
H30 ２ （２）

【誤答の原因】
よしこさんの予想を基にするのではなく、自分の学習
を通して獲得した知識を基にして実験結果を見通し
ている。

【予想される誤答例】 １

【正答】 ３

【指導のポイント】
・児童が問題に対して根拠のある予想や仮説を発想し、結果を見通した実験を
構想することの大切さを意識する。

・自分の考えが異なる友達の予想の内容を捉え、自分の構想と比較しながら
考えを深める対話的な活動を保証する。

H30 １ （２）

【誤答の原因】
鳥の翼と人の腕のつくりの共通点や差異点に
ついて、問題に対応した視点で分析することや、
たかしさんがまとめた情報から必要な情報を
選択することに課題がある。

【予想される誤答例】

１ 骨のかたさ
２ 骨の長さ
３ つばさやうでが
曲がる方向

【正答】 ３ 骨の数
５ 骨と骨のつなぎ目

【指導のポイント】
・理科の見方を働かせている児童の
姿を見取り、価値づける。
※本設問は「生命」領域であるので
「同じところは○○だね。」
「○○はつくりが違うね。」など、
多様性と共通性の視点からの発言や活動に対して、価値づけていく
ことが大切である。

・問われている問題に対して、対応する見方で分析することの大切さを
意識する。

【過去の関連問題】
全国学力・学習状況調査
平成２７年度 （２）

【過去の関連問題】
全国学力・学習状況調査
平成２７年度 （１）（２）

３

【本に書かれていた内容】

【たかしさんのまとめ】

２

【出題の趣旨】
土地の浸食について、予想が確かめられた場合に得られる結果を見通して実験を構想できる。

【出題の趣旨】
調べた結果について考察する際に、問題に対応した視点で分析できる。

外側の方が水の流れ
が速いから、曲がって
いるところの外側の
方がけずられて、内
側はたまると思うよ。

内側の方が水の流れ
が速いから、曲がっ
ているところの内側
の方がけずられて、
外側はたまると思うよ。

下流の方が水の流れ
が速いから、下流の
方がけずられて、上
流はたまると思うよ。

上流の方が水の流れ
が速いから、上流の
方がけずられて、上
流はたまると思うよ。

川を流れる水の速さは、川の上のほうか
ら下のほうへ流れてくほど速くなると思うか
ら、川の上のほうでは、川が曲がっている
ところの外側も内側もけずられると思うよ。

(2) よし子さんの予想が正しければ、アからエに
立てた棒は、どのようになると考えられますか。
下の １ から ４ までの中から１つ選んで、その
番号を書きましょう。

＜鳥のつばさと人の手やうでのつくり＞

同じところ
○つばさやうでのつけ根からのびる骨は１本で、その骨か
ら２本の骨がつながっている。

○鳥のつばさにも人のうでにも、つばさを折りたたんだりう
でを曲げたりすることができる骨と骨のつなぎ目がある。

ちがうところ
○骨の数は、鳥より人のほうが多い。
○骨と骨のつなぎ目の数は、鳥より人のほうが多い。

＜見方・考え方＞
見方：水の速さと量に着目する。
考え方：条件を制御しながら、上流と
下流、川の内側と外側の、水の速さ
と土地の変化を関係づけて考える。

【見方】
・骨の数 ・骨の長さ
・骨と骨のつなぎ目
・曲がる方向
・骨のかたさ等

【予想】
鳥は飛べるから人とつくりは似ていないと思う。

【まとめ】
人は指が細かく動くから、指の骨や関節がたくさ
んあって、手のつくりはちがうが、うでの骨はつけ
根が１本、そこから２つに分かれて
いて、似ているつくりもある。

【問題】
鳥のつばさと人の手やうでのつくりで、似ているところはあるのかな？

対応する見方で一貫した追究を！

【問題】

【たかしさんのまとめ】は、とりのつばさと人やうでのつくりに
ついて、どのようなことを比べてまとめたものですか。下の１
から５までの中から２つ選んで、その番号を書きましょう。
１ 骨のかたさ ２ 骨の長さ ３ 骨の数
４ つばさやうでが曲がる方向 ５ 骨と骨のつなぎ目

