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空気中の水の変化

本単元で育成すべき資質・能力

論理的思考力

コミュニケーション能力

単元観について
本単元は，学習指導要領の「
［第２分野］
（４）ア（ア）校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕
方を身に付けるとともに，その観測記録などに基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関
係を見いだすこと。」の一部と「（４）イ（ア）霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気
圧，気温及び湿度の変化と関連付けてとらえること。」を受けて実践するものである。天気の変化は，地球を
包む大気の下層で起こる身近な現象であり，太陽光のエネルギーを起因とした「大気中の水の状態変化」と
「大気の動き」によって起こる。人間の生活と気象には密接な関係があり，気象によって生物は大きな恩恵
を受けることもあれば，大きな損害を受けることもある。また，日本には気象の変化によって引き起こされ
る美しい四季の移り変わりもある。
小学校では「自然界で水は温度により状態変化をすること」
「１日の気温は時刻によって変化すること」
「天
気によって雲のようすが変わること」「台風の進路には規則性があること」「物が水に溶ける量には限度があ
り，水の温度や量，溶ける物によって違うこと」について学習をしている。
中学校では，
「空気中の水の変化によって霧や雲ができ，さらに水は循環していること」「大気のようすと
大気の動きの変化によって天気は刻々と変化すること」
「日本付近の大気の動きと日本の四季の天気には特徴
があること」について学習をする。霧や雲，降水は水の循環の一部であり，水は地球が誕生したときからい
ま現在まで状態変化によって循環し続けているという概念を足場とし，霧や雲の発生について理解を深めて
いくのに本単元の学習は有意義であると考える。
「一中におけるコンピテンシー」
本単元での，「一中におけるコンピテンシー」を「コミュニケーション能力（例えば，グループで見通し
を発想したり，解決結果についての話し合いをしたりする場面で顕在化する能力）」及び「論理的思考力（結
論あるいは判断の根拠や証拠を明確にする能力）」と設定し，自分の意見と他人の意見は何がどのように違う
のかを考え，表現させること，さらに「自分はこのように考えました。」という自分の意見である結論あるい
は判断をはっきりと表現させること，その結論あるいは判断に対する根拠や証拠を明確にさせることを大切
にする単元としてとらえている。本単元での，
「一中におけるコンピテンシー」を「コミュニケーション能力」
及び「論理的思考力」と設定した理由は，本単元が「大気中の水の状態変化」に関する科学的概念を足場と
し，見通しをもたせたり，解決結果についての話し合いの場面を意図的に仕組んだり，科学的概念を根拠に
考えさせたりするのに適しているからである。

～学習内容の関連（系統性）～
小学校４年生
・水が固体，液体，気体と姿を変
えることを状態変化という。
・自然界では，水は氷，雪，霜，
霧，雲，水蒸気などさまざまな

小学校５年生

中学校１年生

・物が水に溶ける量には限度があ ・物質は温度により状態変化をし，
る。

体積は変わるが質量そのものは

・物が水に溶ける量は水の温度や

変わらない。また，状態変化は

量，溶ける物によって違う。

粒子の並び方や運動のようすに

状態で存在する。

よって変化する。
・ある溶質が限度までとけている
状態を飽和しているといい，そ
の水溶液を飽和水溶液という。
物質の溶解度は，物質の種類や
温度によって異なる。

生徒観について
この単元に必要なレディネステストを実施したところ，次の表のような結果となった。
【レディネステスト】

（平成 27 年 11 月上旬実施）

質問内容

正答率（％）

（１）自然界では氷，水，水蒸気のように水の姿がかわっていきます。このことを何といい
ますか。

55

（２）自然界のなかで（１）を引き起こす要因となるものは何ですか。

65

（３）霧の姿は氷，水，水蒸気のどれですか。

40

（４）雲の姿は氷，水，水蒸気のどれですか。

5

（５）霧はどのようにして発生するか，説明できますか。
（６）雲はどのようにして発生するか，説明できますか。

はい

3名

いいえ

37 名

はい

14 名

いいえ

26 名

質問（１）の正答率から，中学１年の化学分野で学ぶ「状態変化」という科学的用語が半数の生徒が定着
していないことがわかる。質問（２）より「状態変化」が「温度の変化により引き起こされるもの」という
概念は半数以上の生徒に定着しているが，
「自然界の中ではその温度変化を引き起こすものが太陽の熱である
こと」という温度変化と太陽の熱との関連付けが不十分であることがわかる。また，質問（３）
（４）の正答
率から，霧や雲は液体の水の小さな粒であることの定着が不十分であること，また質問（５）
（６）の調査か
ら，なぜそのような現象が引き起こされるのか説明することに多くの生徒が苦手意識を抱いていることがわ
かる。これは，平成２７年度に実施された「基礎・基本」定着状況調査の結果においても，日常生活で生じ
る現象を，科学的用語を用いて説明する設問で通過率が低いこと（15.8％）にも表れており，課題の大きい
部分でもある。

指導観について
単元のねらいを達成すると同時に，
「一中におけるコンピテンシー」の「コミュニケーション能力」及び「論
理的思考力」を育成するために，日常生活と結びつけながら課題を発見させる場面や自分の意見と他人の意
見を交流できる場面や，また科学的概念を用いて説明させる場面を仕組むことが有効であると考える。
課題発見の場面では，これからの季節に生じやすい霧の発生や，吐く息が白い，窓に結露が生じるなどな

