
 
 
 

 

 

◇ 学年      第６学年 
◇ 単元名   燃焼の仕組み 
◇ 単元の目標   物の燃え方に関心を持ち，実験器具を適切に使用しながら安全に実験を行い，物の燃

え方と空気の変化とを関係付けながら追究することを通して，燃焼の仕組みについての
考え方を持つことができる。 

◇ 単元の計画（全７時間） 
学習活動 時数 指導上の留意点 

 
 
○既有経験との「ずれ」から課題を設定し，単元の学習計画を立てる。 
・空き缶に割り箸を詰め，上部に火を付けてみるが，すぐに火が消えてしまうことから
燃焼に関する疑問を持つ。 

 「簡単に燃えると思ったけれど，全然燃えないよ。」「なぜ，燃えないのかな。」「この
ままじゃ，収穫祭ができないよ。」 

・課題を設定する。「空き缶の中の割り箸を燃やし続けるにはどうすればいいだろうか」 
・既有経験（野外活動のかまどでの火おこしなど）を根拠として，原因を話し合う。 
 「野外活動の時は，隙間をつくったり，うちわであおいだりして空気が入るようにし
たらよく燃えたよ。」「割り箸の間に隙間をつくって空気の通り道をつくればいいんじ
ゃないかな。」「空き缶に穴を開けて，空気の入り口をつくればいいんじゃないかな。」 

・自分たちが考えた仮説を検証する学習計画を立てる。 

 
１ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
○割り箸をたくさん詰め込んで火をつ
けさせる。 

○野外活動のかまどでの火おこしなど
の既有経験を想起させる。 

○野外活動等では，うちわであおいだ
り，息を吹き込むなど，空気を送り込
む経験を十分体験させておく。 

 
 
○空き缶の中で，割り箸の間に隙間をつくって燃えるかどうか確かめる。 
・班ごとに割り箸の本数を変えて，燃え方を調べる。 
「本数を減らして，隙間を増やすとよく燃えるようになったよ。」「でも，隙間が少し
だとすぐ火は消えるね。」 

○空き缶に穴を開けて割り箸が燃えるかどうか確かめる。 
・隙間を少し空けて割り箸を空き缶に入れ，班ごとに空き缶に穴を開ける場所（上，中，
下）を変えて，燃え方を調べる。 

 「空き缶の上の方に穴を開けると，割り箸の上の方しか燃えなかったけれど，下の方
に穴を開けると，割り箸は勢いよく全て燃えたよ。」「穴から空気が入っていったよ。」 

 
２ 

 
○２時間続きで２つの実験を行う。 
○各実験で何を同じにし，何を変えるの
か条件制御を行わせる。 

○児童の発想を生かしながら実験方法
を考えさせる。 

○自分の仮説が正しければ，実験結果が
どうなるか予想を立てさせた後，実験
を行わせる。 

○空き缶に開けた穴から空気が入って
いく様子も観察させる。 

 
 
○実験のまとめを基に新たな課題を設定する。 
・実験結果をまとめ，割り箸を燃やし続けるには，何が必要なのかを考える。 
「割り箸の間に隙間をつくればいいよ。」「燃えるためには空気がないとだめなんだ
ね。」「でも，ただ空気があればいいのではなくて，外から空気が入るようにしないと
よく燃えないよ。」「空気は下の方から入って，上へ流れていくようだね。」 

・まとめを基に物の燃え方について，疑問を持つ。 
「隙間に空気があるのに，なぜ，外から空気を入れないといけないんだろう。」「燃え
る時に空気が使われて古くなるから，新しい空気が必要になるんじゃないかな。」「古
い空気と新しい空気ってどこが違うのだろうか。」 

・課題を設定する。「新しい空気と古い空気は何が違うのだろうか」 

 
１ 

 
 
 
 
 
 
 
○物を燃やすには，新しい空気が必要で
あることに着目させ，物が燃える前と
燃えた後では，空気が変化していると
いうことに気付かせる。 
＜発問例＞「隙間に空気があるのに，
なぜ，燃え続けないのだろうか。」 

 
 
○燃焼前の空気と燃焼後の空気の違いから燃焼と空気の関係を理解する。 
・空気は主に窒素，酸素，二酸化炭素からなることを知る。 
・燃焼前の空気と燃焼後の空気の成分の割合変化を気体検知管や石灰水で調べる。 
「木を燃やすと燃やす前より，酸素が減って，二酸化炭素が増えてるね。酸素が使わ
れて，二酸化炭素になったのかな。」「酸素の中で木を燃やすとよく燃えるのかな。」 

・酸素と二酸化炭素の中で，それぞれ割り箸を燃やしてみる。 
「やっぱり酸素は木を燃やすのに必要なんだね。」 

 
２ 

 
○空気の主成分やその比率の調べ方（気
体検知管）については，これまで学習
したことのない内容なので，これ以降
の学習の中で使用させることによっ
て定着を図る。 

 
 
