
第５学年 理科学習指導案

１ 単元名 物の溶け方

２ 単元の目標

物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いをそれらにかかわる条件に目を向けなが

ら調べ，見出した問題を計画的に追求する活動を通して，物の溶け方の規則性についての見方

や考え方を持つことができるようにする。

３ 単元の評価規準

４ 指導上の立場

本単元は，学習指導要領の第５学年の目標，及び内容の「A 物質・エネルギー」の（１）

「物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いを調べ，物の溶け方の規則性についての

考えをもつことができるようにする。 ア 物が水に溶ける量には限度があること。 イ 物

が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。 ウ 物が水に溶けても，水と

物とを合わせた重さは変わらないこと。」を受けて設定した。

本単元では，これらの，物を水に入れた時の様子を観察したり，水に物を溶かして溶ける量

を調べたりする中で，「物は，水に溶けると重さが変わるのか。」「物は，水にどれくらい溶

けるのか。」「水の量や温度によって，物の溶ける量は変わるのか。」「一度溶けたものを取

り出すことはできるのか。」などを問題にすることができる。これらの問題に基づいて，物が

水に溶ける規則性について条件を制御して調べる学習活動を十分に行うことができる。こうし

た活動に，物が水に溶ける量を表に記録してグラフに表す活動も設定することができる。

この内容は，第３学年「A （１）物の重さ」の学習を踏まえて，「粒子」についての基本

的な見方や概念を柱とした内容のうちの「粒子の保存性」に関わるものであり，第６学年「A

（２）水溶液の性質」につながるものである。

児童はくらしの中で，何気なく物を水に溶かしたり混ぜたりしている。そのため，よくかき

混ぜた時や温度が高い時に物がよく溶けるらしいことを経験している。しかし，物が水に溶け

ていく様子をじっくり見たり，溶けた物が水の中でどのようになっているかを考えたりする経

験はほとんどないと思われる。そのため，これらのことに関心をもったり，調べて考えをもっ



たりするためには，十分に現象にふれる企画を確保する必要があると考える。また，“溶ける”