じみのある日常生活のなかでの現象等から課題発見に迫りたい。また，その課題を霧の発生を水の状態変化
と温度の関係と関連付けたり，雲の発生とその現象の要因を科学的根拠と関連付けて思考させながら，単元
のねらいにせまりたい。
また，情報の整理・分析の場では「比較」や「関連付け」を使わせる場を意図的に仕組み，思考を深めさ
せるとともに，班での実験や話し合いなど，対話的な学び，主体的な学びを深めていく。
「一中におけるコンピテンシー」
さらに，
「一中におけるコンピテンシー」の「コミュニケーション能力」を育成する上での「すべ」として，
他のグループとの交流から，自分の意見と他人の意見を比較し，自己を修正する方法を身に付けさせると同
時に，
「論理的思考力」の育成の視点ももち，結論あるいは判断とその根拠や証拠をセットにし，表現させる
という「すべ」も身に付けさせたい。振り返りでは，評価規準に係るものと，
「一中におけるコンピテンシー」
に係るものの２つの視点から考えさせていきたい。

単元の目標
○霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付けてとらえ
ることができる。

育成すべき資質・能力について
★コミュニケーション能力：例えば，グループで見通しを発想したり，解決結果についての話し合いをした
りする場面で顕在化する能力
★論理的思考力：結論あるいは判断の根拠や証拠を明確にする能力

指導と評価の計画
（１）単元の評価規準
ア

自然事象への関心・
意欲・態度

①空気中の水の状態変化

イ

科学的な思考・表現

①霧が発生する条件を見

ウ

観察・実験の技能

①露点を正しく測定する

エ

自然事象についての
知識・理解

①水蒸気を含んだ空気か

に対して自分で課題を

いだし，霧のでき方を考

等，基本的な技能及び結

ら水滴が現れるしくみ

発見し，その課題をノー

え，自分の考えをまとめ

果の記録や整理などの

について理解し，知識を

トに書き表そうとして

表現している。

仕方を身に付けている。

身に付けている。

いる。

②雲が発生する条件を見

②湿度の意味を理解し，知

②雲が発達するときの雲

いだし，雲のでき方を考

識を身に付けている。

の変化を考えようとし

え，自分の考えをまとめ

③太陽光のエネルギーが

ている。

表現している。

かかわりながら，地表付

③結露のでき方を考え，そ

近の水が状態を変えて

の対策について自分の

循環していることを理

考えをまとめ表現して

解し，知識を身に付けて

いる。

いる。

（２）単元指導計画（全９時間）
評価
時

学習内容

関

思

意

・

態

表

技
能

「一中における

知
・

評価規準

コンピテンシー」

理

パフォーマンス課題
11 月 11 日（水）の夕食時に，家の人から「これからの季節は家の窓の結露がひどくなるので困るの
よ。毎朝窓のサッシを雑巾で拭くのも大変だし・・・なにか少しでも結露を防ぐ良い方法はないかし
ら。」と相談をもちかけられました。生活アドバイザーになったつもりで，理科の授業で学んでいる
１

ことを根拠にして結露の生じる理由を説明するとともに，結露を防ぐための具体策を家の人に提案し
てみましょう。
課題の設定
霧の発生や窓の結露の発生をも

ア①空気中の水の状態
○

変化に対して自分で

とに，空気中の水の状態変化に

課題を発見し，その課

関する課題を興味をもって見い

題をノートに書き表

だす。

そうとしている。

情報の収集・整理・分析

イ①霧が発生する条件

空気中の水蒸気の凝結を調べる
２

論理的思考力

を見いだし，霧のでき

実験から，霧の発生には温度が

○

方を考え，自分の考え

影響していることを見いだす。

をまとめ表現してい
る。

空気中の水蒸気が凝結するしく

エ①水蒸気を含んだ空

みを理解する。

気から水滴が現れる

３

○

しくみについて理解
し，知識を身に付けて
いる。

４

教室内の空気の露点を調べ，空

ウ①露点を正しく測定

気中に含まれる水蒸気量を推定

する等，基本的な技能

する。

○

及び結果の記録や整
理などの仕方を身に
付けている。

湿度が変化するしくみを理解す
５

エ②湿度の意味を理解

る。

○

し，知識を身に付けて
いる。

上昇する空気中で水滴がどのよ
６

うにしてできるかを見いだす。

ア②雲が発達するとき
○

の雲の変化を考えよ
うとしている。

表現

イ②雲が発生する条件

空気が膨張すると温度が下がる
７

ことから雲のでき方を考える。

を見いだし，雲のでき
○

方を考え，自分の考え
をまとめ表現してい
る。

コミュニケーション能力

論理的思考力

創造

エ③太陽光のエネルギ

水が地球上をどのようにめぐっ
８

コミュニケーション能力

ーがかかわりながら，

てきたかを考え，地表付近の水

○

の循環について考える。

地表付近の水が状態
を変えて循環してい
ることを理解し，知識
を身に付けている。

実行

まとめ

ふりかえり

イ③結露のでき方を考

パフォーマンス課題の結露ので
９

き方とその対策について考え，

コミュニケーション能力

え，その対策について
○

自分の考えをまとめ，

発表する。

表現している。

本時の学習
（１）本時の目標
空気中の水の状態変化に対して自分で課題を発見し，その課題をノートに書き表す。
（２）本時の学習展開（１／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンシー（★）

