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小学校第４学年 理科学習指導案

福山市立引野小学校 藤江 浩子

１ 単 元 「雨水の行方と地面の様子」

【学習指導要領 B生命 地球 （3）雨水の行方と地面の様子 】

雨水の行方と地面の様子について，流れ方やしみ込み方に着目して，それらと地面の傾きや土の粒の大きさ

とを関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付けること。

(ｱ) 水は，高い場所から低い場所へと流れて集まること。

(ｲ) 水のしみ込み方は，土の粒の大きさによって違いがあること。

イ 雨水の行方と地面の様子について追究する中で，既習の内容や生活経験を基に，雨水の流れ方やしみ込み

方と地面の傾きや土の粒の大きさとの関係について，根拠のある予想や仮説を発想し，表現すること。

本内容は，「地球」についての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「地球の内部と地表面の変動」，「地

球の大気と水の循環」に関わるものであり，第５学年「Ｂ(3)流れる水の働きと土地の変化」，第６学年「Ｂ(4)

土地のつくりと変化」の学習につながるものである。

ここでは，児童が，水の流れ方やしみ込み方に着目して，それらと地面の傾きや土の粒の大きさとを関係付け

て，雨水の行方と地面の様子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。

(ｱ) 雨水が地面を流れていく様子から，雨水の流れ方に着目して，雨水の流れる方向と地面の傾きとを関係付け

て，降った雨の流れの行方を調べる。これらの活動を通して，雨水の流れ方について，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し，表現するとともに，水は高い場所から低い場所へと流れて集まることを

捉えるようにする。その際，地面にできた雨水の流れの方向を観察するとともに，普段の生活ではあまり意識す

ることのなかった地面の傾きの違いについて，雨水の流れる方向と地面の傾きとの関係を捉えるようにする。

(ｲ) 雨があがった後の校庭や教材園などの地面の様子から，水のしみ込み方に着目して，水のしみ込み方と土の

粒の大きさとを関係付けて，降った雨の流れの行方を調べる。これらの活動を通して，土の粒の大きさによる水

のしみ込み方の違いについて，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し，表現するととも

に，水のしみ込み方は土の粒の大きさによって違いがあることを捉えるようにする。その際，水たまりができて

いる地面とできていない地面を観察するとともに，水のしみ込み方の違いについて，虫眼鏡で土の粒の大きさを

観察したり，粒の大きさの違う土を用いて，水がしみ込むまでの時間を比べたりすることが考えられる。

ここで扱う対象としては，(ｱ)については，雨があがった後の校庭や教材園などに見られる雨水の流れが考えら

れる。(ｲ)については，校庭や教材園，砂場などにある，粒の小さい土や粒の大きい土などが考えられる。

ここでの指導に当たっては，雨水の行方と地面の様子について調べる際，実際に校庭や教材園などに出て，地

面の傾きの様子を調べたり，虫眼鏡で土の粒の大きさを観察したり，校庭や教材園，砂場などから土を採取して，

粒の大きさの違いによる水のしみ込み方の違いを調べたりすることが考えられる。

日常生活との関連として，ここでの学習が排水の仕組みに生かされていることや，雨水が川へと流れ込むこと

に触れることで，自然災害との関連を図ることも考えられる。

なお，校庭での観察については，急な天候の変化や雷等に留意し，事故防止に配慮するように指導する。

２ 単元の目標

○水は高い場所から低い場所へと流れて集まることや，水のしみ込み方は，土の粒の大きさに

よって違いがあることについて理解することができる。 【知識・技能】

〇雨天時の運動場において雨水の流れ方やしみ込み方には場所によって異なることに気付き，

晴天時には見られなかった現象に興味をもち，追究することができる。

【思考力・判断力・表現力等】

〇雨水の行方と地面の様子について追究する中で，既習の内容や生活経験をもとに，雨水の流

れ方やしみ込み方と地面の傾きや土の粒の大きさとの関係について根拠のある予想や仮説を

発想し，表現することができる。 【学びに向かう力・人間性等】
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３ 育成したい人間性と手立て

