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神奈川県立総合教育センター長期研究員研究報告11:19～24.2013 

 

小学校理科における 

問題解決の能力を育成する指導の在り方 

－ 仮説を立てることに重点をおいた授業づくりを通して － 

 

成 瀬 直 美１ 

 小学校理科の学習指導要領解説に、比較する、関係付ける、条件に目を向ける、推論する、という各学年で中

心的に育成する問題解決の能力が示されている。本研究では、それらの能力を育成するために、見通しをもって

学習に取り組むことが重要と考え、仮説を立てることに重点をおいた授業づくりを行った。その結果、観察・実

験の計画や実施に主体的に取り組む姿が見られ、問題解決の能力の育成に有効であることが確かめられた。 

 

はじめに 

 

 平成20年３月に告示された小学校学習指導要領にお

いて、理科の目標は「自然に親しみ，見通しをもって

観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然を愛す

る心情を育てるとともに，自然の事物・現象について

の実感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を

養う。」とある。 
今まで実践してきた授業を振り返ると、身近な自然

の事象を教材として活用することや、できるだけ実物

に触れさせること、導入を工夫することにより、児童

は自然の事象への興味・関心を高め、問題を見いだす

ことはできるようになってきている。しかし、観察、

実験に興味・関心をもち、指示した通りに取り組むこ

とはできても、主体的に取り組むまでには至っていな

かった。この課題を改善したいと考え、仮説を立てる

ことに重点をおいた授業づくりを通して、問題解決の

能力を育成することとした。 
 

研究の内容 

 

１ 研究の構想 

(1)問題解決の過程 

小学校学習指導要領解説理科編に問題解決の能力の

育成について次のように述べられている。「児童が自

然の事物・現象に親しむ中で興味・関心をもち，そこ

から問題を見いだし，予想や仮説の基に観察，実験な

どを行い，結果を整理し，相互に話し合う中から結論

として科学的な見方や考え方をもつようになる過程が 
問題解決の過程として考えられる。このような過程の

中で，問題解決の能力が育成される」（文部科学省 2008 
p.８）とある。問題解決の過程の中で大切な活動の一

つである観察、実験に主体的に取り組ませることで、 

 
問題解決の能力を育てることにつながると考える。 
(2)見通しをもつことと主体的な取り組み 

児童が主体的に観察、実験に取り組むためには、見

通しをもつことが重要であると考える。小学校学習指

導要領解説理科編では、「『見通しをもつ』とは，児

童が自然に親しむことによって見いだした問題に対し

て，予想や仮説をもち，それらを基にして観察，実験

などの計画や方法を工夫して考えること」また、「『見

通し』は，児童自らが発想したものであるため，観察，

実験が意欲的なものになる」（文部科学省 2008 p.７）

とある。見通しをもつことで、児童は興味・関心を高

め、自分の考えが正しいのか確かめたい、という意欲

を喚起し、主体的に観察、実験に取り組むようになる

と期待できる。 

(3)仮説を立てること 

仮説とは、広辞苑(2008)に「自然科学その他で、一

定の現象を統一的に説明しうるように設けた仮定。」

と書かれている。一般的に、仮説を立てるとはこのよ

うな仮定をつくることである。本研究では、予想から

結果を得るまでの活動を分けずにとらえさせるため、

予想・計画・実施・結果の一連の活動を「仮説を立て

ること」と定義した。４つを一まとまりに意識するこ

とで、実験の結果までを見通して、活動に取り組むこ

とができると考える。 

児童は予想する時、既習知識や日常生活の経験を基

に、結果を予測する。計画する時、予想の根拠を基に、

どのような方法で確かめられるかを考える。そして、

計画を実施しながら、予想や計画を振り返る。結果を

得た後、予想を検証するだけでなく、計画や実施につ

いても振り返る。予想・計画・実施・結果は相互に関

連しており、それらが一連の活動であると意識させる

ことは、主体的な取り組みになり、問題解決の能力の

育成につながると考える。 

(4)問題解決の能力 

 小学校学習指導要領解説理科編では、学年ごとに中

心的に育成する問題解決の能力が示されている。第３
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学年では、身近な自然の事物・現象を比較しながら調

