
- 1 -

第２学年理科学習指導案

日 時 平成２３年１１月４日 ２，３校時

対 象 ２年１組（男子１６名，女子２１名）

授業者 教諭 三浦 久佳

１ 単元名 「物質どうしの化学変化」

２ 単元の目標

（１）化合・酸化と還元に関する事物・現象に進んで関わり，それらを科学的に探究し

ようとするとともに，事象を日常生活との関わりで見ようとする。

（２）化合・酸化と還元に関する事物・現象の中に問題を見い出し，目的意識をもって

観察，実験などを行い，原子や分子のモデルと関連づけて自らの考えを導いたりま

とめたりして，表現している。

（３）化合・酸化と還元に関する観察・実験の基本操作を習得するとともに，観察・実

験の計画的な実施の仕方，結果の記録や整理などの仕方を身につけている。

（４）化合・酸化と還元についての基本的な概念について，知識を身につけている。

３ 生徒と単元

（１）生徒について

「理科の学習中，楽しいと感じるのはどんなときですか」というアンケートの結

果は下の表の通りである。

項 目 男 女 計

①課題に対する解決の方法や見通しを考えるとき ２ ３ ５

②観察・実験をしているとき １４ ２０ ３５

③観察・実験をもとに自分で考察しているとき ５ ２ ７

④グループで話し合いながら学習課題を解決しているとき １０ １１ ２１

⑤学習課題が解決したとき ９ １２ ２１

⑥自分の意見や考えを発表するとき ５ １ ６

⑦自分のペースで学習しているとき １１ １２ ２３

⑧先生や友達にていねいに教えてもらうとき １０ １２ ２２

この結果から，実験や観察をするのが楽しいと感じる生徒が多いことがわかる。し

かし，実験結果をもとに考察することや自分の意見や考えを発表することに楽しみを

感じている生徒は少ない。

また，実験結果ををまとめることと，それをもとに考察することとの間に明確な違

いがなく，思考が整理されずにごちゃごちゃになっている生徒が見られる。

日常の経験から，生徒は鉄がさびることで性質が変化したり，ものが燃えて違うも

のができたりする現象を知っている。しかし，それらの現象が原子や分子の結びつき

などから様々な化学変化が生じているといったように微視的にとらえてはいない。
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（２）単元について