（評価方法）

１

情報を収集・整理し，交流する。

・これからの季節（冬）
で学校への登校時にみ
られる様子を交流，発
表する。
２

◇自分の意見をノートに記述させる。
◇今までの生活経験をもとに，これからの季節
は早朝には霧が発生しやすいこと，また霜が
降りたり地面が凍結したり，雪も降ることを
押さえる。

交流した情報を分類，整理する。

・仲間の意見を水の状態
変化と関連付けて，分
類する。

◇既習事項から，霜や雪は固体であること，雲
や霧は液体であること，目に見えない空気中
の水蒸気は気体であることを確認させる。
＜活用させたい知識（概念）＞
・水は温度の変化により，固体・液体・気体と姿・形を変えていくことを
状態変化という。

３

水の状態変化と温度変化の関係を押さえ，霧や雲に対しての課題意識をもつ。

・自然界での水の状態変

◇自然界での水の状態変化は気温の差が引き起

化は気温差から生じる

こすことを確認し，霧や雲に対しての課題発

ことを確認する。

見につなげる。

【めあて】空気中の水の状態変化についての疑問を書き出し，交流しよう。
４

発見した課題を整理し，全体で交流する。
◇ウェビングマップを利用し，各自の発見した

○空気中の水の状態変化に

課題を整理させる。その後，全体で交流させ

対して自分で課題を発見

る。

し，その課題をノートに

◆「雲は水滴だけど何で空に浮かんでいるのか」
などの声掛けをし，日常生活のなかでの小さ

書き 表そ うと し てい る。
（ア①）（ノート）

な疑問に目を向けさせ，ノートに記述させる。

５

パフォーマンス課題を考える。
◇生徒が発見した課題を黒板に整理したのち，
パフォーマンス課題を提示し，その課題に対
しての自分の考えをノートに記述させる。
パフォーマンス課題
11 月 11 日（水）の夕食時に，家の人から「これからの季節は家の窓の結露がひどくなるので困る
のよ。毎朝窓のサッシを雑巾で拭くのも大変だし・・・なにか少しでも結露を防ぐ良い方法はない
かしら。」と相談をもちかけられました。生活アドバイザーになったつもりで，理科の授業で学ん
でいることを根拠にして結露の生じる理由を説明するとともに，結露を防ぐための具体策を家の人
に提案してみましょう。

６

本時を振り返り，次時につなげる。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，どのような課題が発見できましたか。また，その課題は解
決しそうですか。
【振り返りの例】
・私は「なぜ霧は発生するのか」不思議に思いました。霧のでき方について学んで
いきたいです。
・僕は「雲は水滴なのになんで空に浮かんでいるのか」という疑問を解決したいで
す。
・私は「雲はどうやってできるのか，また飛行機雲はなぜできるのか」について考
えてみたいです。

本時の学習
（１）本時の目標
霧の発生には温度が関係していることを見いだし，霧のでき方を考え，自分の考えをまとめ表現する。
（２）本時の学習展開（２／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を収集・整理し，見通しをもつ。

・霧の写真と霧のでき方
の様子を確認する。

◇実物投影機を使用し，霧の写真をテレビ画面
の映像で確認させる。

・霧に関する既習事項を
想起する。

◇霧は水が状態変化し，液体の状態であること
を確認させる。

・ビーカーＡ，Ｂを比較
し，ビーカーＡの内側
がくもっていることを
確認する。

◇なぜビーカーＡの内側は霧のようにくもって
いるのだろうという課題意識を持たせる。

・今まで学習した内容を
使えば，課題が解決で
きるという見通しをも
つ。
２

＜活用させたい知識（概念）＞
・水は温度変化により，固体・液体・気体と姿・形を変えていき，状態変
化をする。
・霧は水が液体の状態であること。

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】霧が発生するための条件を考え，霧の発生方法を説明しよう。
３

演示実験を観察する。

・ビーカーＡ，Ｂの内側

◇ビーカーＡ，Ｂの実験条件を整理させる。

のようすを比較し，Ａ， ・ビーカーＡ，Ｂを用意し，Ａにはぬるま湯を
Ｂのビーカーの実験条
件を整理する。

入れること。
・空気中の水蒸気が水滴になりやすくするため
ビーカーＡ，Ｂに線香のけむりを少量入れる。
・ビーカーＡ，Ｂの上をじゅうぶんに冷やした
保冷剤でおおう。
【注意事項】
・ぬるま湯は室温より５～１０℃程高いぬるま
湯を使用する。

