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庄原市立総領中学校 第２学年 理科学習指導案

単元名：化学変化と原子・分子「さまざまな化学変化」

指導者 庄原市立総領中学校 教諭 赤木 尚徳

日 時 平成26年５月28日（水） ５校時（14：10～15：00）

場 所 理科室

学 年 第２学年（男子 ６名，女子 11名，計 17名）

教科に関する調査の設問別の分析結果

平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 大問２（２）

（実験の概略）

試験管Ａ，Ｂに呼気を入れ，試験管Ａにはタンポポの葉を入れた。試験

管にゴム栓をし，２０～３０分間，光を当てた後，試験管Ａ，Ｂに石灰水

を入れて振ると，試験管Ａの石灰水は変化せず，試験管Ｂの石灰水は白く

にごった。

（２） 試験管Ａ，Ｂの両方の実験結果をもとに言えることは何ですか。

ア タンポポの葉によって酸素が増加し，二酸化炭素が減少した。

イ タンポポの葉によって二酸化炭素が増加し，酸素が減少した。

ウ タンポポの葉によって二酸化炭素が減少した。

エ タンポポの葉によって酸素が増加した。

（正答） ウ

平成25年度「基礎・基本」定着状況調査 大問２（２） ※平成25年度「基礎・基本」定着状況調査

解答 ア イ ウ エ 無解答 平均通過率 教科全体 タイプⅠ タイプⅡ

本校の割合（％） 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 本校（％） 62.8 69.8 46.3

県の割合（％） 58.8 14.3 20.0 5.7 1.2 県（％） 39.9 45.8 26.1

○ 観察・実験の結果などを分析し解釈する力

○ 知識として知っていることと，実験を基に検証されることとを区別して考察する力

９名中８名が，二酸化炭素のみを調べる実験から言えることと「植物は，光合成を行って，二酸化炭

素を吸収し，酸素を出す」という知識が区別できず，ア～エから光合成について正しく説明されている

ものを選んでいる。

 この問題を解くために必要な力 

 誤答分析 

【出題の趣旨】

実験結果を基に分析・解
釈し「光合成で二酸化炭素
が使われる」という結論を
見いだすことができるかど
うかをみる。
【学習指導要領の内容・領域】

第２分野（１）
植物の生活と種類
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調査結果の分析をふまえた指導改善のポイント

【単元名】 化学変化と原子・分子（第２学年）

① 観察・実験を行う際には，何を検証するための観察・実験かという目的と関連させて予想や仮説を

立てさせる。また，観察・実験中の気付きや結果を各自のノート（ワークシート）に記録させる指導

を徹底する。

② 生徒に実験結果を考察させる場合，理由を付けて自分の考えを書かせるなど，根拠に基づいた個人

思考をさせたり，根拠を明確にしたグループや全体での意見交流をさせたりする。

調査結果から見る課題

【課題となる力】

○ 観察・実験の結果などを分析し解釈する力

○ 知識として知っていることと，実験を基に

検証されることとを区別して考察する力

【指導上の課題】

○ 知識を身に付けている生徒に，観察・実験

の結果を基に考察させるとき，観察・実験の

結果からいえることと，そうでないことを区

別させることの指導を徹底すること。

指導改善のポイント

【指導上の工夫】

① 観察・実験の目的を明確にし，結果をノー

ト（ワークシート）に整理させる。

② 実験結果から分かることとそうでないこと

を区別した思考をさせる。

 

実験結果から分かること

と，分からないことを区

別してみようよ。

この結論は，実

験結果からいえ

ることかなあ？
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庄原市立総領中学校 第２学年 理科学習指導案