○これまでの学習を生かして，ドラム缶の中で火を燃やし続ける方法を考える。 
＜考えられる工夫点＞ 
・ドラム缶の下部に穴を開けるのは大変なので，ドラム缶の中に金属の管を差し込み，
空気を底に取り込めるようにする。 

・下から空気が供給されるように，下に空間をつくる。 
・送風機を使って，空気を送り込む。 
・一度にたくさんの木を詰め込むのではなく，隙間を空けて少しずつ木を加えていく。 

 
１ 

 
○これまでの実験では，空き缶に穴を開
けていたが，ドラム缶を使用し，穴を
開けるのが難しい状況をつくり，この
単元で学んだ知識を活用させる。 

 

理科の事例 
【考え・基礎知識】 
植物体が燃える時には，酸素が使わ

れ，二酸化炭素ができるということを
説明できる。 

【つながり】 
物の燃え方に関心を持ち，実験器

具を適切に使用しながら安全に実験
を行い，物の燃え方と空気の変化と
を関係付けながら追究することを通
して，燃焼の仕組みについての考え
方を持つことができる。 

【応用・ひろがり】 
燃焼についての知識を使って，キ

ャンプなど実際の生活場面において
効率良く物を燃やす方法を考え出す
ことができる。 

課題の設定（１） 

情報の収集，整理・分析，表現（２） 

振り返り，まとめ，課題の設定（１） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（２） 

創造・表現（１） 

★学級活動等で，理科で育ててきたジャ
ガイモの収穫祭を設定し，火の扱いや

始末がしやすいドラム缶の中でジャ
ガイモを焼くこととする。上手に焼く
ための練習として空き缶の中で割り

箸を燃やしてみる。 

★この単元で学んだ，燃焼するために必

要な既習知識をリストアップし，知識
の転移を促す。 

★自分の班で得た実験結果を他班に説明
に行ったり，他班の説明を聞いたりし
て，結果の交流を行う。結果の説明等

を自ら行うことを計画的に設定し，主
体性や課題解決のための説明力を高め
る。 



 
 
 

 

 

◇ 学年      第１学年 
◇ 単元名   地震 
◇ 単元の目標   地震に関心を持ち，資料を活用して，地震の仕組みと地震による土地の変化を関連付けながら追究す

ることを通して地震について理解し，減災や防災のために何をすればよいのかを考えることができる。 
◇ 単元の計画（全７時間） 

学習活動 時数 指導上の留意点 

 
 
○地震について小学校で習ったことや知っていることを発表し合い，減災や防災のため

には知識が足りないことに気付く。 
・これまでに学習したことを発表する。 
 「地震が起きると災害が起こることがある。」「津波や火事が起こる。」「土砂崩れや土

地がずれることもある。」 
・地震が起きた時のニュースを見て，分からないことや疑問に思ったことを発表し合う。 

「震度とかマグニチュードってどういう意味なんだろう。」「直下型地震（内陸型地震）
ってどういう意味なの。」「他にどんな地震があるんだろう。」「緊急地震速報ってどん
な仕組みなんだろう。」「そもそも地震はなぜ起こるんだろう。」 

・さらに，地震から身を守るためには何を知らなければならないのかを発表し合う。 
「津波や火事，土砂崩れの他にどんな災害が起こるのだろう。」「減災や防災のために
実際に行われている対策ってどんなものがあるのだろう。」「地震について知らないこ
とって多いね。地震から身を守るためにどんなことを学習していけばいいかな。」 

・出た疑問を分類し，これからの学習課題を設定する。 
 「地震はどのような仕組みで起こるのか。」「地震が起こるとどのようなことが起こる

のか。」「緊急地震速報はどのような仕組みなのか。」 

 
 
１ 

 
 
 
 
 
 
 
○実際のニュースをビデオに録画して

おき，視聴することによって，地震に
ついての科学的用語に関心を向けさ
せる。 

○地震は日本では避けては通れない自
然災害であるとともに，人命にかかわ
る問題であることから減災や防災の
知識と行動の必要性を実感させる。 

 
 
○地震が起こる仕組みについて調べる。 
・直下型地震の原因について知る。 
・直下型地震以外の地震について調べ，直下型地震との違いを表でまとめる。 
 「直下型地震以外ではプレート境界地震という地震があるよ。」「２つの地震は震源の

深さが違うから，震源の深さを調べると地震の原因や種類が分かるかもしれないね。」 
○過去に起きた地震の震源の位置を３次元的にまとめ，分布の様子を調べる。 
・震源の分布の様子から分かることをまとめる。 
 「プレート境界地震の震源を並べると，プレートが沈み込んでいる様子が分かるよ。」 
 「日本はどこでも地震が起こる可能性があるから地震に備えた避難訓練は大切だね。」 

