
第１学年 理科学習指導案

指導者 島 田 智
今 井 弘 子
進 藤 政 晴

１ 単元名 物質の姿と状態変化

２ 単元の目標

（１）物質の状態変化に関する事物・事象に関心をもち，進んで実験観察を行うとともに，それらの事象
を日常生活と関連づけて考察することができる。様々なものが蒸留によって作られていることに興味
をもち，原油の蒸留から普段の生活に必要なエネルギーが作られていることに関心をもつことができ
る。

（２）物質の状態変化について，調べる方法を考えて観察・実験を行い，事象の生じる要因や仕組みを科
学的に考察し，解決するとともに，日常生活で状態変化を利用している事例をあげることができる。
また，原油（化石燃料）の蒸留から作られるエネルギーが私たちの生活を支えていることから，資源
の有効利用について考えることができる。

（３）物質の状態変化についての観察・実験を行い，沸点や融点を正確に測定することや，質量や体積変
化を調べる実験を行い，観察・実験の基礎操作や記録の仕方を習得することができる。

（４）物質の状態変化を調べる観察・実験を行い，物質には性質の違いや共通の性質があること，状態変
化と沸点・融点について理解することができる。また，蒸留によって身近なエネルギーが作られてい
ることを理解し，エネルギーから地球環境保全をとらえ，私たちができることの提案につなげること
ができる。

３ 生徒と単元

〈 学習前の子ども 〉 〈 学習後の子ども 〉

（１）資質・能力面 （１）資質・能力面

①科学的な事象に興味・関心の高い生徒が多い。 ①正確な操作で観察・実験に取り組ことができる。
②観察・実験を好み，進んで学習に取り組む生 ②状態変化を日常生活と結びつけて考えることが

徒が多い。 できる。
③日常の現象を科学的根拠にもとづいて説明で ③日常生活の中の状態変化と，それを積極的に活

きる生徒は少ない 用している事例を，科学的に説明することがで
④自分の考えを分かりやすくまとめ，発表する きる。

ことを苦手としている生徒が多い。 ④エネオスの出前授業から，資源の有効利用につ
⑤エネルギーと日常生活の関連に関心をもち始 いて，自分ができることを考え，実行につなげ

めている。 ることができる。

（２）内容面（知識・理解・先行経験） （２）内容面（知識・理解）

①小学校第４学年では，水は温度によって水 ①状態変化が粒子のもつエネルギーの変化である
蒸気や氷に変わること，水が氷になると体 ことを理解することができる。。
積が増えることについて学習している。 ②状態変化と沸点，融点について説明できる。

②日常生活や自然現象としての，状態変化の例 ③状態変化における体積の変化を，粒子の運動から説
をいくつか挙げることができる。 明することができる。

③鉄を溶かして成形したりペットボトルも溶かして ④蒸留によって，混合物から純粋な物質を取り出
再生するなどするなど，日常生活の中に利用され すことができることを，物質の沸点の違いから
ている状態変化についての知識はもっている。 説明することができる

④状態変化を粒子やエネルギーの視点で考える ⑤原油の蒸留の実験から，日常生活に必要なエネ
ことはできない。 ルギーを作り出す方法を理解することができる。

⑤「蒸留」という言葉は聞いたことはあるが， ⑥限りある資源を有効に使う方法について，自分
原理や何に利用されているかについての知識 の考えをもつことができる。
はもっていない。

⑥灯油やガソリンが，原油を蒸留して作られる
ことや，プラスチックが石油を原料として作
られていることの知識はない。



〈 本単元における具体的な指導の方策 〉

（１）目的意識をもった学習のために
①小学校４年生で学習した，水の状態変化から発展させる。
②日常生活の中の状態変化を取り上げ，沸点，融点を考えるようにさせる。
③身近な素材を使った実験を行うようにさせる。
③水とエタノールそれぞれの沸点から，混合物の沸騰する温度を予想し実験に取り組

むようにさせる。
④沸点の違いを利用して，身近な素材である赤ワインの蒸留からエタノールを取り出

す実験を行う。
⑤蒸留により，原油から灯油等を取り出すことができることができることを，出前授

業の実験で確かめるようにさせる。
⑥エネルギー環境学習との関連も意識するようにさせる。

（２）科学的に思考・判断・表現できる生徒の育成のために
①実験前の「予想」をノートに記録して，推論の理由を発表するようにさせる。
②エタノールの沸点と，水の沸点の違いから，エタノールと水の混合物の沸点を予想

させ，実験に取り組むようにさせる。
③沸点や融点付近では温度が上がらないのはなぜなのかを，熱エネルギーと関連づけて考

えるようにさせる。
③ワインの蒸留を行い，蒸留しても赤い液体は出てこないのはなぜかを考えさせる。
④出前授業で原油の蒸留実験を行うことで，日常生活に絶対必要なエネルギーの作り