・ビーカーＡの内側が霧
のようにくもることを
再確認する。
４

実験結果を交流する。

◇ビーカーＡ，Ｂの実験条件を比較させ，「何」
が違うのか整理させる。

・ビーカーＡの内側がく
もった理由について考
え，説明する。
①個人思考

◇今までに学習した内容をもとに考えさせ，ノ
ートに記述させる。

②全体交流

◇ビーカーＡの内側がくもった理由を発表させ
ると同時に「そのように考えた理由」を切り

だし，霧のでき方を考え，

返し発問で問う。

自分の考えをまとめ表現

◆仲間の発表した意見を聞いてノートに記述さ
せる。
【①②の「すべ」について】

【①②の「手立て」について】
自分の意見と根拠をセット
にして生徒に表現させる。

「私はこう思います。理
由は～です。」というよう
に自分の意見に根拠をつ
けてノートに記述したり
発表したりする。

○霧が発生する条件を見い

している。（イ①）
（行動観察・ノート）

前向きな
反論，異論
を喚起す
る（批判的
思考力）

★自分の意見とその根拠を
セットにして表現してい
る。
（論理的思考力）
（ノート・発表）

・ビーカーＡの実験条件 ◇霧が発生するためには，水蒸気を多く含んだ
と霧の発生する条件と

空気が存在すること（空気中の水蒸気量），さ

を関連付ける。

らにその空気が冷やされること（温度）と空
気中に霧の核となる粒子が必要であることを
押さえる。

５

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して
まとめを書く。
＜生徒のまとめ例＞
・霧が発生するための条件は，水蒸気を多く含んだ空気の存在とその空気が冷
やされることの２つがあります。霧とは水蒸気を多く含んだ地表付近の空気
中の水蒸気が冷やされて，水滴となって表れたものである。
６

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章

◇本時の振り返りをノートに記述させる。

で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，霧ができる条件をビーカーの実験と関連付けてノートに説
明してください。
【振り返りの例】
・今日はビーカーの内側がくもる実験から，霧のできる条件について考えました。
ビーカーＡはぬるま湯を入れることで，空気中の水蒸気量が多くなり，保冷剤で
冷やされることで，空気中の水蒸気が水滴になり，ビーカーの内側が霧のように
くもりました。このことから，霧のできる条件は，水蒸気を多く含んだ空気が存
在するということとその空気が冷やされるという２つの条件が必要だと考えまし
た。

本時の学習
（１）本時の目標
空気中の水蒸気が凝結するしくみを理解する。
（２）本時の学習展開（３／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を収集・整理し，見通しをもつ。

・早朝の霧の写真と昼に ◇早朝と昼という時間帯の違いは，気温の違い
なると霧がない写真を
（温度差）があることに気付かせる。また温
比較し，
「何」が「どう
度差と水の状態変化を関連付けさせる。
違う」のか考える。
２

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】なぜ，気温の変化により，霧が発生したり消えたりするのか理解しよう。
３

教科書の情報を整理する。

・飽和水蒸気量というこ
とばを理解する。

◇空気 1m3 中に含むことのできる水蒸気の最大
量を飽和水蒸気量（単位は g／m3）というこ
とを押さえる。

・一定の体積の空気中に

◇修学旅行で乗車したバスを例に出し，バスと

含むことのできる水蒸

いう一定の空間では，座ることのできる人数

気量の限界が温度によ

（定員）は限られていることを想起させる。

って変化することを知
る。
・飽和水蒸気量の表から， ◇温度があがれば，飽和水蒸気量も大きくなる
読み取れる情報を発表

ことを押さえる。

する。
・飽和水蒸気量の表と，
水蒸気を含む空気を冷
やすと水滴が現れるこ
とを関連付ける。

◇飽和水蒸気量は空気の温度が低くなるにした
がって小さくなることを押さえる。
◇水蒸気（気体）を含む空気を冷やしていくと，
限界に達し，水滴が現れることを理解させる。
◇飽和水蒸気量の差は，温度の差によるところ
が大きいことを押さえる。

４

水蒸気が凝結する身近な事象を考える。

・水蒸気が水滴に変わる ◇教科書の情報から「結露した窓ガラス」
「タン
例を挙げる。

チョウが吐く白い息」
「ヒトが吐く白い息」
「鍋
から立ち上がる湯気」など，日常生活との関

連を押さえる。
５

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して ◆飽和水蒸気量に関しての説明文を教科書から
まとめを書く。

探させ，ノートに写させる。

＜生徒のまとめ例＞
・空気１m3 中に含むことのできる水蒸気の最大量は飽和水蒸気量
といい，温度が高いほど飽和水蒸気量が大きくなる。飽和水蒸気
量をこえる水蒸気は水滴となって現れる。よって，気温の変化に
よって水滴が発生したり消えたりする。

６

○水蒸気を含んだ空気から
水滴が現れるしくみにつ
いて理解し，知識を身に
付けている。（エ①）
（ノート）

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章

◇本時の振り返りをノートに記述させる。

で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，飽和水蒸気量は温度によってどのように変化することがわ
かりましたか。
【振り返りの例】
・今日は飽和水蒸気量について勉強しました。飽和水蒸気量とは，空気１m3 中に含
むことのできる水蒸気の最大量のことで，空気の温度が高ければ大きくなり，低
ければ小さくなり，温度によって変化するものだとわかりました。

本時の学習
（１）本時の目標
教室内の空気の露点を調べ，教室の空気中に含まれる水蒸気量を推定することができる。
（２）本時の学習展開（４／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した児童生徒への
指導の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

