
１　生物のくらしと季節
1　春のころ
＜春のようす＞

・春にさく花　…　レンゲソウ、タンポポ、スミレ、アブラナ、チューリップ、サクラなど

・よくみられる虫　…　ミツバチ、モンシロチョウ、アゲハチョウ、テントウムシなど

・春にたねをまく花　…　ヘチマ、アサガオなど

・カエル　…　たまごからかえり、オタマジャクシとなり水中で生活している。

・鳥　…　つばめ、カッコウなどが春になると南の国から日本にわたってくる。

ハクチョウ、ガン、カモなどが日本で冬をすごし北の国に帰っていく。

2　夏・秋のころ
＜夏のようす＞

・夏にさく花　…　ホウセンカ、ヒマワリ、アジサイ、アサガオ、サルスベリなど

・木に集まる虫　…　カブトムシ、クワガタ、カナブン、コガネムシ、セミなど

・花に集まる虫　…　モンシロチョウ、アゲハチョウ、スズメガ、ミツバチ、クマバチなど

※アブラゼミは 5～ 6年のあいだ地中でよう虫としてすごし、地上で羽化し成虫として１～ 2週間いきる。

＜秋のようす＞

・秋に葉が赤くなる植物　…　モミジ、カキ、サクラなど

・秋に葉が黄色くなる植物　…　イチョウ、ポプラ、ケヤキ、カラマツなど

・秋になく虫　…　コオロギ、キリギリス、スズムシ、クツワムシなど

・鳥　…　ツバメ、カッコウなどが秋になると日本をはなれ、南の国にわたる。

ハクチョウ、ガン、マガモなどが秋になると寒さをさけるために北の国から日

本にわたってくる。

3　冬のころ
＜冬のようす＞

植物の冬ごし

・種で冬をこす植物　…　ヘチマ、アサガオ、エノコログサなど

・地下のくきで冬をこす植物　…　ススキ、ユリ、ハス、ジャガイモ、グラ

ジオラスなど

・地下の根で冬をこす植物　…　サツマイモ、ダリア、キキョウ、キクなど

・ロゼットで冬をこす植物　…　ヒメジョオン、タンポポなど

※冬をこす植物が地面からの熱をにげにくくするため葉を地面にへばりつくような広げたすがたをロゼットという。

動物の冬ごし

・たまごで冬をこす虫　…　バッタ、コオロギ、カマキリなど

・よう虫で冬をこす虫　…　アブラゼミ、カブトムシなど

・さなぎで冬をこす虫　…　モンシロチョウ、アゲハチョウなど

・成虫で冬をこす虫　…　テントウムシ、ミツバチ、アリ、ハエなど

・冬
とうみん

眠をする動物　…　カエル、ヘビ、トカゲ、カタツムリ、コウモリ、ヤマネ、シマリス、ツキノワグマなど



2　豆電球とかん電池
1　回路図
・配線　…　電気が流れるように、豆電球やかん電池などを導

どうせん

線で

つなぐことを配線するという。

・回路　…　配線した時の電気の通り道を回路という。

・回路図　…　決められた記号（配線記号）を使って、配線のよう

すを表した図を、回路図という。

・電流　…　回路をながれる電気のことを電流という。電流には向

きがあり+極から－極に向かって流れる。

2　豆電球やかん電池のつなぎ方
＜豆電球の直列つなぎ＞

回路が 1つになるつなぎ方。2個の豆電球を直列につなぐと、1個

のときより暗くなる。豆電球がふえると、流れる電流が小さくなる

からである。豆電球が 1個でも切れると、回路がとぎれるので、他

の電球も消える。

＜豆電球のへい列つなぎ＞

回路が 2つ以上あるつなぎ方。2個の豆電球をへい列につなぐと、

1個のときと同じ明るさになる。どちらの回路にも 1個のときと同

じ大きさの電流が流れるからである。2つの回路に電流がながれる

ので、かん電池ははやく使えなくなる。1個の豆電球が切れても、

他の豆電球はついている。

＜かん電池の直列つなぎ＞

かん電池の+極とほかのかん電池の－極がつながるつなぎ方。2個

のかん電池をつなぐと電流の大きさが 1個のかん電池のときの 2倍

になるので、豆電球はかん電池 1個のときより明るくつく。かん電

池を 1個はずすと、回路がとぎれるので、豆電球は消える。

＜かん電池のへい列つなぎ＞

かん電池の+極どうし、－極どうしをまとめてつなぐつなぎ方。2

個のかん電池をつなぐとそれぞれのかん電池から半分ずつ電流が流

れるので、電球の明るさは 1個のかん電池のときと同じ明るさでつ

き、かん電池は長持ちする。かん電池を 1個外しても、別の回路が

