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7
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小学校6年　家庭科
「工夫しようさわやかな生活」打ち水のフシギ

プログラムのねらい

小
学
校
　
家
庭

６
年

C　快適な衣服と住まい
（1）　衣服の着用と手入れについて，次の事

項を指導する。
ア　衣服の働きがわかり，衣服に関心をもっ
て日常着の快適な着方を工夫できること。
イ　日常着の手入れが必要であることが分
かり，ボタン付けや洗濯ができること。

（2）　快適な住まい方について，次の事項を
指導する。

イ　季節の変化に合わせた生活の大切さが
分かり，快適な住まい方を工夫できること。

D　身近な消費生活と環境
（2）　環境に配慮した生活の工夫について，

次の事項を指導する。
ア　自分の生活と身近な環境とのかかわりに
気付き，物の使い方などを工夫できること。

　夏を快適に過ごすための昔からの知恵のひとつである打ち水
を通して，自分の生活を見つめなおすとともに，地球温暖化やヒ
ートアイランド現象といった環境問題に目を向け，自らの暮らしに
工夫を加えるきっかけとする。

プログラム活用の工夫
　打ち水の効果を調べることは，理科学習にもつながる。日向と日陰の温度を測る中で，打ち水は日向と日陰のどちらにすると
効果があるのか，時間帯はいつすると効果があるのかも試してみても良い。
　また，打ち水以外にもグリーンカーテンやよしずなど，身近に存在する涼み方について調査してみることもできる。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校6年　家庭科
「7 工夫しようさわやかな生活　③快適な夏の暮ら
しを実践しよう」で活用

プログラムの内容
　コンクリートやアスファルトに打ち水を行い，蒸発の様子や，そ
の後の冷え具合を体験する。

おすすめのポイント
　平成25年に，四万十市江川崎で国内最高気温を記録した。ま
た，福島第1原発の事故以降，節電の取組みが一層盛んになって
いる。
　「暑い高知の夏」を快適に，省エネで過ごす工夫を考えてみる。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・夏を健康で快適に過ごすための暮らし方を工夫しよう。

・衣服の着方と手入れの仕方を考え，手洗いで洗濯をしてみよう。

・自分にできる夏の暮らしの工夫を計画し，発表し合おう。

【関・意・態】
・衣服や住まい方に関心をもち,夏も日常
着を気持ちよく着たり，手入れをしたり身
の回りを快適に整えようとしたりしている。

【創】
・夏の衣生活，住生活を見直して課題を見
つけ，快適な住まい方や，気持ちのよい
着方，手入れの仕方について自分なりに
考えたり，工夫したりしている。

【技】
・手洗いを中心とした洗濯ができる。
【知・理】
・通風の仕方など自然を生かした夏の快適
な住まい方と，衣服を気持ちよく着るた
めの着方や手入れの仕方について基礎
的・基本的な知識を理解している。

指導計画一例

小学校
家庭科

配当時間

1

5

2
（本時）

学習のめあて 評価規準

6年 7 工夫しようさわやかな生活

教科書関連単元 ※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校6年　家庭科　「工夫しようさわやかな生活」 配当時間：8時間　　本時：8時/8時間

・暑いとき，涼しくするために
どんなことをするか話し合う。

・打ち水について説明を聞く。

・霧吹きで水を体に吹きかけ
てみて涼しく感じることを確
認する。
・グループ毎に打ち水をする
場所を決める。
・温度計の使用方法（観測方
法）について確認する。
・打ち水をする前に，その場所
の温度を計り，記録しておく。
・打ち水を行い，同じ場所で，
ふたたび温度を計り，記録
する。

・結果をまとめて，実験で気
付いたことや感想を話し合
う。

○暑いときの過ごし方の工夫について聞く。
○出てきた意見を「電気を使うもの」「電気を使わ
ないもの」に分類させる。
○気化熱について触れるとともに，風習としての意
味についても説明する。
○気温と変わらない温度の水を準備することで，水
の冷たさで，温度が下がるわけではないことを理
解させる。
○日向，日陰，地面（土，コンクリート）等比較できる
よう配慮する。
○観測の方法については事前の全体指導の中で徹
底する。
○節水の観点から，雨水をためておくなどの工夫を
する。
○１平方メートルあたり１リットルを目安に打ち水を
するよう指示をする。
○５分後，１０分後，１５分後と時間を追って変化を記
録させる。
●打ち水の効果に興味を示し，意欲的に活動に取り
組んでいる。【関・意・態】
○今後の家庭生活で実践できるよう，助言を加える。

温度計
霧吹き
バケツ
ひしゃく・ジョウロ
等

授業の展開

時　間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

小学校6年　家庭科「工夫しようさわやかな生活」

打ち水のフシギ
単元の中での活用

　季節の変化に合わせた生活の大切さが分かり快
適な住まい方を工夫できること。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

◆本時1時間

学習プログラム 環境学習プログラム集

使用教材等
１）温度計
２）霧吹き
３）バケツ
４）ひしゃく・ジョウロ等
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②2014.02.21　Ｉ

環境学習プログラム集環境学習プログラム集 資料編「打ち水のフシギ」ワークシート資料編「森林レスキュー隊」ワークシート　