方を学び，これからのエネルギー環境学習を深める手がかりにするようにさせる。
⑤発展学習としての原油の蒸留から，化石燃料やエネルギーの効率的な利用の仕方を

考えさせ，これまでの環境学習と結びつけ，持続可能な開発について自分たちがで
きることを考察するようにさせる。

４ 単元の指導計画と評価の計画（総時間は９時間）

時 評 価 と そ の 方 法

学 習 内 容 生徒の主な学習活動

間 関心・意欲・ 科学的な思考 観察・実験の 知識・理解

態度 技能・表現

物質はどのよう ①水が状態変化する ・身の回りの ・身の回りの ・食塩，窒素，

に姿を変えるの 様子を話し合う。 現象で，水が 物質が固体， 鉄がそれぞれ

か調べる。 １ ②水以外の物質の状態 状態変化する 液体，気体に どのように姿

変化の様子を観察す 場面を発表で 区別できるこ を変えるか指

る。 きる。 とを温度と 摘できる。

③状態変化は温度によ （観察） 関連づけて説 （記述分析）

って起こることを， 明できる。

例をあげて説明す （観察）

る。

物質が状態変化 ①ジ・エチルエーテル ・ロウが状態変 ・ジ・エチルエ ・状態変化する ・状態変化する

するときに体積 の演示実験を見て， 化するとき ーテルの実験 ときの体積と ときの体積と

や質量はどうな 物質の状態が変わる に，体積や質 を見て，何が 質量の変化を， 質量の変化に

るのか調べる。 ときどのような変化 量がどう変化 原因で袋がふ 正しく調べる ついて，粒子

が起こるのか考え するか予想で くらむのか考 ことができる。 の運動と関連



２ る。 きる。 えて発表でき づけて説明で

②ロウが状態変化する （記述分析） る。 きる。

ときの体積と質量を （観察） （観察） （記述分析）

調べ，結果をまとめ

る。

③状態変化するときの

体積と質量の変化を

粒子のモデルを用い

て話し合う。

物質が状態変化 ①水以外でも状態変化 ・日常の経験を ・蒸留ではじめ ・蒸留によって ・物質の沸点や

する温度は決ま ６ する温度は同じなの もとに，水の にとった試験 分離したもの 融点を説明で

っているか調べ か話し合う。 状態変化と温 管にはエタノ を同定できる。 きる。

る。 本 ②エタノールが沸騰す 度との関係を ールが多く含 （観察） （記述分析）

時 る温度を調べ，測定 考えようとす まれているこ ・エタノールと ・蒸留について

結果をグラフにす る。 とを，実験結 水の混合物の 例をあげて説

６ る。 （観察） 果から説明で 蒸留実験を参 明できる。

／ ③沸点と融点の定義に ・水以外の純粋 きる。 考に，赤ワイ （記述分析）

６ ついての説明を聞 な物質や，混 （観察） ンの蒸留実験 ・蒸留は沸点の

く。 合物につい ・蒸留によって を行うことが 違いを利用し

④水とエタノールの混 て，状態変化 取り出したも できる。 ていることを

合物を加熱し，エタ と温度との関 のを同定する （観察） 理解できる。

ノールを取り出す。 係を考えよう 方法を考える

⑤蒸留についての説明 とする。 ことができ

を聞く。 （観察） る。

⑥赤ワインを蒸留す ・出前授業から （記述分析）

る。 地球環境問題 ・原油の蒸留か

⑦原油を蒸留し，灯油 について，自 ら，エネルギ

等を取り出す。 分たちができ ー環境問題を

ることを考え 考えることが

ることができ できる。

る。

（記述分析）



５ 本時の学習 （９／９）

（１）ねらい 出前授業を通して，蒸留で灯油等を作ることができるを知り，生活に欠かせない石油につい

て学習を深め，地球環境についてこれからの生活の中で自分たちができることを考えること

ができる。

「ＥＮＥＯＳわくわく環境教室」《エネオス出前授業》
講 師：ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 社会貢献活動室

杉 浦 出 氏 ， 武 田 あ ず さ 氏

（２）学習過程

過 程 学 習 活 動 教師の支援と留意点 評価とその方法

（学習形態）

つかむ １ 本時の学習内容を確認する ・講師の紹介をする。

ひろげる ２ 出前授業

ＥＮＥＯＳわくわく環境教室

①私たちのくらしと石油 ・メモをとりながら説明を聞くようにさせる。

②原油について ・人数が多いので，演示実験の時は見やすい ・積極的に参加し

心・意欲・態

③石油製品の作り方 ・講師の問いかけや，講話に反応するように 度）

させる。 →観察

④環境の話

⑤私たちはどうする？

ＥＮＥＯＳの取組

⑤私たちに何ができるのか？ ・積極的に質問するようにさせる。 ・これまでの学習

と結びつけて，

質問内容を考え

ているか。

（技能・表現）

→観察

まとめる ３ 本時の学習を振り返る。 ・ＥＮＥＯＳが準備したアンケートに記入し，

（アンケート記入） 地球のためにできることを考えるようにさ ・未来の地球のた

せる。 めに何をしたい

か，自分の考え

・記入後のアンケートをコピーし，学習の足 を記述している

跡とする。 か。

（科学的な思考）

→記述分析