情報を比較し，交流する。

・氷の入ったジュースの
コップと氷の入ってい
ないジュースのコップ
の状態を比較し，違い
を確認する。

◇コップの中身にはジュースを使い，関心を高
める。
【比較の視点】
・見た目の違い。
・触ってわかる違い。

・気付いた違いを発表す
る。

・氷の入ったジュースのコップの表面には水滴
がついている。
・氷の入ったジュースのコップの表面は冷たい。

２

本時のめあてを確認する。

・氷の入ったジュースの
コップの表面についた
水滴の由来を確認す
る。

◇氷の入ったジュースのコップの表面には水滴
がついているという現象に注目させる。
・コップのまわりの空気中の水蒸気が冷やされ
て水滴となってついている。
・コップの表面についた水滴はコップのまわり
の空気の温度変化が関係している。
◇生徒の考えた意見を大切にするとともに，そ
のように考えた科学的根拠も述べさせる。
◇「露点」という用語を確認させる。
・空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わると
きの温度を露点という。
◇「露点」は空気中に含まれている水蒸気量に
よって変わることを押さえる。

・本時のめあてを書く。
【めあて】教室の空気の露点を調べ，教室の空気 1m3 中にふくまれる水蒸気量を実験から調べよう。
◇本時のめあてを確実に書かせる。
３

実験をする。

・教室の空気の露点を調
べる。

◇実験方法を理解させる。
・室温を測定した後，くみ置きの水をセロハン
テープをはったコップに入れ，水温をはかる。
このとき，くみ置きの水の水温と教室の室温
がほぼ同じであることを確かめさせる。
・氷を入れた試験管をコップの中に入れて水温
を下げ，コップの表面がくもりはじめたとき
の水温を測定する。
【注意事項】
・コップに息を吹きかけない。
・コップとセロハンテープとの境目付近のくも
りはじめを調べる。

・教室の空気 1m3 中に含 ◇露点から空気中に含まれる水蒸気量を推定す
まれる水蒸気の量を測
定する。
４

る方法を確認させる。
・教科書 P62 の表１を参照し，求める。

実験結果を整理し，交流する。

・実験の結果を整理し，
交流する。
①班での交流

◇実験結果を各班ごとに整理させる。
◇実験結果に対して，そのようになった，もし
くは考えた根拠を明確にさせる。
◆班での実験結果をノートに記述させるととも

○露点を正しく測定する
等，基本的な技能及び結
果の記録や整理などの仕
方を身に付けている。

に，なぜそのような結果になったのか理由を

（ウ①）

仲間の意見をきいて記述させる。

（行動観察，ノート）

★結論あるいは判断とその
根拠や証拠をセットに
②全体交流

◇露点は何℃であったかという実験結果ととも
に，なぜそのように判断したのか根拠も発表
させる。

「私はこう思います。理由
は～です。」というように
自分 の意 見に 根 拠を つけ
てノートに記述する。
【②の「すべ」について】

全体交流の場では，自分
の班の考えと比較しなが
ら同じ所，違う所を意識
し，メモをとりながら聞
く。個人思考したものを
ノートに記述する際には
１行あける。

５

他 という記号を使って
せず，他の班の意見は○

メモを取らせる。
【①の「手立て」について】
自分の意見と根拠をセット
にして生徒に表現させる。
【②の「手立て」について】
全体交流の場では，自分の班
の意見と他の班との意見を
比較し，自己のものを修正さ
せる。

る。
（論理的思考力）

◇全体交流の場での修正箇所は消しゴムを使わ

【①の「すべ」について】

し，ノートに表現してい

（ノート）
★授業のめあてに対して見
通しをもち，話し合いの

前向きな
反論，異論
を喚起す
る（批判的
思考力）

なかで自分の意見と他人
の意見を比較したり，自
分の意見を修正したりし
ている。
（コミュニケーション能力）

（行動観察，ノート）

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して
まとめを書く。 ＜生徒のまとめ例＞
・実験から教室の空気の露点は○℃だとわかりました。また，露点が○℃だった
ことから教室の空気１m3 中にふくまれる水蒸気量は●ｇだといえます。

６

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章
で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，教室の空気の露点は何℃だとわかりましたか。
また，そのように判断した理由も答えてください。
仲間の意見を聞いて変えたところはどこですか。また，なぜ変えたの
かその理由も答えましょう。
【振り返りの例】
・教室の空気の露点は○℃だとわかりました。そのように判断した理
由は，今日の実験でコップの表面のくもりはじめのときの水温が

★結論あるいは判断とその
根拠や証拠をセットに
し，ノートに表現してい
る。
（論理的思考力）
（振り返り）
【振り返りの「すべ」について】

「私はこう思います。理由は
～です。」というように自分
の意見に根拠をつけてノー
トに記述する。

○℃だったからです。この温度における飽和水蒸気量は●g／m3 な
ので，教室の空気１m3 にふくまれる水蒸気量も●g といえます。ま
た，教室の空気の露点は△℃だと思っていましたが，友だちの意見
を聞いて○℃に修正しました。その理由は１０分の１まで目盛りを
読んでいないことに気付いたからです。

【振り返りの「手立て」について】

自分の意見と根拠をセット
にして生徒に表現させる。

本時の学習
（１）本時の目標

湿度の求め方を理解する。
（２）本時の学習展開（５／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を整理し，見通しをもつ。