単元名：化学変化と原子・分子「さまざまな化学変化」

指導者 庄原市立総領中学校 教諭 赤木 尚徳

日 時 平成26年５月28日（水） ５校時（14：10～15：00）

場 所 理科室

学 年 第２学年（男子 ６名，女子 11名，計 17名）

単元について

本単元は，学習指導要領第１分野の内容「（４）イ 化学変化 （イ）酸化と還元」を受けて設定したも

のである。

小学校第６学年では，植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができることを学

習している。

ここでは，物質の酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係する反応であることを見いださせ

ることがねらいである。金属を酸化したり酸化物を還元したりして生成する物質を調べる実験を行い，酸

化と還元は酸素をやりとりする逆向きの反応であることに気付かせる。その際，酸化や還元の反応を原子

や分子のモデルを用いて考察させ，反応する物質と生成した物質では構成する原子の組み合わせが変わる

ことに気付かせることが大切である。また，日常生活と関連させ，酸化では金属がさびることや還元では

鉄鉱石から鉄をとりだして利用していることを扱う。さらに，この後の単元で「化学変化と物質の質量」，

第３学年での「化学変化とイオン」の単元へと発展していく。

調査結果から見る課題

＜誤答分析から＞

○ 観察・実験の結果などを分析し解釈する力

○ 知識として知っていることと，実験を基に検証されることとを区別して考察する力

＜指導上の課題＞

○ 知識を身に付けている生徒に，観察・実験の結果を基に考察させるとき，観察・実験の結果からい

えることと，そうでないことを区別させることの指導を徹底すること。

生徒観

本学級の生徒は，昨年度末の標準学力調査（庄原市児童生徒一斉学力調査）において，全体では，平均
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正答率が64.0％（全国56.2％）であり，全国平

均を7.8ポイント上回っていた。正解率60％以

上の生徒の割合は64.7％，正解率30％未満の生

徒の割合は０％であった。

「基礎と活用」では，「基礎」の平均正解率

が，67.9％（全国60.6％），「活用」が，50.8％

（全国41.1％）で，「基礎」，「活用」ともに全

国平均を上回っていた。

また，観点別では，「自然事象への関心・意

欲・態度」が，63.2％（全国53.1％，「科学的

な思考・表現」が，54.7％（全国46.2％），「観

察・実験の技能」が，82.9％（全国77.6％），「自

然事象についての知識・理解」が，70.1％（全

国61.5％）であり，おおむね満足できる結果で

あった。

「活用」のうち，「思考・判断力」は，39.7

％（全国45.6％），「表現力」が，65.7％（全国

35.1％）で，全国平均と比べ「表現力」はかなり高かったが，「思考・判断力」に課題があった。

本学級生徒は，これまでノートづくりを通して，問題解決のプロセスに沿って学習することができるよ

うになったが，現象と既習事項を組み合わせて予想や仮説を立てることが難しかったり，何を検証するた

めの観察・実験であるかといった目的を意識せずに予想や仮説を立ててしまったりすることがある。また，

観察・実験の結果から分かることとその結果からだけでは分からないことを混同して，結果をまとめてし

まうつまずきもみられる。

指導改善のポイント

（１）指導内容・指導方法について

① 観察・実験を行う際には，何を検証するための観察・実験かという目的と関連させて予想や仮説

を立てさせ，観察・実験の目的を意識した活動を充実させる。

② 実験結果から分かることとそうでないことを区別した個人思考，集団思考をさせ，観察・実験結

果からどのような解釈ができるかということを意識した活動を充実させる。

（２）重点項目の取組について

＜思考を深めるノートづくり＞

○ 個人思考の際にノート（ワークシート）に具体例や根拠を明らかにした論理的な文章で，自分の

考えを書かせる。

○ 交流によって，自分は考えていなかった友だちの考えやよいと感じた考えを書かせる。

○ 交流後に深まった自分の考えを書かせる。

＜「聞く力」の育成＞

○ 話の内容を理解し，自分の考えを深めながら聞かせる。

○ 友だちの考えと自分の考えとの共通点や相違点を整理しながら聞き，友だちの考えに対する質問

や自分の考えを言わせる。

平成２５年度　標準学力調査結果
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（３）生徒指導の三機能について