べること、第４学年では、自然の事物・現象を働きや

時間などと関係付けながら調べること、第５学年では、

自然の事物・現象の変化や働きをそれらに関わる条件

に目を向けながら調べること、第６学年では、自然の

事物・現象についての要因や規則性、関係を推論しな

がら調べることである。また、これらの問題解決の能

力は、その学年で中心的に育成するもので、下の学年

の問題解決の能力は、上の学年の問題解決の能力の基

盤となるものであるとも示されている。 

本研究では、比較する、関係付ける、条件に目を向

ける、推論する、という４つの問題解決の能力に着目

し、「仮説を立てること」の一連の活動の中で育て、伸

長できるよう、計画的に取り入れることとした。 

(5)研究仮説 

「仮説を立てること」と問題解決の能力の育成との

関係を研究構想図（第１図）に示す。 
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第１図 研究構想図     

本研究では、「仮説を立てること」に重点をおいて 
指導することで、児童は活動に見通しをもち、主体的

に予想から結果を得るまでの活動に取り組むと考える。

それらの活動を通して、問題解決の能力を育成するこ

とが期待できると考えた。 

(6)研究の手立て 

所属校の児童を対象に、観察や実験等の活動に関す

る意識調査を検証授業の前に実施した。この調査結果

から、予想の根拠や予想を確かめる計画をあまり考え

たことがない傾向が見られた。 
そこで、指導計画の作成にあたり、仮説を立てる順

序を示し、どの児童も自信をもって取り組み、４つの

問題解決の能力を使えるよう配慮した。具体的には、

次のような手立てを行った。仮説を立てる前に、既習

知識や日常生活の経験を思い出すことができるような

情報を提示すること。予想から結果までの流れを見通

すようなワークシートを作成すること。児童が友達の

意見を参考にし、考えを深めたり、広げたりできるよ

うに、グループ活動を取り入れること。問題解決の能

力を意識して使うために、「仮説を立てること」を単元

の中で繰り返し行うこと等である。 
 

２ 検証授業 

(1)検証授業の概要 

 検証授業は、平塚市立松延小学校第５学年の３クラ

ス（83名）を対象に、単元「もののとけ方」で行った。

本単元は全14時間扱いとした。 

(2)単元の指導計画 

 単元の目標は「物を水に溶かし、水の温度や量によ

る溶け方の違いを調べ、物の溶け方の規則性について

考えをもつことができるようにする」である。本単元

では、水溶液の定義を理解できるように、水に物を入

れて観察する時間を設けた。 

単元の指導計画を第２図に示す。なお、矢印は内容

関連を表している。 

仮説を立てる活動

を仮説１から仮説４

までと計画した。予想

の根拠を考え、それを

基に計画する時、計画

を実施して結果を得

る時は４つの問題解

決の能力を意識し使

う機会なので、予想・

計画・実施・結果とい

う仮説を立てる活動

を繰り返し位置付け

た。 

 第２図 単元の指導計画  仮説を立てることは 

次のような活動の流れで行った。問題を提示した後、

情報の提示を行って、思考を促した。発問に対し、各

自で予想や計画をし、ワークシートに文章や図で記入

した。その後、各自の予想や計画をグループで話し合

い、決まったことをグループのワークシートに記入し

た。学級でグループの計画を発表し、もう一度計画を

見直した。そしてグループで計画を実施し、結果をグ

ループでまとめた。考察は各自で行い、学級で話し合

い、結論を導いた。 

次に、各仮説を立てる際に児童に示した発問を第１

表に示す。 

第１表 各仮説を立てる際に示した発問 

仮説１

の発問 
食塩、砂糖、ミョウバンは溶ける量に限度はあ

るのだろうか。 

仮説２

の発問 

前時の実験で、食塩は水に溶けると見えなくな

った。食塩はなくなってしまったのだろうか。 

仮説３

の発問 

食塩とミョウバンは、水に溶ける量を増やすこ

とはできるのだろうか。 

仮説４

の発問 

水溶液の中に溶けている物は取り出すことがで

きるのだろうか。 
これらの発問は、児童がもつであろう疑問や、児童

が知りたい、調べたいと思うこと等を考慮して作成し

た。発問の順番は、児童が仮説を立てやすいように、
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単元の流れに沿って決めた。 