 
 
１ 
 
 
 
 
１ 

 
○直下型地震について，全員で同じ資料

を使って特徴をまとめることを通し
て，調べる視点とまとめ方について全
体で確認する。 

○直下型地震と同じ視点とまとめ方を
用いてプレート境界地震について調
べ，直下型地震との違いが分かるよう
に表にまとめさせる。 

 

 
 
○地震によって起こることを調べる。 
・地震によって地面が動く。この地震のエネルギーの大きさをマグニチュードといい，

揺れる度合いを震度ということを知る。 
・震源と震央について知る。 
・過去の地震を基に，地震による災害についてまとめる。 
 「災害が起こったときの避難場所や連絡方法を決めておかないといけないね。」  

 
 
１ 

 
○混同しやすいマグニチュードと震度，

震源と震央については，直下型地震と
プレート境界地震の違いを表で整理
した方法と同様にまとめさせた後，ペ
アで確認させる。 

 

 
 
○緊急地震速報について調べる。 
・地震の波には P波と S 波があることを知り，それぞれ初期微動，主要動という揺れを

起こすことや初期微動継続時間について知る。 
・P波と S波の違いを実験によって確かめる。 
・P波と S波の速さの違いを利用して緊急地震速報を出していることを理解する。 
○ある地震が発生した時の各地域の震度や P波到達時刻，地震計の記録の資料を提示し，

震央がどこなのかを考えさせる。 
・それぞれの情報と震央の関係を見い出す。 

「震度が大きいほど，P 波が到達した時刻が早いほど，初期微動継続時間が短いほど
震央に近いといえるね。」「震度，P 波が到着した時刻，初期微動継続時間が同じ地点
をそれぞれ結ぶと全て震央を中心とした同心円状になるよ。」「震源が近いと初期微動
継続時間が短くなって，緊急地震速報が間に合わない場合があるから，すぐに頭を保
護して，机等の下へもぐる訓練を日頃から行う必要があるね。」 

 
 
１ 
 
 
 
 
１ 

 
○混同しやすい P 波と S波，初期微動と

主要動については，直下型地震とプレ
ート境界地震の違いを表で整理した
方法と同様にまとめさせた後，ペアで
確認させる。 

 

 
 
○これまで学習してきたことをまとめ，地震に対する減災，防災対策を考えて発表する。 
・自分達の地域で，地震によって生じやすい災害を考え，その対策を提案する。 
 「がけ崩れが起こる可能性があるので，落石防止の柵を設ける必要があると思うよ。」 

 
 
１ 

 

 

理科の事例 
【考え・基礎知識】 
地震の揺れの大きさや伝わり方の

規則性，地震の原因，地震に伴う土
地の変化の様子を説明することがで
きる。 

【つながり】 
地震に関心を持ち，資料を活用し

て，地震の仕組みと地震による土地
の変化を関連付けながら追究するこ
とを通して地震について理解し，減
災や防災のために何をすればよいの
かを考えることができる。 

【応用・ひろがり】 
自分が住んでいる地域で実際に地

震が起きた時のことを想定して，減
災や防災の視点から具体的な対策を
考え，実行することができる。 

課題の設定（１） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（２） 

情報の収集，整理・分析，まとめ（１） 

まとめ，創造，表現（１） 

★地震の避難訓練や直近に起こった地
震をきっかけにして，地震について知
っていることを発表させた上で地震

から身を守るためにどうすればよい
のかといった地震の学習に対する必
然性を持たせる。 

★本単元で完結するのではなく，減災

や防災の方法を具体的に考えさせ，
総合的な学習の時間や学級活動，３
年理科「自然の恵みと災害」につな

げる。 

情報の収集，整理・分析（２） 

★それぞれの班で震央がどこなのか
考えさせる。その際に，どのデータ

を使い，どのように考えたら震央が
どこなのかを見出せるのか科学用
語を使用して説明できるようにし

たのち，班の中で説明者を決め，他
の班へ説明に行かせ，議論させる。 

★減災，防災の視点を持ってまとめを行
わせ，目的意識を持続させる。 



 
 
 

 
 

 
◇ 学年        第１学年 
◇ 単元名  物質と化学結合 
◇ 単元の目標 イオン結合，金属結合，共有結合とそれらの結合でできた物質の性質について観察，実験を行い，

物質の性質が化学結合により特徴付けられることを説明することができる。 

時 主な学習活動 

１～３ イオン結晶の性質である「へき開」についてモデルを用いて説明する。【段階１】 

４・５ 金属の性質である「展性」「延性」についてモデルを用いて説明する。【段階１】 

６～８ いろいろな分子について，電子式や構造式で表現する。 

９～11 
極性分子と無極性分子についてモデルを用いて説明する。【段階２】 

極性分子と無極性分子の溶解性を確かめる実験を行い，その結果についてモデルを
用いて説明する。→ 本時【段階２】，本時の宿題【段階３】 

12・13 化学結合の特質と物質の融点などの性質とを関連付けながら整理する。【段階３】 

 