と“混ざる”の違いや，“水に溶ける”と“氷が解ける”の違いなど，日常生活の中の“とけ

る”との違いを丁寧に扱うようにする。

本単元では，水に溶かす物として食塩とミョウバンを扱う。食塩は，日常生活で調味料とし

て用いられており珍しい物ではない。水によく溶けるが，水の温度を上げても溶ける量はほと

んど変わらない。一方，ミョウバンは食品添加物として漬物等に使用されているものの，ミョ

ウバンを見る機会はほとんどない。室温程度の水には少量しか溶けないが，水の温度を高くす

るとかなりの量が溶ける。児童にとって物が水に溶けるということ現象は身近であるが，物が

どのようになって水に溶けていくのか，物が水に溶ける量に限度がるのか，溶けた物が水の中

でどのようになっているのかといったことに関心をもって見ている児童はほとんどいない。そ

のため，これらのことに関心をもったり，調べて考えをもったりするためには，十分に現象に

ふれる企画を確保する必要があると考える。また，“溶ける”と“混ざる”の違いや，“水に

溶ける”と“氷が解ける”の違いなど，日常生活の中の“とける”との違いを丁寧に扱うよう

にする。

５年生で身につけさせたい問題解決の能力である条件制御については，『植物の発芽』『流

れる水のはたらき』『振り子の運動』などの学習に続けて４単元になる。次単元『電磁石』に

おいては学年の集大成として，児童に主体的に条件制御を行わせながら追求させたい。そのこ

とを踏まえ，実験方法も明らかになる単元後半では，児童が条件制御力を自ら活用する様子も

見測りたいと考えている。一方で，この単元ではこれまでの変える条件と変えない条件という

“調べたい条件を制御しながら実験を行う”ことではなく，“溶かす前ととかした後の総量を

変えない”という実験環境を整えるという意味での条件制御が重要になってくる。これまでの

条件制御の仕方に加えて丁寧に指導を行いたい。そして，水の温度や量などの条件に目を向け，

適切に実験を行い，物が水に溶けることのきまりを学び取らせたい。また，本単元では蒸発乾

固や水温を上げる実験など，やけどなどの危険がある活動があるので，安全に観察・実験が進

められるよう保護メガネの着用や加熱器具の適切な使用について指導する。

５ 研究テーマに迫るために

（１）実験結果を正しく受け入れられる見通しのもたせ方の工夫

研究の動機にも関わるが，児童は自分の予想や仮説に合致しない結果に出会った時，必ず

しも冷静に対応できない。闇雲に実験を繰り返すことにこだわったり，バイアスのかかった

思考で現象を都合よく解釈してしまったりすることもしばしばである。そうならないために，

『実験結果の予想』を大切にしたい。“自分の予想や仮説通りならば，このような結果にな

る。”“こういう結果が出たら，自分の予想とは違うということだ”など，出てくるであろ

う実験結果とその結果から考えられる結論をあらかじめもって実験に向かうことで，反証も

確証も同等に価値あるものとして捉えられると考えている。

（２）実験結果を児童に分かりやすく示す方法の工夫

≪教材として“ミョウバン”の採用≫

今回の授業では，本校の採用する東京書籍版の教科書では扱いの小さい“ミョウバン”を

教材として採用する。ホウ酸に比べて，水に沈みやすい，温度による溶解度の変化が大きい

など，実験結果の把握に効果が大きいと考える。



≪実験結果の交流の工夫≫

実験結果の交流は結構時間がかかる割に，同一実験を行う場合など，同じ報告が続き，聞

く必然性を児童にもたせにくい。そこで今回は，教科書の例示にもあるように，実験結果を