(3)検証授業の展開と結果 

【導入と観察】第 1・２時 

単元の導入では、まず試験管に透明なミョウバンの

飽和水溶液を入れ、ミョウバンが少しずつ析出してい

く様子を見せた。児童はこの現象を見て、本単元に興

味・関心をもち、最後にこの現象が説明できるように

なりたいという意欲をもつことができた。 

次に、児童にとって身近な物であり、水に入れた時

に透明か、濁っているかが見分けやすい物を教材とし

て選び、水に入れて観察させた。選んだ教材は、食塩、

コーヒーシュガー、みそ、ミョウバン、小麦粉である。

食塩、コーヒーシュガー、ミョウバンを水に溶かした

物は透明であり、みそと小麦粉は水に入れると濁って、

粒が下に沈む。様子を観察し、各自で記録した時は、

溶けたか、溶けないかの意見が分かれた。しかし、グ

ループで話し合うことで、食塩、ミョウバン、コーヒ

ーシュガーは水に溶けるが、小麦粉とみそは水に溶け

ない、という意見が全てのグループで得られた。児童

は、溶ける物と溶けない物の判断ができるようになり、

水の中で物が全体に広がり、透明になった液が水溶液

であるということを理解した。 

また、５つの同じ容器にそれぞれ100mLの水を入れ、

スプーンすり切り1杯ずつ５つの物を入れ、条件を一定

にすることで、問題解決の能力の一つである、条件に

目を向けることを意識できた。 

【仮説１】第３～６時 

仮説１では、「食塩、砂糖、ミョウバンは溶ける量に

限度はあるのだろうか」という発問をした。本時は前

時の内容を思い出させ、水の量や物の量に目を向けさ

せるようにし、溶ける量に限度はあるのかを考えさせ

た。仮説を立てる前に、海水に溶けている食塩の量と

市販のジュースに入っている砂糖の量を情報として提

示した。情報を提示することで思考を促し、児童は根

拠のある予想をすることができた。 

仮説を立てる時にワークシートを使うことで、児童

は「仮説を立てること」の流れが分かり、結果を予想

していた。そして予想した後、第１・２時の観察で使

用したワークシートを参考にし、どの児童も計画をす

ることができた。計画の際に、準備する物、方法(文章

と図での記載)のどこから記入してもよいとしたので、

各自で欄を選んで取り組んでいた。 

ここでは、水に溶けやすく、市販のジュース等に入

っていて、児童にとって身近である砂糖を扱ったため

か、児童の多くは溶ける量に限度がないと予想した。

しかし、砂糖も100ｍLの水にスプーン90杯以上を入れ

ると、溶け残りができるという結果から、児童は一定

量の水に溶ける量には限度があることを理解すること

ができた。また、児童は砂糖を食塩やミョウバンと比

較することにより、物によって溶け方が違うことにも

気が付いた。 

【仮説２】第７・８時 

仮説２では、「前時の実験で、食塩は水に溶けると

見えなくなった。食塩はなくなってしまったのだろう

か」という発問をした。100ｍLの水に食塩、ミョウバ

ン、砂糖を溶かし、飽和させた物を見せると、児童は

他の２つに比べて砂糖水の体積が大きいことに気が付

いた。また、第２時で扱ったコーヒーシュガーが溶け

た様子をもう一度見せたり、海での経験を思い出させ

たりした。児童にとって身近な事象を提示したことで、

根拠のある予想をし、それを確かめる計画をすること

ができた。重さを関係付けて計画するグループや、肉

眼で見えない物は虫めがねや顕微鏡で見えるという、

既習知識を関係付けて計画するグループがあった。虫

めがねや顕微鏡を使っても、液体が見えるだけで、食

塩は見えなかった。このグループの児童は他のグルー

プの結果を見ながら「次はもっと考えて計画をしよう」

と発言し、次の仮説への意欲を見せた。各グループの

実施結果を学級で共有し、各自で考察した。 

【仮説３】第９～11時 

仮説３では、「食塩とミョウバンは、水に溶ける量を

増やすことはできるのだろうか」という発問をした。砂

糖を湯に入れた経験やスポーツドリンクの粉を水に溶

かした経験等を思い出させ、溶ける量は水の量や温度

に関係があることに気付かせた。砂糖は水より湯に入

れた方が溶けやすいことやスポーツドリンクの粉は水

の量が少ないと味が濃く、水の量が多いと味が薄いこ

とから予想し、湯を使う計画や水を増やす計画等を考

えることができた。水の量について比較する計画をし

たグループと、水の温度で比較する計画をしたグルー

プがあったので、水の量と温度のそれぞれの結果をグ

ラフにし、学級全体で共有した後、各自で考察した。 

【仮説４】第12～14時 

仮説４では、「水溶液の中に溶けている物は取り出

すことができるのだろうか」という発問をした。児童

は、仮説２で水を蒸発させて食塩を取り出した経験や、

海水から塩を作るという知識に関係付けて、根拠のあ

る予想をし、水を蒸発させる計画をした。また、水の

量や温度を変えると溶ける量が変わるという仮説３で

得た知識から推論して考えることができた児童は、水

溶液を冷やして取り出す計画をした。計画がグループ

によって違うため、結果を学級で共有し、各自で考察

した。 

最後に学習のまとめとして、単元の導入で扱った、

ミョウバンが析出していく現象について、説明する文

章を書かせ、学習内容が理解できているかを確認した。 

 

３ 分析結果 

(1)検証授業における児童の変容 

仮説１で根拠を考えることができなかった児童が、
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仮説２、３、４と経るごとに、根拠のある予想をする