できるので、豆電球はついている。



3　電流と光のはたらき
1　光電池
光電池は太陽電池ともいい、電たく、時計、街路灯、

人工えい星などに使われている。

＜光電池のはたらき＞

光電池に光をあてると、光電池で電気がつくられ、

回路に電流が流れるようになる。かん電池は使いつづ

けるとしだいにはたらきが弱くなっていくが、光電池

は光さえあればいつまでも使いつづけることができる。

＜光の強さと光電池＞

光電池にあてる光が強いほど、光電池のはたらきは大

きくなる。

＜光のあたる角度と光電池＞

光電池に光が直角にあたるようにすると、光電池にた

くさんの光があたるようになるので、光電池のはたら

きは大きくなる。

2　モーター
モーターは、電流のはたらきから物を動

かすはたらきを得るそうちで、ラジコン

カー、電動自転車などいろいろなものに

使われている。大きな電流が流れると、

モーターははやく回転し、ものをはやく

動かしたり、よりおおきなものを動かし

たりできる。また、電流の向きを反対に

すると、モーターの回転の向きも反対に

なる。



4　星と月の動き
1　星と星

せいざ

座
＜星の明るさ＞

地球から見える見かけの明るさによって 1等星から 6等星まで 6だん階に分かれている。もっとも明るくみえる約

20個の星の明るさを 1等星とし、肉
にくがん

眼でやっと見える星を 6等星としている。夜空で最も明るい恒
こうせい

星は、おおい

ぬ座のシリウスである。

＜星の色＞

オリオン座のリゲルは青白く、さそり座のアンタレスは赤くかがやいている。星のこのような色のちがいは、星の

表面温度によるものである。表面温度が高いほど青白く、温度が低くなるにつれて白、黄、だいだい、赤のように

色が変わる。

＜春の星座＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜夏の星座＞

＜秋の星座＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜冬の星座＞



2　月の動きと形
＜月の形の変化＞

月は自ら光を出しているのではなく、太陽の光を反しゃして光っている。地球は太陽の周りをまわっていて、月は

地球のまわりをまわっている。このため、太陽、地球、月の位置関係によって月の形が変わって見える。これを月

の満ち欠けという。新月から次の新月にかかる日数は約 30日できそく正しく変化する。月は太陽と同じように毎

日東の地平線から出て、南の空を通って西の地平線にしずむ。月が真南に来て高度がもっとも高くなった時を月の

南中という。

＜月の見え方＞

・新月　…　明け方でて、正午ごろ南中し、夕方しずむ。

昼間出ているので見えない。

・三日月　…　朝おそく出て、夜しずむ。そのため夕方

から西の空に見える。

・上げんの月　…　正午ごろでて夕方南中し、真夜中ご

ろしずむ。夕方南の空高く見えはじめ、真夜中に

西にしずむ。

・満月　…　夕方でて真夜中ごろ南中し、明け方しずむ。

そのため、一ばん中見える。

・下げんの月　…　真夜中ごろでて、明け方南中し、正午

ごろしずむ。真夜中東からのぼり、明け方南の空高

く見える。

30



5　ものの体積（かさ）と力・温度
1　空気と水の力
＜空気や水をおしちぢめる＞

・空気の場合　…　右の図でピストンをおすと空気はお

しちぢめられ小さくなる。おすのをやめるとピストンは

元にもどる。強い力でおすほど手ごたえは大きくなる。

空気の量をおおくすると、少ないときより大きく動く。

・水の場合　…　水に変えると、ピストンはほとんど動

かない。水はおしちぢめられない。

・水と空気を入れた場合　…　空気がおしちぢめられた分だけピストンが動く。

2　空気・水・金ぞくの温度と体積
＜空気や水を温める。冷やす。＞

・空気　…　空気の体積（かさ）は温めるとふえ、冷やすとへる性
せいしつ

質がある。温度がたか

くなるにつれて、きそく正しく体積がふえていく。

・水　…　水も温めると体積がふえ、冷やすと体積がへる。

※水の体積の変化は空気とちがいきそく正しくない。0～ 4℃までは温めると体積がへ