○ 自ら課題を見つけそれを追究し，自ら考え，判断し，表現させ，自己決定の場を与える。

・思考場面や観察・実験場面で，考えたり，観たりする視点を示す。

・自分の考えや思考過程が分かるようなノートの取り方を指導する。

○ 生徒一人一人に学ぶ楽しさや成就感を味わわせることで自己存在感を与える。

・授業に意欲を見せない生徒や基礎・基本が定着していない生徒にも，ヒントカードを用意するな

どして，学習に向かえる配慮をする。

・生徒の実態を把握し，授業のどの場面でどの生徒を生かすか工夫する。

○ お互いに認め合い，学び合わせ，共感的人間関係を育む。

・生徒一人一人を受け入れて褒め，生徒の人間性を認めながら指導するとともに，交流の場におい

て，生徒同士で評価させるように指導する。

・教師主導にならず，生徒のテンポに合わせながら授業をすすめる。

単元の目標と評価規準

＜単元の目標＞

化学変化についての観察，実験を通して，化合，分解などにおける物質の変化やその量的な関係について

理解させるとともに，これらの事象を原子，分子のモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。

＜評価規準＞

ア 自然事象への関心・ イ 科学的な思考・表現 ウ 観察・実験の技能 エ 自然事象についての

意欲・態度 知識・理解

① 化合，酸化と還元， ① 化合，酸化と還元， ① 化合，酸化と還元， ① 化合によって反応前

化学反応と熱に関する 化学変化と熱に関する 化学変化と熱に関する とは異なる物質が生成

事物・現象に進んで関 事物・現象の中に問題 観察，実験の基本操作 すること，化学変化は

わり，それらを科学的 を見いだし，目的意識 を習得するとともに， 原子や分子のモデルで

に探究しようとすると をもって観察，実験な 観察，実験の計画的な 説明できること，化合

ともに，事象を日常生 どを行い，原子や分子 実施，結果の記録や整 物の組成は化学式で，

活との関わりでみよう のモデルと関連付けた 理などの仕方を身に付 化学変化は化学反応式

とする。 化合による異なる物質 けている。 で表されること，酸化

の生成，原子や分子の と還元は酸素の関係す

モデルと関連付けた酸 る反応であること，化

化・還元と酸素との関 学変化には熱の出入り

係，化学変化に伴う熱 が伴うことなどについ

の出入りなどについて て基本的な概念を理解

自らの考えを導いたり し，知識を身に付けて

まとめたりして，表現 いる。

している。
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指導と評価の計画

（全９時間）

評 価
次 学習内容（時数）

関 思 技 知 評価規準 評価方法

１ 物質どうしは結びつ ○ 燃焼を原子・分子のモデルと関連させながら化学 ワークシート，行動

くのか（３時間） 反応式で表している。 観察，小テスト

○ 鉄と硫黄の化合の実験を安全に行い，生成した 行動観察，ワークシ

物質を調べることができる。 ート

○ 化合と分解を中心とし，化学変化について原子レ ワークシート，小テ

ベルで説明している。 スト

２ 酸素が結びつく変化 ○ 酸化を原子・分子のモデルと関連させながら化学 ワークシート，行動

や離れる変化を調べ 反応式で表している。 観察，小テスト

てみよう（４時間）

○ 化学変化を化学反応式で表すことができ，それを ワークシート，行動

もとに酸化を説明することができる。 観察，小テスト

◎ 酸化銅の炭素による還元の実験を安全に行い， 行動観察，ワークシ

生成した物質を調べることができる。 ート

○ 酸化銅の還元実験の結果を，原子のモデルで考 ワークシート，行動

察している。 観察

（本時４／４） ○ 酸化銅の還元実験の結果をもとに，二酸化炭 ワークシート，行動

素中でマグネシウムが燃える理由を説明して 観察，小テスト

いる。

３ 化学変化によって熱が ○ 身のまわりの化学変化による熱の利用に興味をも ワークシート，行動

出入りするのだろうか ち，調べようとする。 観察，小テスト

（２時間）

○ 化学変化と熱の出入りの関係について理解して ワークシート，行動

いる。 観察，小テスト

本時の学習

（１）本時の目標

既知の化学変化を活用して，未知の化学変化を原子，分子のモデルを使って考察し，表現することができる。

（２）本時の評価規準

酸化銅の還元実験の結果をもとに二酸化炭素中でマグネシウムが燃える理由を説明している。（思・表）
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（３）準備物