主として自然や生命との

かかわりで育む人間性

主として個の主体的な

学びの中で育む人間性

主として他者との協同的な

学びの中で育む人間性

本単元で

育む人間性

これまで気付いていなかっ

た自然現象に気付く謙虚さ

自己の実験や観察の結果に対

する誠実さ

他者の考えを受け入れる謙

虚さ

具体的な姿

日常生活の中で当たり前

になっていた運動場の現象

に目を向け，雨水が流れた

り溜まったりする面白さや

不思議さをもって課題を追

究している。

既習の内容や生活経験

をもとに，雨水の流れ方や

しみ込み方と地面の傾き

や土の粒の大きさとの関

係について根拠のある予

想や仮説を見直している。

自分の実験結果だけでな

く，他者の結果も加えて考察

し、自分の実験や考えを修正

したり，棄却したりしてい

る。

指導の主な

手立て

当たり前だと思っていた

事象を、追求したい対象と

してとらえさせるために、

マップを作成する。

小単元の導入時には，雨天時

の運動場を観察し，自ら収集し

た情報を根拠として挙げて予

想や仮説を立てることができ

るようにする。

自分の考察の妥当性の判断

に根拠を持てるように、雨水マ

ップを活用する。

結果と考察の妥当性を交

流することによって，根拠を

明らかにして再考したり判

断したりすることができる

ようにする。

他者の実験結果を踏まえ

て全体を捉えさせるために、

雨水マップを活用する。

評価方法

運動場を観察して気付い

たことや疑問に思うことか

ら学習したいことを問うこ

とで，これまで見落として

いた自然の不思議さに対す

る児童の興味を評価する。

（ワークシートの記述）

ワークシートの記述から，問

題解決に必要な情報を自分の

観察結果から取り出し，予想や

仮説の根拠としているか評価

する。

（結果・考察の記述）

自分の結果だけでなく，友

達の結果を加味して自分の

観察結果の妥当性を振り返

り，加筆したり棄却したりし

て課題に対する自分の考え

を構築しているか評価する。

（考察・振り返りの記述）

４ 単元の指導計画（全5時間） 【6月単元】

次 学習内容（時数） 教師の指導と支援 育成したい人間性

第

一

次

雨

の

校

庭

に

出

か

け

よ

う

〇雨の水はどこへ行ったのだろう
◎雨天時の校庭を観察して得られ
た雨水の流れ方やしみ込み方につ
いての気付きをもとに，学習計画を
立てる。 【1･2/2】

〇雨が降る中,校庭へ出かけ，雨水
の流れや水が溜まっている様子な
どを観察し，気付きをもつ。
【運動場】
・川みたいに水が流れている。
・最後は水溜りに行きついている。
・へこんだ所に水が溜まっている。
・平らなはずなのに水が流れてい
る。
【コンクリート】
・階段横のコンクリートを水が流れ
ていた。
・コンクリートのところはどこも水
があふれている。
【砂場】
・砂場の入り口の掘れているくぼみ
には水がたくさん溜まっている。

・知っているようで知らない校庭の様
子を児童へ見せることによって，学習
への関心をもたせるとともに，自然の
面白さや不思議さを感じることができ
るようにする。

・観察はグループで行い，雨水が流れ
たり流れなかったり，雨水がしみ込ん
だり溜まったりしていることが場所に
よって異なることに気付けるよう，安
全に気を付けて学校の敷地内で観察さ
せる。

・雨天時の校庭の様子
をグループで観察し，
地面の様子を交流す
ることにより，晴天時
には見られない現象
に面白さや不思議さ
を感じる。

雨天時の校庭の観察をすることを
通して，雨水の流れ方やしみこみ方
が場所によって異なることに気付
き，気付いたことを根拠として学習
計画を立てることができる。
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・運動場のぼこぼこには水溜りがあ
るけど，砂場にはない。
【土手】
・斜めになってるけど水が流れてな
い。
・全部降った雨が地面にしみ込んで
る。

〇雨水が流れている場所を雨水マ
ップにチェックし，共有する。
〇気付いたことを全体で交流する。

〇雨が止んでから再び校庭へ出か
け，雨水の流れや水が溜まっている
様子などを観察し，気付きをもつ。
【運動場】
・川みたいに水が流れた跡がある。
・水溜りが小さくなっている。
・降った雨が地面にしみ込んでい
る。