り、冷やすと体積がふえる。4～ 100℃までは温めると体積がふえ、冷やす

とへる。水の温度による体積の変化は空気より小さい。

＜金ぞく＞

・金ぞく　…　金ぞくも温めると体積がふえ、冷やすと体積がへるが、その変化は空気や水にくらべてとても小さい。

＜金ぞくの体積の変化＞

金ぞくの体積の変化は、金ぞく球ぼうちょう試験器でたしかめることができる。金

ぞく球ぼうちょう試験器は、ふつうの温度では、金ぞく球はＡの輪を通るが、Ｂの

輪は通らないようになっている。

①金ぞく球を熱すると、通っていたＡの輪を通らなくなる。金ぞく球を冷やすと、

ふたたび通るようになる。このことから金ぞく球を熱すると、金ぞく球の体積がふ

え、冷えると体積がへることが分かる。

②Ｂの輪を熱すると、通らなかった金ぞく球が通るようになり、輪を冷やすとふたたび通らなくなる。輪を熱すると、

ふくらむからである。この時内側の直径も外側の直径も大きくなり、あつみもふえる。

金ぞく球ぼうちょう試験器

金ぞく球を熱したとき Ｂの輪を熱したとき



6　もののあたたまり方
1　金

きんぞく

属のあたたまり方
＜金属のぼうを熱する＞

・金属のぼうのはしの部分を熱すると、熱した部分から

近い方から順にロウがとけてマッチのじくが落ちる。ぼう

をかたむけても、同じように熱した部分から近い方から

マッチが落ちる。このように、熱は、熱した部分から順に

遠くに向かって伝わっていく。

＜金属の板を熱する＞

・金属の板の一面にロウをぬり、板の中心やはしを熱す

ると、ロウは熱した部分を中心に円をえがくようにとけて

いく。板の場合も熱は熱した部分から順に遠くに向かって

伝わっていく。

≪このように熱がものの中を温度の高いほうから低い方へ順に伝わっていく伝わり方を、熱の伝
でんどう

導という。≫

2　水や空気のあたたまり方
＜水のあたたまり方＞

・水に熱を加えると温度差が生まれ、温められた水は軽く

なって上に上がり、冷たくて重い水が下に動く。これがく

り返されて全体があたたまる。このような熱の伝わり方を

対流という。

＜空気のあたたまり方＞

・空気も水と同じように下の方をあたためられると体積がふえて上に動く。代わりに冷たく重い空気が下がってくる。

この対流により全体があたたまる。

3　太陽の熱の伝わり方
太陽の光にあたるとあたたかいのは、太陽の光がものに当たってすい取られ

ると、熱になってものをあたためるからである。このときの熱を放しゃ熱と

いう。伝導や対流によって熱が伝わるには、熱を伝えるものが必要だが、放

しゃは空気のないところでも伝わっていく。

・熱の反しゃ　…　放しゃ熱は金ぞくや鏡、白い色をしたものに当たると反

しゃする。そのためこれらのものはあたたまりにくく、熱が伝わりにくい。

・熱の吸
きゅうしゅう

収　…　放しゃ熱は黒いものに当たると吸収されやすい。そのため

黒いものはあたたまりやすい。



7　氷・水・水じょう気
1　水をあたためたときの温度変化
＜水の 3つのすがた＞
・じょう発　…　水が水じょう気になり空気中に出ていくことをじょう発と

いう。

・水じょう気　…　水が気体にすがたを変えたもの

・ふっとう　…　なべに水をいれて火にかけるとやがて底のほうから大きな

あわがでてきてはげしくわきたつ。このように水がわきたつことをふっとう

という。

＜ふっとうの様子＞

①水が動く様子が見られ、水中から小さなあわが出てくる。この

あわは水にとけきれなくなった空気が出てきたものである。

②大きなあわがそこのほうから出てきて水がへってくる。このあ

わは、水が水じょう気に変わったものである。

⑤ゆげがさかんにでてくる。

⑥はげしくわきたつ。（ふっとうする）

＜ゆげと水じょう気＞

Ａの部分は水じょう気なので見えない。Ｂのしろいけむりのよう

なものは、水じょう気がまわりの空気にひやされて小さな水のつ

ぶになり、それが集まったものでゆげという。ゆげは気体ではな

い。Ｃの部分はゆげがじょう発して水じょう気になり、ふたたび

見えなくなる

＜ふっとうする温度＞

水を熱するとだんだん温度が上がり、100℃でふっとうし始める。そのあと熱し続けてもふっとうしている間は