◇ 本時の目標 極性分子と無極性分子の溶解性を確かめる実験を行い，その結果についてモデルを用いて説明す

ることができる。 

◇ 学習の流れ（11時間目/全 13時間） 

 

学習活動 
指導上の留意事項（◇） 

◆「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〔観点〕 

（評価方法） 

１ 課題意識を持つ。 
・極性分子と無極性分子の溶解性を確かめる実験を行い，実
験結果について考察する。 
 

 
 
  

 
・実験結果を整理する。 
・実験結果からどのような性質が分かったかを各自考察した 
後で，班でまとめる。 

 
 
 
・「溶解」とは何かを考える。 

２ 本時のめあてを確認する。 
 
 
３ 課題解決のために考察する。 

・課題について,班で協議しながら，ホワイトボードにモデ
ル（図及び説明文）を記入する。 

４ 本時のまとめをする。 
・班及び全体の発表を受け，自分の考えを再確認し，ワーク
シートにモデル（図及び説明文）を記入する。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
５ 振り返り及び新たな課題発見 

・エタノールとヘキサン，ヘキサンとシクロヘキサンを混合
すると溶解することを演示し，「なぜ，このような結果にな
るのか。」と問いかける。 

 
 
 
 
 
◆それぞれの分子の構造式から極性分子と無極性分
子に分類させる。 

◇解決したい「問い」を文で表現させる。 
 
 
 

◇課題を解決するための前提となる事象の本質につ
いて共通認識をもたせる。 

 
 
 
◇溶解のしくみを粒子レベルで表現させ，どのように
表現すれば分かりやすく説明できるかを考えさせ
る。 

◆分子間に働く力の違いに着目させて，溶解の有無を
考察させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇本時の宿題として，作成したモデルの適用範囲と限
界を考察し，演示した新規事象を説明するモデルを
提案させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・極性分子・無極性分
子の溶解性につい
てモデルを用いて
表現している。 

〔思考・判断・表現〕
（ワークシート・行動 
 観察） 

理科（化学基礎）の事例 

【考え・基礎知識】 
化学結合のしくみや特質に

ついて説明できる。 

【つながり】 
ある物質の性質について，その物質の

化学結合の特質と関連付け，モデルを用
いて説明できる。 

【応用・ひろがり】 
様々な物質の性質の原理を説明するた

めに，自分の力でモデルを提案できる。 

形成したモデルの適用範囲や限界につ
いて指摘できる。 

高等学校 

めあて 極性分子・無極性分子の溶解性についてモデルを用いて説明する。 

生徒のまとめ例  極性分子である水分子は図１のように電荷を帯びた部分どうしで引き合っている。 
よって，図２のように極性分子であるエタノールは，電荷を帯びた部分で水分子を引き付けて混ざっていくため，溶解する。 
しかし，図３のように無極性分子であるヘキサンやシクロヘキサンは，電荷に偏りがないため，水分子を引き付けることができな
いため，溶解しない。 
 
 
 
 
 
 

図１                 図２                     図３ 

 
【操作】 
３本の試験管に水を２ｍＬずつとり，それらに，ヘキサン，シ
クロヘキサン，エタノールをそれぞれ２ｍＬ加え，よく振り混
ぜてから静置し，混合したかを観察する。 

【結果】 
ヘキサン：混合しない（溶解しない） 
シクロヘキサン：混合しない（溶解しない） 
エタノール：混合した（溶解した） 

課題 なぜ，極性分子どうしの液体は溶解し，極性分子と無極性分子の液体は溶解しないのか。 

本単元において，モデルを形成する力を育む
ために，教師が考え方を説明する場面と生徒が
考える場面を段階的に組み立てる。 
【段階１】 
クラス全体で事象の本質を明確にし，モデル化
する視点を与えたうえでモデルを形成する。 
【段階２】 
クラス全体で事象の本質を明確にし，モデル化
する視点は生徒で考えモデルを形成する。 
【段階３】 
生徒主体でモデルを形成する。 
形成したモデルの適用範囲や限界について考察
する。 

【課題発見】 

生徒が自分事として

事象を捉えることが

できるように，結果

がはっきりと分かる

事象について実体

験させる。 

課題を疑問形である文で表現させること

で，解決したいことを明確化する。 

【深い学び】 

教師が説明を与える

のではなく，生徒自身

で説明を考えさせる。

そのことにより，知識

の構造化が行われ，

別の事象に転移可能

な概念としての理解と

なる。 
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