黒板に掲示した大きなグラフ用紙にシールでプロットする方法を用いる。こうすることで実

験結果が一目瞭然になるとともに，変化の傾向性も見て取ることができ，考察の役にも立つ

と考えられる。また，グラフ上にプロットする場合，各班同一の温度での結果でなく，各班

で任意で設定した異なる温度での結果の方が好ましいと考えられる。そうした場合，児童に

調べる温度を任意に設定させることができ，より主体的な追求活動につながると考える。

６ 単元計画（全 13 時間）
次 時 主な学習活動 教師の支援

第
１
次

１
☆“とける”ってどういうことだろう？

○“溶ける”ことについて，素朴な情報を交
換する。

○水の入ったペットボトルに食塩の粒を落
としたり，お茶パックに大量の食塩を入れ
たものを水に浸したりして，食塩が塩に溶
ける様子を観察する。

★溶けるとは，粒が見えなくなり液が透明に見
えることである。物が溶けた液のことを“水
溶液”という。

○必要に応じて，融解と溶解の仕分けを行う。
○児童の「だんだん小さくなる。」「見えなく

なる。」「透明になる」等の言語に着目し，
“混ざる”“溶ける”の違いが明らかになる
ように助言する。

○食塩が水に溶けて見えなくなった状態を取り
上げ，『水溶液』の用語を指導する。

※コーヒーシュガー等，有色透明になる物も溶
かし，有色透明も無色透明も同じ“水溶液”
であることを確認する。

２
☆食塩は水に限りなく溶けるだろうか？

○問題に対する予想や仮説をもつ
○何ｇくらい溶けそうか，溶ける様子の変化

を見ながら溶かしていく。
○食塩は１００g の水に３６g 程度溶けるこ

とを確認する。
○溶け残りが出るまで溶かし，次時はこれを

溶かし切る方法を考えることを伝える。
★食塩が水に溶ける量には限界がある。

○まず，１００g に１０g の食塩を溶かすよう
指示し，その溶ける様子から，何 g ずつ溶か
すか自己決定させ実験を進めさせる。

○溶かす食塩の重量を決めたら，丁寧に正確に
実験をすすめるように指導する。（正しく計
測・こぼさない等）

３
４

☆溶け残った食塩を，全部溶かすことはできる
だろうか？
○問題に対する予想や仮説をもつ。
○「水を増やす」「温度を上げる」方法で調

べていく。

★溶け残った食塩を溶かし切るには，水の量を
増やすとよい。しかし，温度を上げても食塩
の溶ける量にほとんど変化はない。

○生活経験から，溶け残った食塩を溶かす方法
について考えさせる。

○他のグループを情報を交換しやすくするため
に，はじめの水の量は１００g，食塩の量は
４０g にする。

○水量の増やす量，温度の上げ方については各
グループで任意に設定させる。

○実験結果は各グループで表にまとめさせ，全
体の交流は黒板に掲示したグラフにシールを
貼る方法で共有できるようにする。

○高温の湯を扱うので，やけどに注意するよう
取り扱いを指導する。

○温度に対する結果は多くの児童にとって反証
となることが予想されるため，“実験を見直
す”のか“仮説を見直すのか”しっかり考え
させる。



５ ○溶けて見えなくなった，食塩はどこに行っ
たのか考える

☆溶けて見えなくなった食塩を取り出すこと
ができるだろうか？
○生活の経験から“乾かす”方法について考

えをもつ
○安全に留意して，食塩水を蒸発させ，食塩

を取り出す。
★溶けて見えなくなった食塩は，水を蒸発させ

ると取り出すことができる。

○蒸発乾固の方法については，ここで初めて扱
う事柄であり，それが 6 年生の学習にも関わ
る。そのため，安全に蒸発乾固の実験を進め
られるよう，丁寧に指導を行う。

