
第第第第１１１１学年学年学年学年    理科学習指導案理科学習指導案理科学習指導案理科学習指導案 

日日日日    時時時時    平成２６年１１月１４日（金） １校時           

対対対対    象象象象    １年 １組  男子 16 名 女子 15名 

授業者授業者授業者授業者    教諭 栗 山 琢 也 

        

１１１１    単元名単元名単元名単元名    光の世界 

    

２２２２    単元単元単元単元の目標の目標の目標の目標 

（１）光の反射・屈折，凸レンズの働きに関する事物・現象に進んでかかわり，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かかわりでみようとしている。  

（自然事象への関心・意欲・態度） 

（２）光の反射・屈折，凸レンズの働きに関する事物・現象の中に問題を見いだし，目的意識をもって観 

察，実験などを行い，光が反射や屈折するときの規則性，凸レンズにおける物体の位置と像の位置や 

大きさとの関係について自らの考えを導き，表現している。     （科学的な思考・表現） 

（３）光の反射・屈折，凸レンズの働きに関する観察，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，結果の記録や整理などの仕方を身に付けている。    （観察・実験の技能） 

（４）光が反射，屈折するときの規則性，凸レンズにおける物体の位置と像の位置や大きさとの関係につ 

いて基本的な概念や原理・法則を理解し，知識を身に付けている。 （自然事象への知識・理解） 

 

３３３３    生徒と単元生徒と単元生徒と単元生徒と単元 

５月に実施したアンケートでは，理科の授業を「好き」，「どちらかといえば好き」と答えた生徒

の割合を合わせた結果が，96.7%であった。好きな理由に「楽しい」と答えた生徒が 67.7%と最も多

く，その他に「将来のためになる」や「生活の中で役立つ」ことを挙げている。また，授業での取組

については，観察・実験の方法を自分

で考えて行うことに楽しさを感じてい

るが，自分の予想や考えを発表するこ

とやまとめることを好んでいない。光

については，小学校 3 年生での学習や

日常経験から，鏡で反射したり，虫め

がねで光を集めたりすることができる

ことや，明るくなったり温かくなった

りすることを体験している。 

本単元では，光の反射や屈折，凸レンズの働きに関して課題を明確にして実験を行い，結果を分析

して解釈し，規則性を見いださせ，日常生活や社会と関連付けて理解させることが主なねらいである。

光の反射や屈折では，光の進み方に関する身近な現象と関連させながら実験を行い，光が水やガラス

などの物質の境界面で反射，屈折するときの規則性を学ぶ。凸レンズの働きでは，物体と凸レンズの

距離を変え，実像や虚像ができる条件を調べることにより，像の位置や大きさ，像の向きについての

規則性を定性的に学ぶことができる。 

光によって起こる現象は，日常経験や小学校での観察・実験を通してよく知っている。しかし，そ

の現象がどのようなしくみで起こるのかを説明するのは大変難しい。ここでは，光の現象に関する観

察，実験を行い，結果を分析して解釈することで，光の反射や屈折の規則性や凸レンズにおける物体

の位置と像の位置及び像の大きさの関係など，光についての定性的な関係を見いださせるようにし，

日常生活に見られる様々な光の現象を説明できるようにさせたい。授業においては，科学的な思考

力・表現力，科学的な見方や考え方の育成を図るため，探究的な学習活動を取り入れた授業展開にし

ていく。特に導入段階では，事象提示を工夫し，現象に対する生徒の興味・関心を高めるとともに，

疑問から課題を設定し，予想を基に見通しをもった観察・実験を行うようにする。 
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４ 単元の指導と評価の計画