100℃以上にはならない。これは水がふっとうしているとき、くわえられた熱は水を水じょう気にかえるために使

われているからである。

2　水を冷やしたときの温度変化
水を冷やしていくと温度はだんだん下がり、0℃でこおりはじめる。

全体がこおるまで 0℃のままであるが、全体がこおってしまうとふ

たたび温度が下がりはじめる。水がこおっている間温度が 0℃のま

ま下がらないのは、水がこおるときに熱を出しているからである。



3　水のじょうたい変化
＜水のじょうたい変化＞

水は温度によって水じょう気、水、氷とすがたを変える。水を熱して水じょう気になると体積は約 1700倍になる。

水を冷やして氷になると体積は約 1.1倍になる。このように水がすがたを変えると、体積は変わるが、重さはかわ

らない。

＜気体、えき体、固体＞

・気体　…　水じょう気や空気のように決まった形のないものを気体という。気体は、おしちぢめることができ（体

積が変わり）、自由に形を変えることができる。

・えき体　…　水やアルコールのように、おしちぢめたりすることはできない（体積は決まっている）が、形が自

由に変わるものをえき体という。えき体はどんな入れ物にも入れることができる。

・固体　…　氷や鉄などのように、かたく、体積が決まっていて、力を加えないと形の変わらない物を固体という。

≪水以外のものも、気体、えき体、固体という 3つのすがたをもち、水と同じように熱したり冷やしたりすること

によってすがたを変える。ふつうは熱を加えると、固体→えき体→気体とすがたをかえる。≫



8　水のゆくえ
1　水のゆくえ
＜水のじょう発＞

水はふっとうしなくても自然にじょう発していく。せんたく物がかわいた

り、道路の水たまりがいつの間にか消えてしまうのは、水がじょう発して

空気中に出ていくからである。

＜空気中の水じょう気＞

コップに氷水を入れておくと、やがてコップの外側に水てきがつく。これ

は空気中の水じょう気が氷水によって冷やされ、水てきに変わったもので

ある。このことから、空気中には水じょう気がふくまれていることが分か

る。空気中にふくむことのできる水じょう気の量は、気温によって決まっ

ている。気温が高いほど多く、低いほど少なくなる。この空気中のしめり

具合をしつ度という。しつ度が低いほど空気はかんそうしていて、水は

じょう発しやすくなる。

＜雲・雨・雪＞

水じょう気をふくんだあたたかい空気が上しょうして冷や

され、水じょう気が小さい水や氷のつぶになってうかんで

いるものが雲である。雲を作っている水や氷のつぶは、と

ても小さいので、空中にうかんでいることができる。また

空気中の水じょう気が地面の近くで冷やされて、とてもち

いさな水てきになり、地上付近にういているものがきりで

ある。雲をつくっている水や氷のつぶがくっついて大きく

なり、上空にうかんでいることができなくなって落ちてくるものが雨や雪である。

2　川や地下水
＜自然の中の水のじゅんかん＞

海や地上の水は、太陽の熱によって温められてじょう発し、水じょう気となって空気中にたくわえられる。空気中

の水じょう気は雲をつくり、雨をふらせる。地上にふった雨は地下水や川になり、やがて海へとそそぐ。このよう

に地球上の水は太陽の熱によって、海、空気中、地上を、「水→水じょう気→雲→雨」のようにすがたを変えてじゅ

んかんしている。



9　天気と気温の変化
1　気温や地温のはかり方
＜気温のはかり方＞

気温は風通しの良い日かげで、温度計を地面から 1.2～ 1.5ⅿの高さに持って

はかる。

近くに日かげがないときは、直しゃ日光があたらないように、温度計におおい

をしてはかる。

＜地温（地面の温度）のはかり方＞

地温をはかるときは、右図のように温度計をななめにかたむけてささえ、直

しゃ日光が当たらないようにおおいをして、球部（えきだめ）にうすく土を

かけてはかる。

2　百葉箱
空気の温度は、地面のようすや地面からのたかさなどでちがう。そこで、各地

ではかった温度をくらべるためには、同じ条
じょうけん

件ではかる必要がある。そのため

につくられたものが百葉箱である。

百葉箱は、気温などをはかるのに都合がいいようにいろいろな工夫がされてい