・既習事項を想起する。

◇空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わると
きの温度を露点ということを押さえる。

・夏の空気と冬の空気の
湿り気を比較させて，
空気の湿り気に対して
課題意識を持つ。

◇生活経験から，夏の空気はジメジメしている
こと，冬の空気は乾燥していることを想起さ
せ，空気の湿り気に関心を持たせる

・湿度という用語を知る。 ◇湿度は空気がどれくらい湿っているか，乾燥
しているかの湿り気の度合いを示すことを押
さえる。
２

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】湿度は，どのようにして求められるのかを理解しよう。

３

教科書の情報を整理する。

・湿度の定義を理解する。 ◇湿度とは空気１m3 中に含まれる水蒸気量が，
その温度での飽和水蒸気量に対して，どれく
らいの割合になるかを百分率で示したもので
あることを押さえる。
・湿度は何によって変化
するのか考える。

◇教科書のグラフから湿度について考えられる
ことを発表させるとともに，湿度は温度と水
蒸気量によって変化することを押さえる。

４

前時の実験結果をもとに教室の湿度を求める。

・湿度の求め方を理解す ◇教科書で湿度の求め方を確認させる。
る。 ＜活用させる知識（概念）＞
・湿度[%]＝{ 空気１m3 中に含まれる水蒸気量[g／m3]÷その温度での飽和水蒸気量[g／m3]}×１００

・前時の実験結果をもと ◇湿度を求める公式において「何」が「どれ」
に，実験時の教室の空
気の湿度を求める。

にあたるのか確実に押さえる。
・空気１m3 中に含まれる水蒸気量は教室の露点か
ら，その温度での飽和水蒸気量は教室の室温か
らそれぞれ同定できる。

５

本時のまとめをする。

・めあてに対してのまと ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
めを書く。

○湿度の意味を理解し，知
識を身に付けている。

＜生徒のまとめ例＞
・湿度とは，空気１m3 中に含まれる水蒸気が，その温度での飽和水蒸気
量に対してどれくらいの割合になるかを百分率で示したもので，公式
を使って求めることができる。

（エ②）（ノート）

◆黒板や仲間のまとめ例を参考にして，ノート
に記述させる。
６

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章 ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，どのようなことがわかりましたか。説明してください。
【振り返りの例】
・今日は湿度の求め方について学習しました。
湿度[%]＝{ 空気１m3 中に含まれる水蒸気量[g／m3]÷その温度での飽和水蒸気量[g
／m3]}×１００とすれば，湿度は求められることがわかりました。この公式を使って，
教室の空気の湿度は○％ということもわかりました。

本時の学習
（１）本時の目標
雲が上空に向かって発達する理由を考えようとする。
（２）本時の学習展開（６／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を整理し，見通しをもつ。

・上空に向かって発達す
る雲の写真を確認す
る。

◇雲は上空に向かうと，大きくふくらみ広がる
ことに気付かせる。
◆「なぜだろう」という課題意識を持たせる。

・上空に向かって発達す
る雲の情報を整理す
る。

◇自分で考えたことを発表させる。①空気中の
水蒸気が水滴となって現れたもの②空気の動
きが下から上であること③大気圧が下と上で
はちがうことの３つの情報に整理できること
を押さえる。

２

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】雲はなぜ上空に向かって発達するのか考えよう。
３

雲の発達に関係する事柄を整理する。

・上昇する空気の動きに
ついて整理する。

◇教科書の情報から，上昇する空気の動きは「上
昇気流」ということを押さえる。
◇上昇気流が生じる条件は①空気が熱せられた
とき②あたたかい空気と冷たい空気がぶつか
ったとき③空気が山の斜面にそって上昇する
ときの３つであることを押さえる。

・高さによる気圧の変化

◇中学１年での既習事項を想起させるととも

と空気の膨張について

に，大気圧（気圧）の用語の意味を再確認さ

整理する。

せる。

・気圧の低下と空気の膨

◇簡易真空容器の中に入れた風船が，容器内の

張，体積の増加を関連

空気を排出するとふくらむことから，気圧が

付ける。

低下すれば空気は膨張し，体積は増加するこ
とを関連付けさせ，確認させる。

４

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して
のまとめを書く。
＜生徒のまとめ例＞
・上昇気流によって空気は上昇する。空気が上昇すれば，空気中の水蒸
気は水滴となり雲となって見える。さらに，上空は大気圧が低いので，
空気が膨張して体積が大きくなる。以上のことから，雲は上空に向か
って発達する。
５

○雲が発達するときの雲の
変化を考えようとしてい
る。（ア②）
（行動観察・発表）

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章 ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，雲が発達するとき「なに」が「どのように」変化している
ことがわかりましたか。

【振り返りの例】
・今日は雲はなぜ上空に向かって発達するのか考えました。上空は気温が低いので，
空気中の水蒸気は水滴に変化しています。また，空気が上昇気流により上空にあ
がると，上空は大気圧が低いので，空気が膨張して体積が大きく変化することが
わかりました。

本時の学習
（１）本時の目標

雲が発生する条件を見いだし，雲のでき方を考える。
（２）本時の学習展開（７／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を収集・整理し，見通しをもつ。

・
「降水」という用語につ ◇「降水確率」など日常生活で使われる用語で
いて確認する。
あることに気付かせるとともに，冬の北日本
は「降水確率」が高いことから「降水」には
雨だけでなく雪も含まれていることを確認さ
せる。
・
「降水」をもたらすもの
について考える。
◇「降水」はすべて雲によってもたらされるこ
・雲のでき方について課
とを確認させる。
題意識を持つ。
◇雲が発達するには「温度」
「上昇気流」と「気
圧の変化」の３つが関係していることを確認
させる。
＜活用させたい知識（概念）＞
・空気中の水蒸気は露点に達すると水滴になる。
・空気の動きは「上昇気流」と「下降気流」がある。
・大気圧は上空ほど低く，空気は上昇すると膨張して体積が大きくなる。
２