単
時間 学習活動

自然事象への 科学的な
観察・実験の技能

自然事象について

元 関心・意欲・態度 思考・表現 の知識・理解

第１時 ものの見え方ものの見え方ものの見え方ものの見え方 光が直進する 物体が見える

○日常生活のなかの現 ことや光の反射 ときには，光源

象を例に，光の進み にかかわる現象 からの光や反射

方やものの見え方に を日常生活と関 した光が目に入

ついて理解する。 連付けて積極的 っていることを

に考えようとし 理解している。

ている。

第２時 反射した光の進み方第２時 反射した光の進み方第２時 反射した光の進み方第２時 反射した光の進み方 鏡に当たって

（（（（本時本時本時本時））））○光の反射についての はね返る光の道

実験を行い，その結 筋を調べる実験

果から光の反射の法 の結果から光の

則を見いだし，説明 反射の法則を見

光 する。 いだし，説明し

の ている。

世

界 第３時 光が透明な物体を通る光が透明な物体を通る光が透明な物体を通る光が透明な物体を通る 光が屈折して 光の屈折によ

ときの進み方ときの進み方ときの進み方ときの進み方 起こる現象につ る入射角と反射

○透明な物体に出入り いて，日常生活 角の大きさや全

６ する光の実験を行い，の経験と関連付 反射の規則性を

時 その結果から，光の けて，調べてい 見いだしている。

間 屈折の規則性を見い る。

だす。

第４時 光の屈折と全反射光の屈折と全反射光の屈折と全反射光の屈折と全反射 光の屈折によ

○光の屈折や全反射に る入射角と屈折

よる物体の見え方に 角の関係や全反

ついて理解する。 射について理解

している。

第５時 凸レンズによってでき凸レンズによってでき凸レンズによってでき凸レンズによってでき 凸レンズにお

る像る像る像る像 ける物体の位置

○凸レンズによってで と像の位置及び

きる像についての実 像の大きさの関

験を行い，物体の位 係を見いだして

置と像の位置及び像 いる。

の大きさの関係を見

いだす。

第６時 凸レンズによってでき凸レンズによってでき凸レンズによってでき凸レンズによってでき 凸レンズによ

る像る像る像る像 ってできる実像

○作図によって，凸レ や虚像の大きさ

ンズによってできる や向きを，作図

像をかき表す。 によって正確に

表している。



５５５５    本時の計画本時の計画本時の計画本時の計画（２／６）（２／６）（２／６）（２／６）    

（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい（１）ねらい  

鏡に当たってはね返る光の道筋を調べる実験を行い，その結果から光の反射の法則を見いだし，説明す

ることができる。 

 

（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説（２）授業仮説    

鏡に映る物体と鏡，それを見る人のそれぞれの位置から，光が鏡に当たるとどのようにはね返って進む

のかを予想し，見通しもって実験を行うことで，光の反射の規則性を見いだし説明することができるであ

ろう。 

 

（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程（３）学習過程    

段階
 

学 習 活 動
  ○指導上の留意点 

【評価の観点】（方法）◎つまずきと手立て 

導入 

 

10 

分 

１ 人や物体は，鏡にどのように映っている

のか確認する。 

 

２ 学習課題を確認する。 

 

 

 

○ 大きな鏡を使って，鏡にどのように映っているか確

認し，なぜ映って見えるときと見えないときがある

のか考えさせる。 

 

○ 本時の学習課題を確認するとともに，授業の流れを

確認する。 

 

展開 

 

 

35 

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 鏡を通して物体を見てみる。 

【生徒実験①】 

 

４ 鏡に当たってはね返って進む光の道筋を

予想し，話し合う。 

 

 

 

 

 

 

５ 鏡に当たった光の進む道筋を調べ，記録

する。 

【生徒実験②】 

 

 

 

 

 

 

６ 鏡に当たった光の進む道筋について，考

察する。 

 

 

 

○ 鏡に映る物体と鏡，それを見る人のそれぞれの位置

を確認させ，記録するように指示する。 

 

○ どのようなきまりで光ははね返るのかを考えなが

ら，作図させる。 

 

 

 

○ 各自の考えを基に，各グループで話し合い，その考

えをホワイトボードにまとめさせる。 

 

○ 記録用紙の上に鏡と的になる物体を置き，光源装置

から出た光を鏡に反射させて，的に光が当たるよう

にさせる。 

○ 光の道筋を正確に記録するように指示する。 

 

 

 

 

 

○ 各グループで，鏡に当たった光がどのようなきまり

ではね返るのか話し合わせる。 

【科学的な思考・表現】（学習シート・発表） 

鏡に当たってはね返る光の道筋を調べる実験の結果

から光の反射の法則を見いだし，説明している。 

終末 

 

5分 

７ 授業の振り返りを自己評価カードにまと

める。 

○ 今日の学習課題に基づいて，授業の振り返りをする

ように助言する。 

 

光は鏡に当たると，どのようにはね返

るのか？ 

◎光の道筋を学習シートへ正確に記録できない生

徒には，光源装置，光の当たった点，的の位置を

確認させ，その３点を線で結ぶように助言する。 

◎予想できない生徒には，光の直進や実験①の結果

を参考にして，考えるように助言する。 
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