６
７

☆溶けて見えなくなった食塩は，溶かす前の食
塩と比べて重さは変わるのだろうか？
○溶かす前と後の水溶液全体の重さの変化

について予想や仮説をもつ。
・3 年生の時のように，見た目が変わっても

重さは変わらないだろう。
・見えないのだから，重さはなくなっている

だろう。
・全くなくなることはないが，少しは軽くな

るだろう。
○重さが，食塩を溶かす以外の条件で変わっ

てしまわないように，条件に気をつけなが
ら実験を進める。

○これまでの学習を振り返り，水に食塩が溶
けている様子をイメージ図に表す。

★空中に出ないようにした時，食塩を水に溶か
して見えなくなっても，重さは変わらない。
水溶液水全体の重さは，水の重さ+溶かす物
の重さである。

○食塩そのものの重さを確かめるのは困難であ
るため，容器を含めた食塩水全体の重さの変
化で考えるよう助言する。

○それぞれの予想仮説に対応する実験結果の予
想を明確にさせ，実験結果を正しく捉える心
構えをもたせておく。

○“重さがなくなる”“少しは軽くなる”と考
えていた児童にとっては，反証となるため，
正しく仮説を見直し，自分の考えを再構築で
きるように指導する。

８

本
時

☆発泡入浴剤を溶かした時も，食塩の時と同じ
ように重さは変わらないのだろうか？
○発泡の様子と前時の学習を関連させなが

ら，問題に対する予想や仮説をもつ。
○前時と同じ実験過程で調べる。
○実際には溶ければ溶けるほど，重量は減少

することを確認する。
○溶けて重量が減少することと，泡を出して

溶ける様子を関係付けて，イメージ図に表
す。

○空中に出ていくイメージを共有し，重さが変
わらないようにするための，実験方法を考
案する。

○教師の演示実験を観察し，空中に出て行か
ないようにすれば，重さは変わらないこと
を確かめる。

○前時にまとめた，文章に“閉じ込めたら”
“空中に出ないようにしたら”など，この
学習の活動を通して見つけた条件を付け
加える。

★空中に出ないようにした時，物を水に溶かし
て見えなくなっても，重さは変わらない。や
はり，水溶液水全体の重さは，水の重さ+溶
かす物の重さである。

○予想や仮説をもつ足がかりとして，入浴剤の
顆粒を一粒溶かし，泡を出しながら溶ける様
子を観察させる。

○前時同様，それぞれの予想仮説に対応する実
験結果の予想を明確にさせ，実験結果を正し
く捉える心構えをもたせておく。

○恐らく閉鎖系の実験が考案されると思われ
るが，安全上の配慮から教師の演示実験で学
習をすすめる。安全には十分に配慮する。

○実験方法を工夫することによって，前時に学
んだ，質量の保存則が正しいことを確かめら
れたことをおさえた後，前時のまとめに条件
を付与するよう発問する。

○本時の問題解決の過程を振り返り，予想や今
までのきまりに合わない結果が出たときは，
“実験の方法を工夫”したり“条件を付け加
え”たりするとよいことをまとめる。

イメージ図例



第
２
次

１
②
３
４
５

２
時
が
本
時

☆溶かす物を変えても，食塩と同じような溶け
方をするのだろうか。

○新しくミョウバンについて調べることを
確認する。

○溶けた方とは“溶ける量の限度”“水を増
やした時の溶ける量の変化”“温度を変え
た時の溶ける量の変化”“溶けた後の重さ
の変化”“乾かすと取り出せる”の 5 項
目のことであることを確かめる。

○食塩で調べた 5 項目から，ミョウバンの溶
け方を調べる計画を立てる。

○食塩とミョウバンでは，同じ溶け方を示す
項目と，異なる溶け方を示す項目があるの
で，実験結果と自分の予想，そして，食塩
の時の結果を関連させながら，まとめてい
く。

★まとめの例
・溶ける量の限度があるのはおなじだが，そ

の限度には違いがある。
・ミョウバンは，水を増やしても，温度を上

げても溶ける量が増える。（本時）
・ミョウバンは溶けて見えなくなっても重さ

は変わらない。
・ミョウバンも水を乾かすと取り出すことが

できる。また，ミョウバンは温度を下げて
も取り出すことができる。

○発芽条件を調べた学習から，ひとつの例だけ
で一般化できにくいことを想起させ，新たな
物質（ミョウバン）を導入する必然性をもた
せる。

○溶ける絶対量の違いや，温度を上げた時の結
果など，予想外の結果になる児童が多いこと
が予想されるため，これまでの反証に対して
きた経験を活かしながら，結論を導いていけ
るように助言する。

○児童の計画に合わせて，ミョウバンの析出・
濾過などの実験も導入する。（詳細は省略）

○それぞれ導かれた結論は，仮説（結論）を作
り直したものか，一部修正したのか，条件を
付け加えたのかなど，今までに経験したまと
め方と結びつけながら，『反証に対する思考
の仕方』を活用できた場面として位置づける。



