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小学校第４学年 理科学習指導案

Ｂ班

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

自然そのものに対する謙虚

さ

・観察や実験に対する緻密さ

・自身の追究結果をに見直そう

とする謙虚さ

他者の考えを受け入れる謙

虚さ

具体的な姿

学習内容が自然災害に関

係していることを知り、自

然の脅威を感じた上で、身

を守る術を考える。

・実験を行う際に、丁寧に再現

させる緻密さを持っている。

・実験の結果が、思うとおりに

いかなくても、その実験を無

かったことにはせず、結果を

素直に受け止める。

自分の実験結果だけでな

く，他者の実験結果も加えて

考察を行うとともに，他者の

意見を聞き入れて、自分の実

験方法を修正している。

指導の主な

手立て

・実際の映像をみせて、自

然災害について考えさせ

る。

・コンセプトマップや、街

の立体モデルを用いて、

危険な場所の確認と、災

害時の身を守る術を考え

させる。

・より正確な実験結果を導くた

めには、どのような工夫が必

要であるか考えさせる。

・実験結果が予想と違っていた

場合、実験方法を再考させ、

修正させる。

自分の考えのみを押し通

していくのではなく、他者の

考え方も１つの考え方であ

る、と受け入れるよう、実験

結果を交流させる。

評価方法

自然災害の映像を見て、

災害の怖さに気付き、それ

らから身を守るためにどう

するかを考えているかを評

価する。

（ワークシートの記述）

観察・実験をていねいに行っ

ているか。

自分の予想と実験結果を比

べ、事実に基づいて考察できて

いるか。

（実験の態度、考察の記述）

友達や他の班の予想や実

験結果と比べ、事実に基づい

て、考察できているか。

（考察・振り返りの記述）

４ 単元の指導計画（全６時間） 【6月単元】

次 学習内容 教師の指導と支援
育成したい人

間性

第

一

次

○雨が降っている運動場を高い所
（屋上等）から観察する。

◎水たまりはどんなところにでき
るのか、話し合う。

・へこんだところできている。低い
ところに流れていくから。

・しみこみにくいところにある。土
がかたいから

・もっと近くで確かめたいな。

○運動場で水たまりやたまってい
ないところを観察し、話し合う。

・水たまりはぬるぬるしているよ。
・砂はざらざらしているよ。
・粒の大きさが違うね。
・水は高いところから低いところへ
流れるのではないか。

・土の粒が小さいと、水がしみこみ
にくく水がたまるのではないか。

・雨水の流れている様子やたまっている様子
を想起させる。

・児童の発言から、「なぜ、へこんだら水た
まりができるの」「なぜここだけしみこみ
にくいの」などと問いかけ、土地の高低差
や水たまりの土の違いに着目させる。

・手ざわりや色などの細かな視点、運動場全
体を見るなどの広い視点などを持って見
られるようにする。

・観察して得た情報を根拠に話し合い，どの
ような学習を行っていくのか見通しをも
たせ，２つの課題を立てる。

第

二

次

◎水は本当に高い所から低い所に
流れるのか、仮説を立てる。

・水は高いところから低いところへ
流れる。
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○実験計画を立てる。
・スコップで穴を開けて水を流す。
・土山に水を流す。
・板の片方を高くし、水を流す。