ようになった。仮説２、３で、既習知識や日常生活の

経験を関係付けて、仮説４では、自分のグループ以外

の計画や結果を参考にして、根拠のある予想をするこ

とができていた児童のワークシートの記述を示す。 

また、予想や計画についてグループで話し合うこと

は、自分の考えに自信をもつ機会や、友達の意見を参

考にする機会となったことが分かる記述を示す。 

グループ活動を取り入れることで、児童は考えを深

めたり、広げたりすることができた。 

さらに、グループの計画を発表し合うことで計画を

見直し、条件に目を向けたグループもあった。 

仮説１の計画を発表した時に、食塩、砂糖、ミョウ

バンをそれぞれ15杯まで入れると計画したグループに

「どうして15杯ですか」と質問する児童がいた。質問

されたグループの児童は、予想と計画を見直し、話し

合った。そして、15杯より前に限度になったら、そこ

で実験は終わり、15杯目も溶けてしまったら実験を続

けると決めた。 

次に、仮説１の第５・６時で計画を実施している授業

の様子を示す。（Ｔ：教師 Ｃ：児童） 

児童は教師の指示を待っている。準備に必要な物を

ワークシートに記載していても、全てが揃わないうち

に実施しているグループがあったので、個別に指導し

た。 

仮説３の第10・11時で計画を実施している授業の様

子は次のようである。 

児童はグループのワークシートを見ながら他の児童

と分担し、声をかけ合いながら協力する姿が見られる

ようになった。 

計画の実施についての児童の記述を示す。 

児童は自分で予想や結果を考えたことで、主体的に

計画を実施することができたと記述している。 

「仮説を立てること」を一連の活動としてとらえる

ことで、計画を実施して結果を得ながら、予想や計画

を振り返ることができていたグループもあった。 

仮説１で砂糖を限度まで溶かすことができなかった

グループが、「水の量を少なくしていればよかった」と

振り返り、仮説２や３では、水の量について、丁寧に

話し合って決めていた。また、仮説３で湯を使って調

べたグループは、温度が下がってきた時に他のグルー

プの様子を見て「お湯が冷めたから、ガスコンロを使

ってもいいですか」とガスコンロを取りに来ていた。

このように、児童は予想と違う結果を得たり、他のグ

ループの実験を見たりした時に、自分の予想や計画を

振り返っていた。 

(2)意識調査から見た児童の意識の変容 

検証授業の前後に行った意識調査では、10の問いに

対し、問１を除いて①そうしている②どちらかといえ

ばそうしている③どちらかといえばそうしていない④

そうしていない、の４つの中で当てはまる番号を答え

るように指示した。質問内容を第２表に示す。 

第２表 意識調査の内容 

＜仮説１＞食塩、さとう、ミョウバンはとける量に限

度はあると思う。 

＜仮説２＞食塩はなくなっていないと思う。このまえ

の実験で入れていくごとに水のかさがふえたから。 

＜仮説３＞水のとける量はかえられる。水の量をふや

すとジュースの味がうすくなるから。 

＜仮説４＞水溶液にとけているものは、とりだせる。べ

つのグループが、べつの実験でとりだしていたから。 

＜予想についての振り返りと感想＞ 

・あっているかわからなかったけど、自分の予想とち

ょっと、にている人がいたのでよかった。 

・予想や理由がわからなかった時は、一人の子にヒン

トをもらったりして書いていた。 

＜計画についての振り返りと感想＞ 

・実験方法はあまり分からなかった時に、グループの

人が考えていたので、よかった。 