生徒は，小学校でものが燃えるときには，空気中の酸素の一部が使われ，二酸化炭

素が発生することを学習している。また，中学校１年では，身の回りの物質や気体に

ついての実験を行い，物質の性質や状態変化について学習している。

本単元では，化学変化の概念を学ぶとともに，化学現象を原子・分子のモデルで考

えることをねらいとしている。そのために，状態変化との比較がしやすい熱による分

解から導入し，原子・分子の粒子概念によって化学変化と状態変化のちがいをとらえ

させるようになっている。さらに，はやい段階から原子・分子のモデルや原子の記号

を提示し，微視的な概念と巨視的な化学現象との関連をはかり，化学変化の量的規則

性から微視的な考えが検証できるように構成されている。

（３）指導について

化学変化の現象は身の回りによく見られる現象であるにも関わらず，そのしくみに

ついて微視的な見方をもって説明することがなかなか難しい。そこで，たくさんの実

験を行い，その現象をモデルを使って説明するなどして，目に見えない原子や分子を

イメージしやすいように工夫することで，粒子的なとらえ方ができるようにしたい。

また，問題解決的な学習スタイルを取り入れることで，様々な疑問をもたせ，それ

を解決するための実験を行い，そこから導き出されることを自分の言葉で表現したり，

考えを整理したりして発表することで，思考力や表現力を高めさせたい。

さらには，単元の中に２時間続きの時間を設定し，実験の時間をしっかり保証し，

実験の結果を分析し，解釈するための思考や表現をする時間も十分確保した授業を行

いたい。また，２時間続きにすることで実験とその後の思考の時間を連続的に行い，

実験について高いイメージをもったまま考察に取り組ませたい。

４ 研究主題具現化の手立て

全校研究主題：よりよい生き方を求めて自ら学び共に高め合う生徒の育成

～確かな思考に基づいた表現力を育てる指導の工夫～

理科研究主題：自然の事物・現象に主体的に関わり，問題解決能力を高める

指導方法の工夫

～学び合いを通した科学的な思考力や表現力の育成～

・日常生活とのかかわりを意識しながら，科学的な思考につながる導入を心がけ，生徒

の科学的思考力が高まる課題設定を工夫する。

・２時間続きの授業を設定し，生徒一人一人が学習シートに書き込んだり，必要に応じ

てグループの考えをホワイトボードやモデルを使ってまとめたり発表したりする科学

的な思考と表現をする場面を十分に設定する。
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５ 単元の指導計画

単
時間 主な学習活動

自然事象への
科学的な思考・表現 観察・実験の技能

自然事象についての

元 関心・意欲・態度 知識・理解

第１時 物質どうしの結びつき ・物質が結びつ
水素と酸素が結びつ いて別の物質

いて水ができるように， ができること
物質どうしが結びつく に興味をもち，
化学変化について考え 話合いに進ん
る。 で参加してい

る。

第２時 鉄と硫黄の結びつき ・鉄と硫黄の混
鉄と硫黄の混合物を 合物を熱する

熱したときの変化を調 と，加熱した
べ，鉄と硫黄との反応 後に別の物質
のようすや，できた物 ができること

物 質の性質についてまと を実験の結果
める。 から指摘して

質 いる。

ど 第３時 化合と化合物 ・化合は化学変
化合，混合物と化合物 化の1つである

う の違い，状態変化と化 ことを理解し
学変化の違いについて ている。

し 理解する。

の 第４時 ものが燃えるとは ・物質が燃える
第５時 鉄が燃えるには何が とき，酸素が

化（本時）必要か，物質が燃える 結びつき，別
とどんな物質ができる の物質ができ

学 か調べる。 ることを見い
出し表現して

変 いる。

化 第６時 金属以外の酸化 ・有機物を燃や
有機物の燃焼につい したときにで

て，燃焼するときにで きた物質から
きる物質から有機物の 有機物の成分

９ 成分を考える。 を指摘してい
時 る。
間

第７時 酸化物から酸素をとる ・酸化銅と炭素
酸化銅と炭素を混ぜ を混ぜ合わせ

合わせて熱したときの て熱し，銅を
変化を調べる。 とり出す実験

を手順に従っ
て行っている。

第８時 酸化と還元 ・酸化と還元は，
酸化物から酸素をう 化学変化のな

ばう化学変化を化学反 かで同時に起
応式で表し，酸化と還 こることを理
元は，同時に起こるこ 解している。
とを見いだす。

第９時 金属利用の歴史 ・日本古来の製
鉱石からその金属を 鉄や現代の製

単体で取り出す方法を 鉄の方法に興
調べ理解する。 味をもってい

る。
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６ 本時の計画
(１)ねらい

ものが燃えることは，物質と酸素が結びつき別の物質ができることであることを見い出し，も
のが燃えるときの質量の変化について，自らの考えを導いたりまとめたりして表現している。

(２)授業仮説
２時間続きの授業の中で，異なる２つのものが燃える現象について質量の変化に着目しながら

連続した実験を行い，十分な思考をすることで，ものが燃えるということを科学的に思考し表現
することができるであろう。

(３)学習過程
○１時間目（60分間）

○指導上の留意点段階 学 習 活 動
【評価の観点】（方法）◎つまずきと手立て

導入 １ ものが燃えることについて小学校での ○ものが燃えることについて，知っていること
既習事項を確認する。 を発表させる。

２ ２つのものが燃える演示実験を見る。 ○演示実験の結果について確認する。
【演示実験】 Ａ 炭→燃やさない炭側に傾く。
Ａ 両側に炭をつけてつり合わせたてん ※燃やすと炭の質量は小さくなった。