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】雲のでき方を整理し，図で表そう。

３

課題に取り組む。

・ノートに雲のでき方の
条件を整理しながら図
で表す。
①空気のかたまりの上昇

◇空気のかたまりが熱せられると上昇すること
を押さえる。

②膨張して温度が下がる
③露点より低くなると空
気中の水蒸気の一部が
小さな水滴になる

◇空気は上昇するとまわりの気圧が低くなるた

○雲が発生する条件を見い

め膨張し，温度が下がることを押さえる。

だし，雲のでき方を考え，

◇水の状態変化と露点を関連付けさせて整理さ

自分の考えをまとめ表現

せる。

している。（イ②）
（発表・ノート）

④小さな水滴がさらに冷
やされると，氷の結晶

◆黒板にまとめてあることをノートに記述させ
る。

ができ始める
・雲のでき方を整理した
後，雲の粒の大きさと
降水について確認す

◇雲粒は空気中を動いているが，非常に小さい
ためほとんど落下しないことを押さえる。
◇小さな雲粒がたがいにぶつかって大きく成長

る。

し，雨や雪になることを押さえるとともに，
「降水」という用語について再確認させる。

４

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して
のまとめを書く。

５

＜生徒のまとめ例＞
・空気は上昇すると，まわりの気圧が低くなるため膨張する。そのため，
上昇する空気の温度は下がり，露点よりも低くなると，空気中の水蒸
気が小さな水滴や氷の結晶になる。これが雲のでき方である。

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章 ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
で記述する。 ＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，雲のでき方で自分の考えと違っていたところはどこですか。
また，自分はどのように考えていたか説明してください。
【振り返りの例】
・今日は雲のでき方を図で表しながら学習しました。僕は，雲は水滴だとばかり考
えていましたが，氷の結晶もあることがわかりました。確かに温度が下がり続け
ると，水滴は氷の結晶になるなと改めて思いました。

本時の学習
（１）本時の目標
太陽光のエネルギーがかかわりながら，地表付近の水が状態を変えて循環していることを理解する。
（２）本時の学習展開（８／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題意識もつ。

・水は固体，液体，気体
の状態で地球上に存在
していることを確認す
る。

◇テレビを使用し，実際の映像で地球上に存在
する氷（雪山，極地の氷），水（川，海，雲），
気体（空気中の水蒸気）のことを押さえる。

・目の前のペットボトル
の中の液体の水はいつ
からきたのか，そして
どこからきたのか考え
る。

◇ペットボトルの中の水は雲からの降水による
ところ（空間的な循環）と，恐竜も飲んだか
もしれないこと（時代的な循環）に気付かせ
る。

・水は地球が誕生したと
きから地球上を循環し
ていることに興味を持
つ。

◇いま目の前にある水は約 40 億歳であること
に気付かせるとともに，水は約 40 億年の間ど
のようにめぐっていたのか興味を持たせる。

２

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】地球上の水がどのように循環しているのか，図と言葉を使って説明してみよう。

３

課題に取り組み，交流する。

・地球上の水がどのよう
に循環しているか考
え，説明する。
①班で交流

◇授業の初めに提示した地球上に存在する水の
状態変化の映像を足場にさせ，地球上の水が
どのように循環しているのか考え，交流させ
る。また，班の意見を図と文章でノートに記
述させる。

②全体で交流

【②の「すべ」について】

全体交流の場では，自分
の考えと比較しながら同
じ所，違う所を意識し，
メモをとりながら聞く。

◇カラー実物投影機を使い，図をテレビ画面に

★授業のめあてに対して見

映し出させ，数名に大きな声で発表させる。

通しをもち，話し合いの

◇修正箇所は消しゴムを使わせず，友だちの意

なかで自分の意見と他人

友 という記号を使ってメモを取らせる。
見は○

の意見を比較したり，自

【②の「手立て」について】
全体交流するとき，自分の意
見と他の人との意見を比較
し，自己のものを修正させる。

分の意見を修正したりし
ている。
（コミュニケーション能力）

（行動観察，ノート）
・全体交流の後，地球上

◇地球上の水は状態変化を繰り返しながら循環

の水の循環について整

しており，この状態変化を引き起こす温度変

理する。

化のエネルギーは太陽光であることを押さえ
る。

４

本時のまとめをする。

・めあてに対してのまと
めを書く。

○太陽光のエネルギーがか
かわりながら，地表付近
の水が状態を変えて循環

＜生徒のまとめ例＞
・地球上の水は状態変化を繰り返しながら循環している。また，この循
環を支えているのは地球に届く太陽光のエネルギーである。

していることを理解し，
知識を身に付けている。
（エ②）
（行動観察，ノート）

５

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章 ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，仲間の意見を聞いてノートに付け加えた内容は何ですか。
また，なぜ付け加えたのかその理由も答えましょう。
【振り返りの例】
・今日は地球上の水がどのように循環しているのか学習しました。僕は，自分の書
いた図に太陽を付け加えました。なぜなら，水の状態変化を引き起こしているエ
ネルギーは太陽で，その太陽がぬけていたからです。
・今日は地球上の水がどのように循環しているのか学習しました。私は，自分の書
いた図に地下水を付け加えました。なぜなら，水の状態変化で地下水までは考え
ていなかったからです。