・話し合うと、こういう方法もあるなど、自分では気

づかなかったことまで気づけた。いろいろな考えが

出てきておもしろい。 

＜授業記録＞ 

Ｔ：机の上の必要ない物はしまって、準備を始めま 

しょう。 

Ｔ：準備を始めましょう。 

Ｃ：さとうないよ。 

Ｔ：今出すからね。 

Ｔ：すり切り用のスプーンも持って行ってよ。 

Ｔ：準備できたら、始めて。 

＜授業記録＞ 

Ｔ：準備を始めましょう。 

Ｃ１：俺ミョウバン。 

Ｃ２：ビーカー取ってくる。 

Ｃ３：先生、お湯ください。 

＜振り返りと感想＞ 

・自分たちで考えて実験したから分かりやすかった。 

・実験では、自分から道具をもってきていた。 

問１ 問題を見いだしているか 

問２ 観察や実験が好きか 

問３ 結果を予想しているか 
問４ 予想の根拠を考えているか 
問５ 自分で計画をしているか 

問６ 主体的に実施しているか 

問７ グループで話し合って進めているか 

問８ 結果を基に考察しているか 

問９ 自分の考え等をグループの人と話し合っているか 

問 10 結果が予想と合わなかった時、その原因を調べた

いと思うか 
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問３から問６までは、「仮説を立てること」につい

ての質問、問７と問９はグループでの話し合いについ

ての質問、問８は考察についての質問である。それら

に対する意識の変容について示す（第３図）。なお、

検証授業前を事前、授業後を事後と表す。 
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   第３図 意識調査の結果 

問３から問６までの意識の変容を見ると、肯定的に

答えている児童数は、事後どれも増えている。「仮説

を立てること」に繰り返し取り組むことで、意欲的に

仮説を立てるようになった傾向が見られた。 

また、問７と問９に肯定的に答えた児童は、事後ど

ちらも増えている。各自で考えたことをグループで話

し合い、「仮説を立てること」に取り組んでいたこと

が分かる。 

第３図において、問６の事後に肯定的に答えている

児童64人が、予想や計画にどのように取り組んでいる

かを分析した（第４図）。 

  第４図 問６で肯定的に答えた児童の意識 

64人の児童のうち、問３に肯定的に答えた児童は55

人、問４に肯定的に答えた児童は47人、問５に肯定的

に答えた児童は55人であった。 

問６に肯定的に答えた児童のうち、問３、問５で

86％、問４で 73％が肯定的に回答していることから、

主体的に計画を実施している児童は、予想やその根拠、

計画を自分で考えている傾向にあることが分かった。 

「仮説を立てること」は、主体的に計画を実施する

ことに有効であることが確かめられた。 

また、第３図において、問８の事後に肯定的に答え 

ている児童63人が、「仮説を立てること」にどのように

取り組んでいるかを分析した。 

問８で肯定的に答えた児童のうち、約80％が問３か 

ら問６までについて、肯定的に答えている。このこと

から「仮説を立てること」は、考察への意欲につなが

っていると考えられる。第５図に示す。 

 

第５図 問８で肯定的に答えた児童の意識 

最後に、児童の探求心を調べるために、問10に「結 

果が予想と合わなかった時、その原因を調べたいと思

うか」という質問を入れた。問10で事後、肯定的に答

えた児童37人が、「仮説を立てること」と考察にどのよ

うに取り組んでいるかを分析した（第６図）。 

 

