
単　　　元 観　　　点 評　価　項　目 時数

学びに向かう力，人間性等

思考力，判断力，表現力等

知識及び技能

　星のまとまりを星座ということを理解する。

学びに向かう力，人間性等

春の生き物の成長や活動について，すすんで
関わり，他者と関わりながら問題解決しようとす
るとともに，学んだことを学習や生活に生かそう
とする。

思考力，判断力，表現力等

春の生き物の成長や活動について，主に既習
の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や
仮説を発想し，表現するなどして問題解決す
る。

知識及び技能

春の生き物の成長や活動を理解するとともに，
器具などを正しく扱って観察を行い，得られた
結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

天気の様子について，すすんで関わり，他者と
関わりながら問題解決しようとするとともに，学
んだことを学習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

天気の様子について，主に既習の内容や生活
経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，
表現するなどして問題解決する。

知識及び技能

天気による気温の変化の違いを理解するとと
もに，器具などを正しく扱って観測を行い，得ら
れた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

人や他の動物について，すすんで関わり，他
者と関わりながら問題解決しようとするととも
に，学んだことを学習や生活に生かそうとす
る。

思考力，判断力，表現力等

　人や他の動物について，主に既習の内容や
生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を発
想し，表現するなどして問題解決する。

知識及び技能

体を動かす仕組みを理解するとともに，器具な
どを正しく扱って観察を行い，得られた結果を
わかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

電流のはたらきについて，すすんで関わり，他
者と関わりながら問題解決しようとするととも
に，学んだことを学習や生活に生かそうとす
る。

思考力，判断力，表現力等

電流のはたらきについて，主に既習の内容を
もとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現
するなどして問題解決する。
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知識及び技能

乾電池の数やつなぎ方と電流のはたらきとの
関係を理解するとともに，器具などを正しく扱っ
て実験やものづくりを行い，得られた結果をわ
かりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

夏の生き物の成長や活動について，すすんで
関わり，他者と関わりながら問題解決しようと
するとともに，学んだことを学習や生活に生か
そうとする。

思考力，判断力，表現力等

　夏の生き物の成長や活動と季節との関係に
ついて，主に既習の内容や生活経験をもとに
根拠のある予想や仮説を発想し，表現するな
どして問題解決する。

知識及び技能

　夏の生き物の成長や活動と季節との関係を
理解するとともに，器具などを正しく扱って観察
を行い，得られた結果をわかりやすく記録す
る。

学びに向かう力，人間性等

　夏の星について，すすんで関わり，他者と関
わりながら問題解決しようとするとともに，学ん
だことを学習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

夏の星について，主に既習の内容や生活経験
をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表現
するなどして問題解決する。

知識及び技能

　星の明るさや色の違いを理解するとともに，
器具などを正しく扱って観察を行い，得られた
結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

　雨水の行方と地面の様子について，すすん
で関わり，他者と関わりながら問題解決しよう
とするとともに，学んだことを学習や生活に生
かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

雨水の行方と地面の様子について，主に既習
の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や
仮説を発想し，表現するなどして問題解決す
る。

知識及び技能

雨水の流れ方や浸み込み方が違う要因を理
解するとともに，器具などを正しく扱って実験を
行い，得られた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

月の特徴について，すすんで関わり，他者と関
わりながら問題解決しようとするとともに，学ん
だことを学習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

　月の特徴について，主に既習の内容や生活
経験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，
表現するなどして問題解決する。

知識及び技能

　月の位置の変化を理解するとともに，器具な
どを正しく扱って観察を行い，得られた結果を
わかりやすく記録する。

　夏と生き物
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学びに向かう力，人間性等

空気や水の性質について，すすんで関わり，
他者と関わりながら問題解決しようとするととも
に，学んだことを学習や生活に生かそうとす
る。

思考力，判断力，表現力等

　空気や水の性質について，主に既習の内容
や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説を
発想し，表現するなどして問題解決する。

知識及び技能

　空気や水に力を加えたときの性質を理解す
るとともに，器具などを正しく扱って実験を行
い，得られた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

　秋の生き物の成長や活動と季節との関係に
ついて，すすんで関わり，他者と関わりながら
問題解決しようとするとともに，学んだことを学
習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

　秋の生き物の成長や活動と季節との関係に
ついて，主に既習の内容や生活経験をもとに
根拠のある予想や仮説を発想し，表現するな
どして問題解決する。

知識及び技能

秋の生き物の成長や活動と季節との関係を理
解するとともに，器具などを正しく扱って観察を
行い，得られた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

空気，水及び金属の性質について，すすんで
関わり，他者と関わりながら問題解決しようと
するとともに，学んだことを学習や生活に生か
そうとする。

思考力，判断力，表現力等

空気，水及び金属の性質について，主に既習
の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や
仮説を発想し，表現するなどして問題解決す
る。

知識及び技能

　物の温度による体積変化を理解するととも
に，器具などを正しく扱って実験を行い，得ら
れた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

金属，水及び空気の性質について，すすんで
関わり，他者と関わりながら問題解決しようと
するとともに，学んだことを学習や生活に生か
そうとする。

思考力，判断力，表現力等

金属，水及び空気の性質について，主に既習
の内容や生活経験をもとに根拠のある予想や
仮説を発想し，表現するなどして問題解決す
る。

知識及び技能

物のあたたまり方を理解するとともに，器具な
どを正しく扱って実験を行い，得られた結果を
わかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

星の特徴について，すすんで関わり，他者と関
わりながら問題解決しようとするとともに，学ん
だことを学習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

星の特徴について，主に既習の内容や生活経
験をもとに根拠のある予想や仮説を発想し，表
現するなどして問題解決する。冬の星 2

７　とじこめた
　　　空気や水
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知識及び技能

星の集まりの並び方や位置の変化を理解する
とともに，器具などを正しく扱って観察を行い，
得られた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

　冬の生き物の成長や活動と季節との関係に
ついて，すすんで関わり，他者と関わりながら
問題解決しようとするとともに，学んだことを学
習や生活に生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

冬の生き物の成長や活動と季節との関係につ
いて，主に既習の内容や生活経験をもとに根
拠のある予想や仮説を発想し，表現するなどし
て問題解決する。

知識及び技能

冬の生き物の成長や活動と季節との関係を理
解するとともに，器具などを正しく扱って観察を
行い，得られた結果をわかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

　自然界の水の様子について，すすんで関わ
り，他者と関わりながら問題解決しようとすると
ともに，学んだことを学習や生活に生かそうと
する。

思考力，判断力，表現力等

　自然界の水の様子について，主に既習の内
容や生活経験をもとに根拠のある予想や仮説
を発想し，表現するなどして問題解決する。

知識及び技能

　水の蒸発や結露を理解するとともに，器具な
どを正しく扱って実験を行い，得られた結果を
わかりやすく記録する。

学びに向かう力，人間性等

　１年間の生き物の成長や活動について，す
すんで関わり，他者と関わりながら問題解決し
ようとするとともに，学んだことを学習や生活に
生かそうとする。

思考力，判断力，表現力等

　１年間の生き物の成長や活動について，主
に既習の内容や生活経験をもとに根拠のある
予想や仮説を発想し，表現するなどして問題
解決する。

知識及び技能

　１年間の生き物の成長や活動と季節との関
係を理解するとともに，これまでに調べてきた
植物の成長や動物の活動について整理し，得
られた結果をわかりやすく記録する。

冬の星 2

冬と生き物 2

11　水のゆくえ 6

生き物の１年 3
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