習したことが身近な生活とつながってい

ることを感じられるように、様々な例を提示する。 

☆学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

６
（
科
学
の
ひ
ろ
ば
） 

 

 

○浮沈子の仕組みを知る。なぜ、浮いたり沈んだり

するのか考える。 

 ・小さい容器の中に水と空気を入れる理由がわっ 

たよ。 

○浮沈子を作って遊ぶ。 

 

 

○実際に見本の浮沈子を用意し、見せながら仕組み

を考えさせるようにする。 

○事前に必要な材料を用意させておく。 

☆学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

生活の中で空気と水の性質はどのように生かされているのだろうか。 

空気と水の性質のちがいを利用して浮沈子をつくろう。 

閉じこめた水も空気と同じように力を加えるとおしちぢめることができるだろうか。 

水は閉じこめて力を加えても、空気とちがっておしちぢめることができない。 

空気が閉じ込められているほうは、ビー玉に圧し縮められてもと

に戻ろうとして弾む。水は圧し縮められないから弾まない。 

 

          

 



７ 視点について 

 〈視点１〉学習意欲を喚起する手立ての工夫 

  【知識を生かす活用場面の設定】 

    理科を学習することの必要性や有用性に気付くことは、学習へ向かう意欲の内発的な動機付けにつな

がると考える。「わからなかったことが理科の学習をしたことによって説明できるようになった」という

成功体験を重ねることで、児童の「やればできる」といった自信とやる気を育みたい。そこで、導入段

階で空気と水の性質に関わる事象を提示する。全く同じ二つの容器に片方に水、片方に空気を閉じ込め

る。同じ高さからビー玉を落とし、弾み方を比べる。水を閉じ込めた方は全く弾まず、空気を閉じ込め

た方はよく弾む。この時点で児童の「水と空気だけの違いなのにどうしてこんなに弾み方に差が出るの

だろう」「どうしてなのかはっきりと理由を知りたい」といった学習に対する意欲を外的に刺激すること

ができると考える。加えて、児童には、「学習を進めながら自信をもって事象を科学的に説明できるよう

になること」という課題を与えておく。児童には閉じ込めた空気と水の性質を追究させながら、この課

題についても意識させるようにする。そして、空気と水の性質を理解した時点で、もう一度、この事象

と向き合う場面を設定する。導入の事象と学習で見つけた性質（知識）を結び付けて考えることによっ

て理科の学習で得た知識が生きて働く知識となると考える。このような知識を活用する場面を設定する

ことで学ぶことへの価値を実感し、新たな学びへの原動力となるだろう。 

  【ゴールを意識した振り返りの工夫】 

    児童の学びの自己調整力を育む一つの手立てとして、自身の学習状況を意識させる取組を継続して行

っていきたい。そのために「何がわかっていて何がわかっていないのか」「どうしたらわかるのか」とい

った視点をもたせる振り返りを工夫したい。具体的な手立てとして理科ノートを活用していく。一つ一

つの学習問題に対して問題が解決して十分に満足できる状態をゴールと考えて、「今、自分はどのあたり

にいるのか」といった学習の状況をノートに簡単な図で記録させるようにする。児童のもっている知識

やその時点での見通しの状況を自身で意識することがはじめの一歩になると考える。また、理科日記と

して学びの状況を文章で記録する。「実験方法がわかって見通しをもつことができた」「友達のいろいろ

な考えに触れてよくわからなくなってきたから、早く調べたい」など学習の状況を言語化することで客

観的に学びを振り返ることにつながると考える。児童が問題を解決してゴールに辿り着く経験を重ね、

満足感や達成感を味わうことで、学びの連鎖を生む学習意欲の喚起につながると考える。 

 〈視点２〉問題解決に向けた思考力を育む工夫 

  【イメージ図や身体表現を活用した話合い活動】 

    本単元で扱う空気は視覚的にとらえることが難しい存在である。閉じ込めた空気に力を加えて圧し縮

めたときの圧し返される手ごたえは、空気の存在を感じることのできる貴重な感覚である。実験で児童

が味わう感覚やそこで考えたことを他の児童に伝えようとする際には、言葉で説明することが難しい児

童も多いと考えられる。話合い活動を活発化させ、空気のイメージを膨らませるために、図や身体表現

を活用していきたい。考えたことを表現する一つの方法として図を活用することで、友達の様々な考え

方や表現方法に出会い、比較しながらもう一度考えることで、児童一人一人の思考が深まると考える。

互いの考えを交流させるよさに気付かせることで、今後の理科学習での学び合いの充実を図っていく手

立ての一つとしたい。 

【根拠ある予想や仮説を発想させる単元構成】 

  空気と水はどちらも児童の身近に存在するものではあるが、その性質については、児童はほとんど認

識していない。そのため、空気や水を閉じ込めて力を加えると体積はどうなるのかを調べていく際にも、

拠りどころとなる生活経験や知識が少ないことが考えられる。そこで、根拠のある予想や仮説を発想さ

せるために、単元構成を工夫する。導入段階で、様々な容器に空気を閉じ込めて全身を使って空気の手

応えを感じられる活動を取り入れる。児童が十分に閉じ込めた空気の感触を味わうことにより、「ぎゅっ