〇雨水が溜まっている場所，雨水が
しみ込んでいる場所を雨水マップ
にチェックし，共有する。
〇気付いたことを全体で交流する。

〇観察して見つけた事象には何が
関係しているのだろうか。

①雨水が校庭を流れるのは，何が関
係しているのだろうか。
②雨水が溜まったりしみ込んだり
するのは，何が関係しているのだろ
うか。
・①は，運動場が坂みたいになって
いるからだと思う。コンクリートの
坂では水が流れていたから。
・傾いているところだと，水が流れ
るから，運動場も傾いていると思
う。
・運動場の水は，傾いて低い方に向
かって流れていると考えられる。
・土手は傾いているけど水が流れて
いない。
・土手は傾いているのに雨水が流れ
ないのは何が関係しているの？
・運動場でも，水が溜まっていると
ころと溜まっていないところがあ
るから，違いを調べてみよう。

・雨が降っている時に見つけた事象を
記録するために、雨水マップを使って
子どもの気づきを整理する。

・雨が止んだ時に見つけた事象を記録
するために、雨水マップを使って子ど
もの気づきを整理する。

・見つけた事象に何が関係しているか
考えたいと思うように，どのような学
習を行っていくのか見通しをもたせ，
学習計画を立てる。

第

二

次

雨

水

が

流

◎雨水が流れるのは、地面の傾きが
関係していると仮説を立て、検証方
法を考え検証する。

・坂道で上から下に向かって水が流
れていたので、水は高いところから

【課題設定】
水が流れたり，水が溜まったりしみ

込んだりするのは何が関係している
のだろうか。

雨水が流れるのは、地面の傾き
が関係していると仮説を立て、
検証方法を考えて検証する。
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れ

る

は

何

が

関

係

し

て

い

る

の

？

①

低いところに流れていくはずだ。
・川は山から海に向かって流れてい
るので、水は高い所から低い所へ流
れるはずだ。
〇仮説を検証するための実験方法
を計画する。
・水は高いところから低いところへ
流れるはずだから砂山を作って上
から水を流すと、水は下へ向かって
ながれるはずだ。

〇計画した実験方法で実験を行い
結果を記録する。
・思った通りに水が下に向かって流
れている。
〇実験の記録を根拠にして考察す
る。
・砂山の上から下に向かって水が流
れたことから、雨水が流れるのは地
面の傾きと関係があると言える。
〇雨水マップの水の流れの記録か
ら地面の傾きを予想し、雨水マップ
に書き加える。

第

三

次

雨

水

の

し

み

込

み

方

に

は

何

が

関

係

し

て

い

る

の

？

②

◎雨水が溜まったり溜まらなかっ
たりするのには、粒の大きさが関係
していると仮説を立て、検証方法を
考える。

〇土の種類に着目し、土の様子を調
べる。(土の標本)
・水がたまっていた所は粒が小さい
・水が溜まっていなかった所は粒が
大きい
〇雨水が溜まったり溜まらなかっ
たりするのには、粒の大きさが関係
していると仮説を立て、検証方法を
考える。
・運動場の水が溜まっている所の土
の粒の大きさと同じ運動場の水が
溜まっていない所の土の粒の大き
さを比べる。
・きっと，溜まっている所の土の粒
は，水が溜まっていない所の土の粒
より小さいと思う。
・粒が小さいと隙間ができないから
水が通りにくいけど，粒が大きいと
隙間がたくさんできて水が通りや
すくなるから水が溜まらないと思
う。
・土の粒が大きいと水がしみ込みや
すくなるのか，土を採ってきて水を
垂らして落ちてくる時間を比べて
みる。
・比べるんだから，同じ量の水を同
じ速さで流さないと正しく調べら
れない。
・運動場の水がしみ込んでる土と砂
場の土の大きさを比べたら，同じし

・土の粒の大きさに着目させるために、
土の標本を採取させる。

・前時に児童が気付いた場所による雨
水の流れ方やしみ込み方，溜まり方の
違いを教師は整理して，前時の気付き
を児童が考えの根拠として用いること
ができるよう，雨水マップを掲示して
おく。