本時の学習
１）本時の目標

窓ガラスの結露のでき方を考え，その対策について自分の考えをまとめ，表現する。
（２）本時の学習展開（９／９）
学習活動

指導上の留意事項（◇）
◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導
の手立て

評価規準
教科（○）
「一中におけるコンピテンー」
（★）

（評価方法）

１

課題についての情報を収集・整理し，見通しをもつ。

・パフォーマンス課題と
実際の結露の様子とそ
の被害を確認する。

◇テレビを使用し，実際の映像で確認させ，結
露は人間の住まいに甚大な被害を与え，健康
を害する原因になることを押さえる。

・単元で学んできたこと
を想起する。

◇毎時間の授業で学んできたことを，生徒の振
り返りをもとに，発表させ，確認させる。

・今まで学習した内容を
使えば，課題が解決で
きるという見通しをも
つ。
２

＜活用させたい知識（概念）＞
・水は温度変化により，固体・液体・気体と姿・形を変えていき，状態変
化をする。
・空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わるときの温度を露点という。

本時のめあてを確認する。

・本時のめあてを書く。

◇本時のめあてを確実に書かせる。

【めあて】結露が生じる理由を説明し，それをもとに結露を防ぐ具体策を考えよう。

３

課題に取り組み，交流する。

・結露が生じる理由と，
結露を防ぐ具体策につ
いて考え，説明する。
①個人思考

◇今まで学習した内容をもとに考えさせ，ノー
トに記述させる。

○結露のでき方を考え，そ
の対策について自分の考
えをまとめ，表現してい

②班で交流

◆班で出た意見をノートに記述させる。
◇班の中での意見交流や全体交流の場での修正

る。
（イ④）

箇所は消しゴムを使わせず，友だちの意見は

（行動観察，ノート）

友 という記号を使ってメモを取らせる。
○

★授業のめあてに対して見
通しをもち，話し合いの

③全体交流
【②③の「すべ」について】

班の中での意見交流や全
体交流の場では，自分の
考えと比較しながら同じ
所，違う所を意識し，メ
モをとりながら聞く。

◇相手に伝わる大きな声で発表させる。
【②③の「手立て」について】
個人思考から班の中で意見
交流するとき，自分の意見と
他の人との意見を比較し，自
己のものを修正させる。

なかで自分の意見と他人
の意見を比較したり，自
分の意見を修正したりし
ている。
（コミュニケーション能力）

（行動観察，ノート）

・結露を防ぐ具体策につ
いて詳しく聞いてみた

◇結露を防ぐ具体策について「なぜ，そのよう
に考えたの。」などと切り返し発問をする。

い所は質問をする。
・全体交流の後，日常生

◇空気の入った窓ガラス用断熱シートや窓サッ

活で使われている結露

シに貼る結露防止用のテープなど，結露対策

対策グッズを紹介す

グッズの実物を確認させる。

る。
４

本時のまとめをする。

・本時のめあてに対して
のまとめを書く。

５

＜生徒のまとめ例＞
・窓ガラスに結露が生じる理由は，室外の冷たい空気がガラスを冷やし，
そのガラスによって室内の空気中の水蒸気が冷やされ，露点に達し，
飽和水蒸気量を超えてしまった分の水蒸気が液体の水滴となってガ
ラスの内側につくからです。結露を防ぐための具体策として「窓にシ
ートを貼る」「窓ガラスを二重にする」などの方法があります。なぜ
ならば，窓にシートを貼ったり，窓ガラスを二重にしたりすれば，室
内の空気が冷やされたガラスに接触することはなく，室内の空気中の
水蒸気が冷やされ，露点に達することを防ぐことができるからです。
・窓ガラスに結露が生じる理由は，外気の温度が窓ガラスを通して伝わ
り，室内の空気中に存在する気体の水蒸気が冷やされて，露点に達し，
飽和水蒸気量を超えてしまった分の水蒸気が液体の水滴となってガ
ラスの内側につくからです。結露を防ぐための具体策では「室内の湿
度を下げる」方法があります。

本時を振り返り，次時につなげる。

・本時の振り返りを文章 ◇本時の振り返りをノートに記述させる。
で記述する。
＜振り返りの問い＞
・今日の学習を通して，仲間の意見を聞いて変えたところはどこですか。また，な
ぜ変えたのかその理由も答えましょう。

【振り返りの例】
・今日は窓ガラスに結露の生じる理由と結露を防ぐ具体策について考えました。私
は「結露が生じる理由」のところで「露点」ということばをノートに書き加えま
した。その理由は，窓ガラスに結露が生じる説明をするのに「露点」ということ
ばが必要だし，私の説明文では抜けていたからです
・今日は窓ガラスに結露の生じる理由と結露を防ぐ具体策について考えました。僕
は「具体策」のところで「部屋の空気を冷たい窓に触れさせないためにシートを
貼れば結露が防げる」という意見をノートに書き加えました。僕は「窓ガラスを
二重にする」という具体策しか考えていなかったし，自分にはない考えだったの
でノートに書き加えました。