と圧したら、空気を小さくできたような気がした」「空気は袋の中で移動しただけで体積は変わらない」

などといった体験をもとにした予想を発想できると考える。また、「形の変わらない容器で調べればはっ

きりしそう」などの実験の見通しをもつことにもつながる。さらに、空気の性質、水の性質の順で調べ

ていくことで二つを比較しながら、共通点や差異点を意識して予想を立てたり、実験方法を考えたりす

ることができると考える。それぞれの活動や実験のつながりを考えた単元構成を工夫していきたい。 



８ 本時の指導  

（１） 目標 

  閉じ込めた空気は圧し縮められるが、水は圧し縮められないことを理解している。     （知識・技能） 

  空気と水の性質を追究する中で、他者と関わりながら問題解決しようとしている。 

                                   （主体的に学習に取り組む態度） 

（２）展開（４／６） 

主な学習活動 教師の指導・支援（○）評価（☆） 

１ 前時の学習を振り返る。 

 ・閉じ込めた空気は圧し縮めることができた。 

 ・圧し縮められた空気はもとに戻ろうした。 

 ・圧し縮めるほどに手応えが大きくなった。 

 

 

２ これまでの生活経験や空気を調べたことを基に 

予想を立て、話し合う。 

・空気と違って水では閉じ込めたときの触り心地が

違うから体積は変わらない気がする。 

・水は形が変えられるから空気と同じように力を加

えたら、体積を小さくできると思う。 

 

３ 理科日記を書く。 

 

○空気と水を比べながら調べていくことを確認する。 

○閉じ込めた空気を調べたときと同じように手応え

についても調べるように助言する。 

 

 

○自分自身の学習状況を意識させるため、ノートには

まなビーカーをかいていくように指示する。 

○予想の根拠が明らかになるようになぜその予想に

なったのか理由を書くように指示する。 

☆空気と水の性質を追究する中で、既習の内容や生活

経験を基に、空気と水の体積や圧し返す力との関係

について、根拠ある予想や仮説を発想し、表現して

いる。             （思考・判断・表現） 

（これより本時の展開） 

４ 前時に書いた理科日記やまなビーカーを見て学

習の状況を確認する。 

 

 

５ 実験用の筒を使って実験を行う。 

 ・空気のときと違って、まったく圧し縮められない。 

  ・水と空気では、性質が違うね。 

 ・本当に圧し縮められないのか何度も確かめよう。 

 

６ 実験の結果と考察を自分なりの表現方法でまと

める。 

・言葉だけでなく図を使ってまとめよう。 

・空気と違って水は圧し縮められないと言えるね。 

 

 

７ まとめをする。 

 

 

８ 演示実験で見た弾み方の違いの理由をグループ

で話し合う。 

 ・空気と水の性質の違いが二つの違いに関係してい

ると思うよ。 

 ・ビー玉が弾むのは圧し縮められた空気がもとに戻

る力が働くからだよ。 

 ・水は圧し縮められないから、弾まないんだね。 

 

○理科日記やまなビーカーをもとに「どうしたらゴー

ルに近づけそうか」を意識させ、実験への意欲を喚

起する。 

 

○空気と水の共通点や差異点を比べながら調べるよ

うに助言する。 

○正確な結果を導き出すために、実験は一度たけでな

く、納得のいくまで何度か行うよう助言する。 

 

○実験方法や結果のまとめ方などは、空気を調べたと

きの知識や技能を生かすように助言する。 

○空気と水の違いを意識させるため、それぞれの性質

を整理しながらまとめるように助言する。 

○必要に応じて、結果には事実、考察には結果から導

き出される学習問題に対する答えを書くように声

を掛け、区別してまとめるようにさせる。 

 

 

☆閉じ込めた空気は圧し縮められるが、水は圧して

も、圧し縮められないことを理解している。 

（知識・技能） 

○１枚のボードにグループの考えを集約させるよう

にする。 

○絵や図、言葉だけでなく、身体表現なども使って友

達に考えを伝えてもよいと助言する。 

閉じこめた水も空気と同じように力を加えるとおしちぢめることができるだろうか。 

 

水は閉じこめて力を加えても、空気とちがっておしちぢめることができない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

９ 全体で共有する。 

 ・どのグループも空気が圧し縮められてもとに戻ろ

うとする性質を説明に使っているね。 

 ・イメージ図が似ているグループがいくつかある

ね。 

 ・説明できなかったことが説明できるようになって 

うれしいな。 

○学習した知識が生かされていることを意識できる

ようにこれまでのノートを見ながら話し合うよう

にさせる。 

☆空気と水の性質を追究する中で、他者と関わりなが

ら問題解決しようとしている。 

（主体的に学習に取り組む態度） 

 

○どのグループにも共通する水と空気の性質に関わ

る表現を取り上げて、改めて違いを確認させる。 

○学習の有用性を感じさせるように、導入段階では、

説明できなかった事象について説明できるように

なったことを称賛する。 

 

 

空気が閉じ込められているほうは、ビー玉に圧し縮められてもとに

戻ろうとして弾む。水は圧し縮められないから弾まない。 

 

          

 