・3 年生の学習から比較する際には基
準を明らかにして共通点や差異点を見
出したことを想起させ，どのような基
準で比較するのかを話し合うよう助言
する。
・土の粒がどのように違うのかを児童
に問うことによって，要因を見出し，
実験計画を立てることができるように
する。

・自らが収集した情
報をもとに雨水のし
み込み方の違いを調
べる方法を考える。

雨水が溜まったり溜まらなかっ
たりするのには、粒の大きさが
関係していると仮説を立て、検
証方法を考えることができる。
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み込んでいる土だから大きさは変
わらないと思う。
・ルーペで見てみて大きさを調べて
みよう。
・土の大きさが違ってたら，同じし
み込む土でもしみ込む速さが違う
と思うから，水をしみこませて落ち
てくる時間を比べよう。
◎水が溜まったり溜まらなかったり
するのには、粒の大きさが関係して
いることという仮説を、前時で考え
た方法で検証する。

〇グループごとに，それぞれが計画
した方法（ルーペで観察，土に水を
しみ込ませて落ちる時間調べるな
ど）で調べ，結果を記録する。

〇自分のグループでの結果をもと
に，しみ込み方の違いには何が関係
しているのか考察し，グループで話
し合う。

〇各グループの考えを全体で交流
し，雨水が溜まったりしみ込んだり
することと土の粒の大きさとの関
係について全体で話し合う。

〇他のグループの結果も用いなが
ら，水のしみ込み方と土の粒との関
係を自分の言葉で説明する。

〇雨水マップの水の溜まっている
様子の記録から土の粒の大きさを
予想し、雨水マップに書き加える。

・実際に土に水をしみ込ませ水が落ち
る時間を比較するなど行うグループに
は，比較するために，条件を制御して
調べるよう，助言する。
・目で見るだけでなく，ルーペなどを
用いて丁寧に土の粒の違いを調べるこ
とができるよう，観察道具を準備して
おく。

・結果をもとに，雨水のしみ込み方の
違いについて自分で考察し，グループ
で考えを交流し，ホワイトボードにま
とめる。

・土の粒の大きさの違いが水のしみ込
み方の違いに関係していることに気付
けるよう，結果のみに着目している児
童には結果が何に関係しているのか気
付かせる。
・自分の結果が他のグループと異なっ
た場合，友達の結果をもとに観察の仕
方や記録の仕方などを振り返り，加筆
や修正を行うことができるようにす
る。

・自分の考えを書く際には，自分や友
達の実験の結果を根拠に，考察するよ
う声をかけ，書けない児童には，事実
と考えを分けて書くよう指導する。

・結果の交流場面で
は，他の結果をもと
に，自分が記録した
情報が適切であった
かを見直す。

・友達の意見を受け
入れながら，自分の
考えを修正したり棄
却したりし，水のし
み込み方の違いを土
の粒の大きさの違い
と関係付けて自分な
りに根拠を明らかに
して説明する。

第

四

次

雨

水

マ

ッ

プ

を

確

◎作成した雨水マップを検証する。
【1/1】

・本当にそうなっている

・今までこんな風に考えたことなか

った

・ここも雨が降ったら流れができる

はずだ。

・水準器など、確かめる手立てを提供
する。

・まだ調べていない
校内の雨水が流れた
り溜まったりする場
所について興味をも
ち，追究しようとす
る。

校庭に出て、雨水マップで予想した
ことを確かめることができる。

水が溜まったり溜まらなかったりす
るのには、粒の大きさが関係している
ことという仮説を、前時で考えた方法
で検証することができる。
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か