＜見方・考え方＞
見方：人と鳥の骨のつくりに着目する。
考え方：人と鳥の骨のつくりをそのはた
らきを予想しながら、共通点や差異点
を考える。

実験の構想

理科の見方を
生かした実験



・ ＋極からモーターを通って、
－極に流れる。

モーターをつないだ回路に
電気がどのように流れている
のか調べよう。

モーターをつないだ回路
には、+極から-極に向
かって、同じ大きさで電
気が流れている。

＜出題の趣旨＞実験結果から、電流の流れ方について、より妥当な考えに改善できる。H３０ ３ （３）

それぞれの予想が正しければ、検流
計の向きや大きさはどう動くでしょうか？

（関連）設問 ３ （２）

結果と予想とを比べてみましょう。

Point

それぞれの予想がどのような結果になるのかを
しっかりと見通す活動を取り入れましょう。

Point

一つ一つの考えを、結果を基にして検証することで、
「結果を見通した実験を構想する力」を高めることがで
きます。結果を検証する活動に時間をかけましょう。

導入 展開 終末

【電流に関する一連の授業における関連性】

ひろしさんたちは、左の図の
回路を流れる電気の流れ方に
ついて、予想したことを話し合い
ました。

より妥当な考えに改善する授業

Point

本時、児童が獲得した知識や学び
方を的確に見取りましょう。また、確
かめの（演示）実験を準備しましょう。

【予想される誤答の原因】
実験結果を予想と照らし合
わせて、より妥当な考えを判断
することに課題がある。

（大きさ）
・ モーターを通る前と後では同じ電気の大き
さになっている。
・ 電気はモーターで使われて減ったり、なく
なったりしないようだ。
（向き）
・ 電気は+極から、モーターを通って、-極ま
で回路を流れている。
・ モーターに向かって電気が流れていない。

まとめ

今日の学習について、大切
なことをまとめてみましょう。

検流計の向きと大きさに
気を付けて考えると、どの
考えがよいかわかりました。

私の予想した電流の向き
は合っていたけれど、電流の
大きさが違っていた。電気の
大きさはずっと変わらないこ
とが分かりました。

第３学年「電気の通り道」
例「乾電池の二つの極につないだ
回路ができると、電気が通り、豆
電球などが動作する。」
→ 豆電球等を用いて、電気が通
るとき通らない時を比較する中で、
差異点や共通点を基に、問題を見
いだす力を育成する。

第４学年「電流の働き」
例「乾電池の数やつなぎ方を変え
ると、電流の大きさや向きが変わり、
モーターの回り方が変わる。」
→ 電流の大きさと向きについて、
簡易検流計を用いながら、モーター
の回る速さや向きと関係付けなが
ら、根拠のある予想や仮説を発想
する力を育成する。

電流に関する内容は、３年生から６年生まで関連しています。その
中で、身につける力を系統立てて指導していくことが大切です。

電流の働き

【正答】 １
ひろしさんの予想と同じ考え

めあて

・ ＋極からモーターまで流れる
が、その先は電気は流れない。

針の向きも目盛りも検流計①と
②は同じだったから、わたしの
考えとは、ちがったみたいだね。
この結果から考え直すと、（ア）
になるね。

【話し合い】

【実験結果】

あやかさん

【問題】

あやかさんのことばの（ア）の
中にあてはまるものを、下の１か
ら４までの中から１つ選んで、そ
の番号を書きましょう。
１ ひろしさんの予想と同じ考え
２ やす子さんの予想と同じ考え
３ しんやさんの予想と同じ考え
４ ３人の予想とはちがう考え

【実験方法】

4人の予想から、検流計の向きや大き

さを考えると、検流計は下の図のように
動くね。

あやかさん

ひろしさん やす子さん

しんやさん

予想通りにならなかったのは、どの考えに
原因がありますか？

Point

単に正解だけを求めるのではなく、その他の予想も
含めて検証するようにしましょう。

やす子さんとあやかさんは、モーターを通った後、
電気の量が減ったりなくなったりすると考えたけれ
ど、変わっていないね。しんやさんは、モーターに
向かって電流が流れると考えたけれど、＋極から
－極に向かって電流は流れているね。

電池の向きを変えたら、
検流計の向きと大きさはど
うなると思いますか？

・ モーターを通る前と後は同
じ電気の大きさ。

・ モーターを通った後は、電
気が減る。

・ モーターを通った後は、電
気がなくなる。

・ モータに向かって、＋極と
－極から電気が流れる。

予想（向き） 予想（大きさ）

実験方法

＜見るところ＞検流計
1、針の向き
２、針のふれる大きさ

実験結果

1班 2班 3班 4班 5班 6班 7班

①大きさ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０

②大きさ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０ ３．０

①向き 右 右 右 右 右 右 右

②向き 右 右 右 右 右 右 右

考 察

電池の極を入れ
かえると、電気はど
のように流れるだろ
うか？

やっぱり、+極から-極に向かって、
同じ大きさに電気が流れている。

第５学年「電流がつくる磁力」
例「電磁石の強さは、電流の大き
さや導線の巻き数によって、変え
ることができる。」
→ 導線の巻き数を一定にして電
流の大きさを変えるなど、変える
条件と変えない条件を制御しなが
ら調べ、予想や仮説を基に、解決
の方法を発想する力を育成する。

第６学年「電気の利用」
例「電気はつくりだしたり、蓄えたり
することができる。」
→ 手回し発電機や光電池などを
使って発電したり、蓄電池に電気を
蓄えたりすることを多面的に調べ、
電気の量と関係について、より妥
当な考えをつくり出していく。

予想と照らし
合わせて

確かめよう

妥当な考えへの改善