びんの片方の炭に火をつける。 Ｂ スチールウール→燃やしたスチールウー
Ｂ 両側にスチールウールをつけてつり ルの側に傾く。

合わせたてんびんの片方に火をつけ ※燃やすとスチールウールの質量は大きく
る。 なった。

３ 学習課題を確認する。 ○本時の学習課題を確認するとともに，２時間
続きの授業の流れを確認する。

ものが燃えるとき，
質量が変化するのはなぜか？

展開 ４ 演示実験Ｂの実験結果に着目し，１時 ○鉄が燃える現象について詳しく調べ，ものが
１ 間目の活動の目的を確認する。 燃えることについて調べることを確認する。

５ 鉄を燃やしたときの変化について実験 ○実験方法Ａ～Ｃを段階的に指示する。
する。
【生徒実験①】 ◎巡回して実験が遅れがちなグループに助言
Ａ 質量が変化しているか。 する。
Ｂ 酸素が使われているか。
Ｃ 性質が変わっているか。 ○実験結果を確実に学習シートに記入するよう

に指示する。
※生徒実験Ａ～Ｃ毎に段階的に結果を確

認し，考察をしながら，実験を進める。 ◎巡回して実験結果の記入について，結果と
考察は分けて記入するように助言する。

６ 実験結果から，ものが燃えているとき ○グループで話し合い，考察したことをまとめ
に起きている現象について考察し，発表 るように指示する。
する。

◎各自の考えをグループでまとめたり，まと
めた内容を説明したりするときに，必要に
応じてホワイトボードやモデルを使ってよ
いことを助言する。

【科学的な思考・表現】（学習シート・発表）
・ものが燃えるとは，物質と酸素が結びつき別
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の物質ができることを導き，鉄の質量の変化
について説明している。

○グループの発表や説明が聞きやすいように，
授業形態を工夫する。

７ １時間目のまとめを学習シートに記入 ○ものが燃えることについて分かったことを，
し，２時間目の確認をする。 きちんとまとめられるようにする。

○演示実験Ａの結果についてふれ，新たな疑問
を確認する。

○２時間目（40分間）

○指導上の留意点段階 学 習 活 動
【評価の観点】（方法）◎つまずきと手だて

展開 ８ 演示実験Ａの実験結果から再度疑問を ・１時間目のまとめを用いて，演示実験Ａの結
２ 確認し，２時間目の目的を確認する。 果について説明することを確認する。

９ 演示実験Ａでは，なぜ質量が小さくな ・理由を予想では，二酸化炭素に注目させるよ
ったか理由を予想する。 うにする。

◎予想を考えることができない生徒には，小
学校の既習事項を振り返らせる。

10 ものが燃えるとき，二酸化炭素がでて ○実験方法を指示する。
いるかについて実験をする。

◎巡回して実験が遅れがちなグループに助言
【生徒実験②】 する。

酸素と石灰水が入っている集気ビンの
中で炭とスチールウールを燃やし，二酸 ○実験結果を確実に学習シートに記入するよう
化炭素がでるか確かめる。 に指示する。

◎巡回して実験結果の記入について，結果と
考察は分けて記入するように助言する。

11 実験結果から，演示実験Ａでは，なぜ ○グループで話合い，考察をまとめるように
質量が小さくなったかについて考察し， 指示する。
発表する。

◎各自の考えをグループでまとめたり，まと
めた内容を説明したりするときに，必要に
応じてホワイトボードやモデルを使ってよ
いことを助言する。

【科学的な思考・表現】（学習シート・発表）
・ものが燃えるときの二酸化炭素の生成につい

て理解し，ものが燃えるときの質量の変化に
ついて自らの考えを導き，まとめている。

○グループの発表や説明が聞きやすいように，
授業形態を工夫する。

終末 12 今日の２時間の授業のまとめを学習シ ○今日の学習課題に基づいて，授業の振り返り
ートに記入し，自己評価を行う。 をするように助言する。