め

よ

う

①

５ 本時の目標と育成したい人間性

目 標：雨水のしみ込み方の違いを実験計画に沿って調べることを通して，しみ込み方の違いには土の粒の大き

さの違いが関係していることに気付き，他のグループの結果も根拠として挙げながら説明することがで

きる。

人間性：・結果の交流場面では，自分が記録した情報が適切であったかどうかを判断する。

・友達の意見を受け入れながら，自分の考えを修正したり棄却したりし，水のしみ込み方の違いを

土の粒の大きさの違いと関係付けて自分なりに根拠を明らかにして説明する。

６ 本時の展開

学 習 活 動

主な発問・指示（○）

予想される児童の反応（・）

教師の支援・指導

意図（★），手立て（☆）

評価（評）

人間性育成の

ポイント

導

入

３

分 １ 実験方法を確認する。

○この学習では，何を調べると計画を
立てていたのか，グループで確認し
ましょう。

・水が溜まる土の粒の大きさを基準に
したら，運動場の水溜りの土は，水
が溜まっていない運動場の土より小
さいはずだからルーペで観察する。

・水が溜まらなかった運動場の土と，
水が溜まった運動場の土で，どちら
が速く水がしみこむか比べて実験す
る。

・水を同じ量流しても，土の粒の大き
い砂場の土の方が速く水がしみこむ
かどうかを調べる。

１ 本時の学習で何と何を関係付けて実
験するのかを明らかにする。

★どのような実験をするか明確にしてグ
ループでの観察・実験を行い，目的に
沿った情報が取り出せるようにする。

☆運動場の拡大地図(雨水マップ)を全面
掲示し，どこを調べるのかなど，これ
までの学習を振り返ることができるよ
うにしておく。

展

開

27

分

２ 各グループで考えた実験を行う。
○グループで協力して水が溜まったり
しみ込んだりしているのには粒の大き
さが関係しているのか見つけてきまし
ょう。

①【ペットボトルでしみこむ水を観察す
る･･･理科室】

・土の粒が大きいほどよくしみこむね。
・粒の細かい土はほとんどしみないね。

②【ルーペで土の粒を観察する･･･校庭】
・水がたまっていた場所の土は細かいね。
・砂場のようにしみこむのが早い所は 1
粒ずつが大きくて，ルーペがなくても見
えるね。
・粒が大きいし，掘って見てみると粒の
間に隙間が見える。

３ 各自結果を根拠に考えをまとめ，グ

２ 各グループで考えた実験を行い，結
果を記録する。

☆しみこませる水の量を定量にすること
など，条件制御に関わることなどを助
言する。

☆

３ 自分のグループでの結果を根拠に，

水が溜まったり溜まらなかったり
するのは，何が関係しているのだろ
うか。
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ループで話し合う。
○各グループで記録した結果をもとに
自分の考えを書き，グループで話し合
いましょう。

①
・土の粒が小さいほど，水がしみこむの
に時間がかかった。

・粒が大きいと水がしみこむのが早かっ
た。

②
・水溜りがあった場所の土は，つぶが細
かかった。

・砂場の土（砂）はつぶが大きかった。

４ 各グループの結果を交流し，話し合
う。

○各グループの結果を交流して，水が溜
まったり溜まらなかったりするのは，何
が関係しているのかを話し合いましょ
う。
①
・土の粒の大きさが大きければ水がしみ
込むのは早く，小さければ遅いという
結果がでたので，土の粒の大きさで水
がしみ込む速さが変わるのだと考え
た。

②
・水溜りの土は粒が細かいことが分かっ
た。

→えっ。それで本当に水がたまるのかが
わかるのかな。

→粒の大きさを見るだけでは，わからな
いんじゃないかな。

→そうか，しみこみを調べた班の結果と
合わせて考えてみよう。

水のしみ込み方と土の粒の大きさの関
係について考え，グループで話し合う。

★雨水のしみ込み方には違いがあること
を，班の実験結果を根拠にして土の粒
の大きさの違いと関係付けて自分の考
えをもてるようにする。

☆

４ 各グループでの結果を交流し，互い
の結果を結び付けながら全体で話し合
うことを通して水のしみ込み方と土の
粒の違いの関係について要因を明らか
にして考えをもつ。

★自分の結果に他のグループの結果を取
り入れながら，水のしみ込み方の違い
を土の粒の大きさの違いと関係付けな
がら自分なりに説明できるようにす
る。

☆結果の共通する部分に着目し，しみ込
み方の違いが土の大きさの違いに関係
していることを気付けるようにする。
また，自分の考えに新たな気付きを付
け加えながら水のしみ込み方の違いに
ついて説明できるようにする。