第６図 問10で肯定的に答えた児童の意識 

問10で肯定的に答えた児童のうち、80％以上が問３

から問６までについて、肯定的に答えている。問８の

「結果を基に考察しているか」についても、86％の児

童が肯定的に答えている。「仮説を立てること」は、児

童の探求心につながる傾向にあることが分かった。 

また、自分たちで計画し実施したことについて、児

童が振り返っていた記述を次に示す。 

グループで話し合って計画したことと、グループに

よって違う方法で結果を得たことが、考察への意欲に

つながったと考える。 

(3)問題解決の能力 

「仮説を立てること」で４つの問題解決の能力を意

＜計画し実施したことについての振り返りと感想＞ 

・みんな楽しそうな実験方法を考えていたので、楽

しみだった。 

・グループでそれぞれの実験方法で実験しているか

ら、いろいろな実験方法が見つかっていいと思う。 

＜仮説１＞食塩はとける量に限度はないと思う。なぜ

ならば、前にやった時はとけたから。 

さとうはとける量に限度はないと思う。なぜなら 

ば、ジュースに入っているから。 

ミョウバンはとける量に限度はないと思う。 

＜仮説４＞水溶液にとけているものは、とりだすこと

はできる。なぜならば、じょうはつさせれば水がへる

から、とけのこりがでてくる。 
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識し、身に付けている問題解決の能力を使って、予想

の根拠を記述していた児童の記述を示す。 

仮説１で、根拠を記述することができなかった児童

が、繰り返し「仮説を立てること」に取り組むことで、

仮説４では、条件に目を向けて比較した根拠を記述す

ることができるようになった。 

また、問題解決の能力を使って予想や計画をするこ

とができたかについて、全21グループのワークシート

を分析した（第７図）。 

 

第７図 グループのワークシートの記述 

第５学年で中心的に育成する問題解決の能力である、

条件に目を向けることを使って、予想や計画をするこ

とができていたグループは、21グループ中、仮説１で

13、仮説２で17、仮説３で17、仮説４で14であった。

仮説４では５つのグループが第６学年で中心的に育成

する問題解決の能力である、推論することを使って、

予想や計画をすることができた。 

仮説１では、第１・２時において食塩、砂糖、ミョ

ウバンが溶ける様子を比較して考えることから、条件

に目を向けることにつながった。仮説２では重さ等を、

仮説３では水の量や温度を関係付けて考え、予想や計

画をする時に条件に目を向けられるようになった。 

話し合った時に比較したり、関係付けたりすること

はできたが、条件に目を向けることができていなかっ

たグループも、学級で発表することで、他のグループ

の計画を参考に条件に目を向けた計画にすることがで

きた。 

このように、「仮説を立てること」に繰り返し取り

組んだことで、自分たちで問題解決の能力を使って、

予想や計画ができるようになったことが分かる。 

単元の最後に、単元の導入で行ったミョウバンが析

出していく現象の説明をワークシートに書かせた。３

人の児童の記述を示す。 

児童の記述には、本単元の学習内容である、物の溶

け方の規則性が書かれている。まだ不十分な記述もあ

ったが、他の児童も溶ける量や温度を関係付けること

や、条件をそろえて比較するという問題解決の能力を

使って説明することができていた。 

 

研究のまとめ 

 

予想・計画・実施・結果を、一連の活動としてとら

えさせ、仮説を立てさせたことで、児童は見通しをも

ち、主体的に予想を確かめる計画や実施に取り組むこ

とができるようになった。また、各自で考え、グルー

プで話し合い、そこで計画を深め、実施したことが、

結果を考察する意欲につながった。 

「仮説を立てること」を通して、比較する、関係付

ける、条件に目を向ける、推論する、という問題解決

の能力を獲得したり、高めたりする姿が見られた。 

 しかし、仮説を立てることは、時間の確保が必要と

なる。そのために、どの単元で取り組むのか、また指

導計画のどの部分で取り組むのかを考え、仮説を立て

る活動を年間指導計画に位置付けていくことが必要で

あるだろう。また、問題解決の能力は３年生から段階

的に育成していくことが必要であると改めて感じた。 

 

おわりに 

 

 研究を通して、問題解決の能力を育成することの重

要性と難しさを改めて実感した。本研究の成果と課題

を踏まえながら、今後も児童が主体的に問題解決に取 

り組めるように努めていきたい。 
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＜児童の記述＞ 

・何かを試験管の中に水といっしょにいれて水溶液

にして、氷で水の温度を下げると何かが出てくる。

キラキラしていたものはミョウバンだと思う。 

・試験管の中に水溶液が入っていて、氷水に試験管

を入れたら、水溶液にとけていた物が出てきた。

溶ける限度があるから出てきた。 

・ひやすととける量がかわるのでとけなくなったの

がでてきたと思う。 