７ 本時案（第２次 第３時） 太字斜体は研究テーマとの関連を示す

(1) 本時の目標

ミョウバンの溶け方のきまりを“水の温度と溶ける量の関係”に着目しながら調べ，調べた内

容を食塩の場合と比較しながらまとめることができる。

学 習 活 動 教 師 の 支 援（○）と 学 習 評 価（◇） 準 備 物

１ 本時のめあて

を確認する。

（問題の把握

～予想）

２ 水の温度を変

えて，ミョウ

バンの溶ける

量を調べる。

実験結果の予

想をもつ

実際に実験を

行う

○前時に予想したミョウバンの溶け方と食塩で調べた時の実

験方法や結果を振り返らせ，活動への見通しをもたせる。

ａ きっと食塩のように，温度を上げても溶ける量は変わら

ないだろう。

ｂ 食塩は温度を上げても溶ける量は変わらなかったけど，

やっぱりお湯によく溶けるものがあると思うから，今度

はたくさん溶けるようになると思う。

○実験の手順を確認する。

【手順】①メスシリンダーを用いて，50mL の水（約 10℃）

を測りとる。

②電子天秤を用いてミョウバンを量り取り少しずつ

溶かす。

③水の温度を上げて，溶ける量の変化を調べる。

④実験結果を表にまとめ，その結果を黒板のグラフ

にシールを用いてプロットする。

○実験結果の予想を確認し，自分の予想と実験結果の関係を

あらかじめ捉えさせておく。

自分の予想通りならば・・・

ａ どの温度の時でも，４g のままになるはずだ。

ｂ 温度が上がるに従って，溶ける量が増えるはずだ。

◇問題に対する予想と実験結果の関係を正しく捉えている。

【科学的な思考・表現】

○温度は，食塩の時に自分達で設定した 2 点で実験させる。

○一度に溶かす量は，はじめは４g 程度になると考えられる

が，溶ける様子に対応して，一度に溶かす量を増やしても

良いことを伝え，効率的に実験をすすめることができるよ

うにする。但し，実験結果が分からなくならないように，

一度に溶かす量は最大１０g までにする。

○実験上の注意点を確認する。

・加熱に使ったものをさわる時は，やけどを防ぐため軍手

で扱う。

・加熱中，長い髪は服の中に入れる。

食塩の実験の

結果を表した

掲示資料

一灯式ガスコ

ンロ・１００

mL ビーカー・

温度計・ミョウ

バン・ガラス

棒・電子天秤・

薬包紙・薬さじ

水の温度を上げた時のミョウバンの溶け方のきまりは，食塩と同じなのだろうか。



結果をまとめ

る。

３ 実験結果から

本時のまとめ

をする（考察）

・やけどをした場合は，慌てず流水で冷やし先生に報告す

る

◇加熱器具を適切に操作し安全で計画的に実験をしている。

○実験結果を各グループの表に記入させるとともに，黒板に

掲示したグラフ用紙にシールを用いてプロットさせ，後の

考察で活用できるようにする。

・20℃では，５g 溶け，60℃では２０g 溶けた。

○今回の問題は“食塩との比較”であることを意識できる

ように，食塩の時の実験結果を表したグラフを掲示する。

・わぁ。食塩のグラフとは全然違うぞ。

○実験結果を確認し，めあてと自分の予想を振り返り考察

させる。

・予想通り（予想と違って），水の温度を上げた時のミョウバ

ンの溶け方のきまりは，食塩は違うことが分かった。

・ミョウバンは水の温度を上げると，どんどん溶ける量が多

くなると言える。

◇問題，問題に対する予想，実験結果を関係付けながら考察

を行うことができる。 【科学的な思考・表現】

○温度の変化とミョウバンの溶ける量の変化をさらに理解さ

せるために以下のような実験を行う。

※残り時間や，析出の様子などを考慮し，①案または②案を

選択して実施する。

実験結果を掲

示する掲示用

ワークシート

水の温度を上げた時のミョウバンの溶け方のきまりは食塩とは違う。

ミョウバンは水の温度を上げると，どんどん溶ける量が多くなる。

【①案】
まとめの活動をしていく

中で，ミョウバン溶液の温度
が下がり，析出が確認でき
る。そこで「何がどうなった
ことで，ミョウバンが出てき
たのか」を問いかける。

温度が下がってきたから
という予想が出てきた時点
で，「もう一度溶かすにはど
うするか」と問いかけ，温度
を上げれば溶けるだろうと
の見通しを出させ，再度実験
を行わせる。

このように繰り返し実験
を行わせることで，温度と溶
ける量の関係を明確に意識
できるようにする。

【②案】
「もっと高い温度にした

ら，もっと溶けるようになる
だろうか？」と問いかけ，水
温を９０°C まで上げて，さ
らに多量のミョウバンを溶
かす実験を演示する。
（９０°Cに２５gのミョウ
バンをさっと溶かす。）

このような現象を提示す
ることで，本時で得た結論が
さらに高い温度まで説明で
きることを印象づけ，学習内
容のさらなる定着を図る。