集気ビン，二酸化炭素ボンベ，マグネシウムリボン，原子モデル，ワークシート，マグネシウムを空

気中で燃やしたもの（酸化マグネシウム）と二酸化炭素中で燃やしたもの（炭素の付着した酸化マグ

ネシウム），炭素を分離したもの

（４）本時の展開

指導上の留意事項（◇）
学習活動

◆「努力を要する」状況と判断した生徒への指導の手立て
評価規準 評価方法

１ 前時の学習内容を確認する。〔３分〕

○２分間テストをする。 ・既習事項「酸化銅の炭素による還元」

２ 本時の課題を把握する。〔10分〕

○演示実験(空気中と二 ◇なぜ二酸化炭素中でマグネシウムが

酸化炭素中でマグネシ 燃えるのだろうかと疑問をもたせる。

ウムを燃やす)を観察 ◆視点を与えて観察させる。

する。 ・マグネシウムが炎を出した。

・空気中より音を出して激しく燃えた。

・マグネシウムが燃えた後，白色の物

質ができた。

・できた白い物質に黒色のものが付着

している。（白色と黒色の混ざった

物質ができているのか，白色と黒色

の別の物質ができているのかを見分

けさせる）
○課題を把握する。

３ 課題を解決する。〔25分〕

○どのような化学変化が ◇演示実験でどんな化学変化が起きた

起きたのかを物質名を か理由も含めて予想させる。

使って予想する。 ◇個人→班→全体という流れで話し合

い活動を行わせる。

◆酸化マグネシウムに付着している炭

素を分離したもの（塩酸に溶かして

ろ過し，ろ紙に残ったものを乾燥さ

せたもの）に触れた指で，紙に文字

などがを書けることから，炭（炭素）

であることに気付かせる。

○化学反応式を考える。 ◆前時に学習した化学変化（酸化銅の 酸化銅の還元の化 ワークシート

還元）を思い起こさせる。ヒントカ 学変化をもとに， 行動観察

ードを用意する。 二酸化炭素中でマ

◇モデル図を書き，それを化学反応式 グネシウムが燃え

で示させる。 る理由を化学反応

◆物質を示すヒントカードを用意する。 式で示している。

◆酸化,還元について説明する。 （思・表）

４ 学習のまとめをする〔７分〕

本時のねらい：二酸化炭素の中でマグネシウムが燃えるひみつを探り，そのひみつを説明する。

指導改善のポイント①

指導改善のポイント②

重点項目（聞く力）

重点項目（ノートづくり）

重点項目（ノートづくり）
・観察により，気
付いたことを書い
ている。

・具体例や根拠を
明らかにした論理
的な文章を書いて
いる。
・交流によって気
付いたことや深ま
った考えを書いて
いる。

・友だちの考えと自分
の考えとの共通点や相
違点を整理しながら聞
いている。
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○本時のまとめをする 酸化銅の還元の化