・結果の交流場
面では，他の結
果をもとに，自
分が記録した
情報が適切で
あったかを見
直す。

整

理

15

分

５ 振り返る
○学習を通して分かったことを書きま
しょう。

・土の粒の大きさによって，水が溜まっ
たり水がしみ込んだりすると分かっ
た。粒が大きい程水がしみ込み易くな
ることが分かった。

・私は，運動場と砂場の土を比べて，水
のたまり方には，土の粒の大きさに違
いがあって，土の粒が小さかったら水
がたまって，土の粒が大きかったら水
がしみ込むと分かった。同じ水がしみ
込む土でも粒の大きさが違うことが
分かった。だから，

・僕は，運動場の土の粒は小さかったけ
ど，砂場の土の粒は1粒ずつが大きか
った。だから，土の粒の大きさが水の
しみ込み方に関係していると分かっ
た。花壇の土は，雨が降っても水溜り
になっていないから，運動場の土より
も粒が大きいと思うから，調べてみた
い。

○雨水マップに，実験から分かったこと
を書き加えよう。

５ 自分の考えに，他のグループの結果
を加え加えながら水のしみ込み方につ
いて根拠を示しながら説明できるよう
にする。

★自分の結果を示すだけでなく，他者の
結果も根拠として挙げながら水のしみ
込み方の違いについて土の粒の大きさ
と関係付けて自分なりに説明する。

☆児童の考えが何を根拠に述べているか
を尋ね，結果を根拠に説明するよう助
言する。

☆他のグループの結果からも同じことが
言えるかを尋ね，他のグループの結果
も根拠として挙げながら説明できるよ
うに助言する。

☆自分の考えを自分の結果に加えて他の
グループの結果も挙げながら説明でき
ている児童には，水が溜まった場所だ
け粒が小さい土があることについて声
をかけ，流水のはたらきを考えるきっ
かけになるようにする。

(評)水のしみ込み方の違いには土の粒の大

きさの違いが関係していることについ

て，実験結果を根拠として挙げながら説

・自分の結果を
考えの根拠と
して挙げたり，
友達の結果か
ら必要な情報
を根拠として
用いたりして
水のしみ込み
方の違いにつ
いて自分なり
に説明する。
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・水の溜まるところは，粒が小さい。
・水の溜まらないところは，粒が大きい。

明しているか。

７ 授業設計・評価マトリクス

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４

４年生で
育成した
い能力
(関係付け)

事象の変化に気付
くが，要因には気付
かない段階

変化に気付くが，要因
との関係把握は不十分
な段階

変化の要因を見つけ，
課題との関係に気付く
段階

新たな課題を見出し変
化の要因との関係を追
究する段階

本単元で
育成した
い能力

雨水には流れ方が
あったり，水は土地
にしみ込んだりす
ることに気付くこ
とができる。

雨水の流れ方やし
み込み方が地面の
傾きや土の粒の大
きさによって変化
することについて
気付いているが，雨
水の流れ方や水の
しみ込み方と地面
の傾きや土の粒の
大きさとを関係付
けて，説明すること
ができない。

雨水の流れ方やし
み込み方が地面の
傾きや土の粒の大
きさによって変化
することについて，
雨水の流れ方や水
のしみ込み方と地
面の傾きや土の粒
の大きさとを関係
付けて，根拠をもと
に，説明することが
できる。

雨水の流れ方や水のし
み込み方と土地の傾き
や土の粒の大きさの関
係に気付くことによ
り，新たな問題を見い
だしたり，追究しよう
としたりする。

本時の

段階

自分の結果から雨
水がしみ込んだり
しみ込まなかった
りした現象につい
て述べることがで
きる。

自分の結果や友達の
実験結果を根拠に雨
水のしみ込み方の違
いが土の粒の大きさ
の違いよることに気
付いているが，関係付
けて自分の考えを説
明する段階。

自分の結果や友達の
実験結果を根拠に雨
水のしみ込み方の違
いを土の粒の大きさ
の違いと関係付けて
考え，説明することが
できる。

【レベル３に加え】新
たな課題を見出し，自
ら解決方法を考えた
り，結果を予想したり
することができる。

想定され

る児童の

反応