る。（右図）

百葉箱の中には、温度計、自記温度計（気温の変化をグラフで記録する温度

計）、かんしつ球しつ度計（空気のしめり気をはかる器具）などが入っている。

3　太陽の高さと気温・地温
＜地面や空気のあたたまり方＞

太陽からの光（熱）は、空気など光を通すものは温めないで、地面など光を

通さないものがあると、そのものを直せつ温める。このような熱の伝わり方

を放しゃという。太陽によって温められた地面は、次に空気をあたためてい

き、気温が上がっていく。

＜天気と 1日の気温の変化＞
晴れの日の 1日の気温の変わり方は太陽の高さと地面の温度が関係してい

る。太陽は東の方から上り、南の空で最も高くなり、西の方へしずむ。太

陽が高いほど、地面に日光がよくあたり、地面が温められる。太陽が最も

高くなる正午ごろに地面が受ける太陽の熱の量が最も多くなる。そのあと

午後 1時ごろに地面の温度はもっともたかくなる。空気は地面によって温

められるので、あたたまるまでに時間がかかる。そのため気温は午後 2時

ごろに最も高くなる。その後は太陽の高さが低くなるので気温も下がる。

太陽がしずむと地面が温められないため、地面の温度も気温もさらに下が

る。気温が最低になるのは、太陽がのぼる直前（日の出前）である。

くもりや雨の日は、太陽が雲によってさえぎられるので、晴れの日より地

温や気温の変化が小さくなる。



10　からだのつくりと動き
1　骨

ほね

のはたらきとつながり方
＜骨のはたらき＞

人の体には、200個以上の骨が集まり、骨組みを作ってささえている。この骨組みの

ことを骨
こっかく

格という。

体の中にある骨は、その種類によって、いろいろなはたらきをしている。

・体をささえる　…　背
せぼね

骨や足の骨などが中心となって体をささえている。

・内
ないぞう

臓を守る　…　頭
とうこつ

骨は脳
のう

、胸
きょうこつ

骨や肋
ろっこつ

骨は心
しんぞう

臓や肺
はい

、骨
こつばん

盤は腸を守っている。

・体を動かす　…　手や足の骨は筋
きんにく

肉とつながっている。骨そのものは動かせない

が、筋肉を動かすことによって骨もいっしょに動き、体を動かすことができる。

・血
けつえき

液を作る　…　大
だいたいこつ

腿骨や胸骨などの中（骨
こつずい

髄）では、血えきの一部が作られている。

＜骨のつながり方＞

骨のつながり方は、次の 3つに大きくわけられる。

・ほう合　…　頭骨などはしの部分がギザギザになっている骨がしっかりとか

み合ってつながっているもの。強い力がはたらいても動かない。

・なん骨接
せつごう

合　…　背骨、胸骨など骨と骨の間になん骨（にかわ質
しつ

を多くふく

んだやわらかい骨）がはさまったようなつながり方をなん骨接合といい、背骨

のように少し動かすことができる。

・関節　…　指の骨、ひじやひざの骨などきまった方向に曲げのばしをする

ことができる部分の骨のつながり方。

2　筋肉と体の動き
＜筋肉＞

人の体にはいろいろな筋肉があり体の場所によって大きさや形がちがう。そのうち骨についていて、体を動かすは

たらきをする筋肉を骨
こっかくきん

格筋という。骨格筋は自分の考え（脳の命令）によって自由にうごかすことができるがつか

れやすい筋肉である。また心臓や肺、腸などのように内
ないぞう

蔵を作っている筋肉を内臓筋という。内臓筋は自由に動か

したり、動きを止めたりできないが、つかれにくい筋肉である。

＜体が動くしくみ＞

・けん　…　筋肉の先にあり、骨とつながっている部分をけんという。

※アキレスけん　…　ふくらはぎとかかとの骨をつなぐけん。けんのなかでもっとも太く大きい。

＜腕をのばすときと曲げるとき＞

うでをのばすと、うでの内側の筋肉はのびていて、うでの外側の

筋肉はちぢんでいる。うでを曲げると、うでの内側の筋肉はちぢ

み、うでの外側の筋肉はのびる。筋肉ののびちぢみする様子は、

自分のうでを曲げたりのばしたりすることでたしかめることがで

きる。

≪人の体にはたくさんの骨や筋肉があり、筋肉がのびたりちぢんだりすることで、体を動かすことができる。≫