学変化をもとに，

二酸化炭素中でマ

グネシウムが燃え

る理由を説明して

いる。 （思・表）

５ 振り返りと次時の予告をする。〔５分〕

○本時の振り返りと次時 ◇新たに分かったことなどを記述させ

の予告をする。 ることで振り返らせる。

検証

検証の方法

○平成26年度標準学力調査（庄原市児童生徒一斉学力調査）の結果を分析する。

○平成26年度１学期中間テスト問題の結果を分析する。

（平成26年度１学期中間テスト）

６ 図のような装置で，酸化銅と活性炭（炭素）を混ぜて加熱したところ，気体が発生し，試験管Ｂの

石灰水が白くにごりました。これに関して，下の(1)～(5)に答えなさい。

(1) この実験で，①炭素に起きた化学変化，②酸化銅に起きた化学変化を何といいますか。それぞれその

名称を書きなさい。（知・理）

(2) 酸化銅と加熱後に試験管Ａに残った物質の色の組み合わせとして，適切なものを次のア～エから１

つ選び，その記号を書きなさい。（知・理）

酸化銅の色 残った物質の色

ア 黒色 赤茶色

イ 黒色 白色

ウ 赤茶色 白色

エ 赤茶色 黒色

(3) この実験で起きた化学変化のようすをモデルを使って示しなさい。（思・表）

(4) この実験で起きた化学変化を示す化学反応式を書きなさい。（思・表）

(5) 省略

重点項目（ノートづくり）

本時のゴールとなる具体的な記述例

二酸化炭素はマグネシウムによって還元されて炭素にも

どる。そのとき，マグネシウムは二酸化炭素分子中の酸素

と化合して燃える（酸化される）。

【キーワード：還元，酸化】

・具体例や根拠を
明らかにした論理
的な文章を書いて
いる。

重点項目（ノートづくり）

試験管Ａ

石
灰
水

酸化銅と活性炭の混合物

試験管Ｂ



9

検証結果

問題番号 （１） （２） （３） （４）

正解率 58.8 58.8 70.6 64.7

分析・考察

（１） 不正解 ７名

・酸化と還元を逆に答えた ２名

・還元を別の化学変化を解答 １名

・不理解（物質名で解答１名，無解答３名）

（２） 不正解 ７名

・エ（色が逆） ５名

・不理解（イ１名，ウ１名）

（３） 不正解 ５名

・酸化銅の形を理解していない ２名

・生成物を理解していない １名

・無解答 ２名

（４） 不正解 ６名

・ＣｕをＡｇにしている １名

・生成物を理解していない １名

・別の化学変化を書こうとした １名

・無解答 ３名
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板書計画

〔ヒントカード〕

※ 厳密には電子を受け取ることが還元であるが，中学校学習指導要領では，酸素が奪われるという狭義

の扱いにとどめてある。

※ 酸化銅には，黒色の酸化第二銅（酸化銅(Ⅱ)：ＣｕＯ）と酸化第一銅（酸化銅(Ⅰ)：Ｃｕ２Ｏ）があ

るが，中学校段階では，酸化銅とは酸化第二銅のことを示す。

本時のねらい 二酸化炭素の中でマグネシウムが燃えるひみつを探り，そのひみつを説明する。

【実験】火のついたマグネシウムを二酸化炭素の中に入れる。 【考察】

【結果】・マグネシウムが激しく燃えた。 マグネシウムに酸素が化合した。

・マグネシウムが燃えて白い物質ができた。 酸化マグネシウムができた。

・ビンの内側や白い物質に黒色のものが付いた。 炭素ができた。

二酸化炭素 ＋ マグネシウム 炭素 ＋ 酸化マグネシウム

ＣＯ２ ＋ ２Ｍｇ Ｃ ＋ ２ＭｇＯ

＋ ＋

本時のまとめ

二酸化炭素はマグネシウムによって還元されて炭素にもどる。

そのとき，マグネシウムは，二酸化炭素分子中の酸素と化合するので

燃える（酸化される）。

酸化銅の炭素による還元

酸化銅 ＋ 炭素 銅 ＋ 二酸化炭素

２ＣｕＯ ＋ Ｃ ２Ｃｕ ＋ ＣＯ２

＋＋

酸素が奪われる【還元】

酸素が結びつく【酸化】

水素 酸素 塩素

炭素 銅 マグネシウム

銀 水 二酸化炭素

酸化銅 酸化マグネシウム

酸化銀 塩化銅