○実験を行い、結果から考察する。
・低い所に流れ，集まる。
・低い方から高い方には流れない。

・低いところからも水を流して、反証実験を
行う。

第

三

次

○粒の大きさによって、しみこみ方
に違いがあるのか、話し合う。

・手で触って確かめてみよう。
・ルーペを使ってみよう。

○水たまりができたところとでき
ていないところの土を比べる。

・ぬるぬるした泥がたまってるよ。
・粒の大きさが関係しているかな。

◎粒の大きさによって、水のしみこ
み方にちがいはあるのか、仮説を
立てる。

・水たまりができていた土は、粒が
小さいから水はしみこみにくい
はずだ。

・粒が大きいとすきまが多いから水
が通りやすいと思う。

○実験計画を立てる。
・容器に土を入れて上から水をかけ
てしみこみ方を比べよう。

・正しく実験できるように土をてい
ねいに取ろう。

○実験を行い、結果から考察する。
・水がしみこみにくかった。
・水がしみこみにくいはずなのに、
すぐにしみこんでしまったよ。
水がたまっていた土なのにな・・。

○第二次と第三次の実験の結果を
用いて、水たまりがどんなところ
にできるのか、整理する。

・水たまりは土地が低く、土の粒が
小さいところにできる。

☆手ざわりから土の違いに気付かせ、粒の大
きさの違いに着目させる。

☆大きい粒の土と小さい粒の土が集まって
いる様子を図に書かせ、すき間の数や広さ
の違いに気付くことができるようにする。

☆運動場の土で実験する班や、大きな粒をビ
ー玉に、小さな粒をビーズに置き換えた実
験（モデル実験）をする班など、いろいろ
な実験をさせる。

★２種類の実験を組み合わせることによっ
て、実際のものからモデルを使った上学年
の学習につなげる。

☆実験が予想通りにならなかった児童には
理由を考えさせ、どうすればよかったか考
えさせる。

☆友達の実験結果を、自分の実験結果と関係
づけさせ、適切かどうか見直させる。

・実験結果を事
実として受
け止める謙
虚さを養う。

・観察や実験を
に対する緻
密さを養う。

・自分の追究過
程を見直そ
うとする謙
虚さを養う。

・友達の実験結
果を、自分の
実験と関係
づけて、自分
の実験結果
が適切かど
うか見直す
謙虚さを養
う。

第

四

次

○洪水や冠水のＶＴＲをみて、前時
までの学習内容が関係している
ことを話し合いながら確認する。

・すごい水だね、怖いな。

・冠水したら危険だね。

○校区の立体モデルとハザードマッ

プを見合わせて、氾濫のおそれのあ

る場所について話し合う。

・学校周辺は低いから冠水しそう。

・ハザードマップで冠水しそうな場

所は土地が低いんだな。

・このあたりはアスファルトばかり

だから冠水するかもしれない。

★本単元で学んだことを活かし、内水氾濫に
着目させ、その仕組みに気付かせてより確
かな防災観・減災観を持てるようにする。

☆水が高いところ低いところに流れて集ま
ること、水がしみこみにくい土地では水は
たまることから、土地の様子や高さに着目
させ、氾濫の恐れのある場所を見つけさせ
る。

・自然の壮大さ
に畏敬の念
を持つ謙虚
さを感じる。
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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と比較して根拠を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，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。

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

１ 課題を確認する。

○今日の課題と仮説を確認しましょう。
・水たまりができていた土は、粒が小さいか
ら水はしみこみにくいはずだ。

２ 実験を行い、結果を記録する。
○実験をして、結果を記録しましょう。
【水たまりにあった土】
・しみこみにくいね。
・すぐにしみこんでしまったよ。水がしみこみに
くいはずなのに・・・

【水がたまっていない土】・すぐしみこんだね。
【砂】・速くしみこんだ。
【ビー玉】・速くしみこんだよ。
【ビーズ】・ゆっくりしみこんだね。

３ 考察する。
○各班で記録した結果をもとに考察し、話し合
いましょう。
・もうすこし土をていねいに入れたらよかっ
た。もう一回してみよう。

・となりの班は、ビーズの方が、水がしみこ
みにくかった。やっぱり、粒が小さい方が
水はしみこみにくいんだ。

４ 本時のまとめをする。
○前回と今日の実験でわかったこと（結論）を
発表しましょう。
・水は高いところから低いところに流れる。
土の粒がと水がしみこみにくい。だから、
水たまりは土地が低く、水がしみこみにく
いところにできる。

・水がしみこまない土ばかりだとどうなるの
かな。

１ 前時の学習を想起させる。
★今日の課題と仮説、実験計画など、前
時で決めたことを想起させ、正しく実
験が出来るようにする。

☆容器に調べるものを入れて、上から水を
かけてしみこみ方を比べ，記録する。

☆いろいろな実験をさせ、自分の仮説がど
こまで通用するのかを確かめさせる。

☆実験が予想通りにならなかった児童に
は事実として結果を記録するように促
す。

☆実験がうまくいかなかった理由とどう
すればよかったか考えさせ、再度実験さ
せる。

☆友達の実験結果を、自分の実験結果と関
係づけさせ、適切かどうか見直させる。

☆前回の考察と今回の考察を振り返り、水
たまりはどこにできるのかという大一
次の課題を、結果をもとに解決させる。

実験結果を
事実として
受け止める
謙虚さを養
う。

自分の追究
過程を見直
そうとする
謙虚さを養
う。

自分の実験
結果だけで
なく，他者の
実験結果も
加えて考察
を行うとと
もに，他者の
意見を聞き
入れて、自分
の考察を確
認する。

粒の大きさによって、水のしみこみ
方にちがいはあるのだろうか。
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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

自分の実験結果から

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

【水たまりの土】

・水がしみこまない

・粒が小さいね。

・ドロドロしている。

【水がしみ込む土】

・すぐに水がなくなっ

たよ。

・粒が大きい。

・ざらざらしている。

【水たまりの土】

・水がしみこまなかっ

た。粒が小さいから

だね。

【水がしみ込む土】

・すぐに水がしみこん

だ。粒が大きいから

だね。

【水たまりの土】

・粒が小さいから水が

しみこまなかった。

他の班でも、粒が小

さい方が水はしみ

こみにくいという

結果が出ていたね。

【水がしみ込む土】

・粒が大きいから水が

しみこんだ。他の班

でも、粒が大きい方

が水はしみこむと

いう結果が出てい

たね。

【水たまりの土】

・水たまりは小さいけ

ど、もっとしみこま

ない土ばかりだと

どうなるのだろう。

【水がしみ込む土】

・もっとたくさんの水

がしみこんだら、土

の中はどうなって

いるのだろう。


