
理科学習指導案 ２年「化学変化と原子・分子」（全３５時間） 授業者 香美市立鏡野中学校 福重 智也 令和３年 ７月 ７日（水）

研究主題 「対話的で深い学びの創造」

化学変化についての観察、実験などを通して、次の事項を身に付けること。

【知識及び技能】
物質の成り立ち
・物質を分解する実験を行い、分解して生成した物質は元の物質とは異なることを見いだして理解すること。

・物質は原子や分子からできていることを理解するとともに、物質を構成する原子の種類は記号で表されることを知ること。
化学変化
・2種類の物質を反応させる実験を行い、反応前とは異なる物質が生成することを見いだして理解するとともに、化学変化は原子や分子のモデルで説明できること、化合物の組
成は化学式で表されること及び化学変化は化学反応式で表されることを理解すること。

・酸化や還元の実験を行い、酸化や還元は酸素が関係する反応であることを見いだして理解すること。
・化学変化によって熱を取り出す実験を行い、化学変化には熱の出入りが伴うことを見いだして理解すること。

化学変化と物質の質量
・化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い、反応物の質量の総和と生成物の質量の総和が等しいことを見いだして理解すること。
・化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を行い、反応する物質の質量の間には一定の関係があることを見いだして理解すること。

【思考力，判断力，表現力等】
・化学変化について、見通しをもって解決する方法を立案して観察、実験などを行い、原子や分子と関連付けてその結果を分析して解釈し、化学変化における物質の変化やその
量的な関係を見いだして表現すること。

【学びに向かう力，人間性等】
・化学変化と原子・分子に関する事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度を養う。

知識・技能

化学変化を原子や分子のモデルと関

連付けながら、物質の成り立ち、化学変

化、化学変化と物質の質量を理解してい

るとともに、それらの観察、実験などに

関する技術を身に付けている。

昨年 12月に行われた高知県学力定着状況調査では、正答率が○％（全国 62.3％）だっ
た。問題形式別正答率は、記述式○％（全国 42.8％）、短答式○％（全国 61.5％）、選択式
○％（全国 67.0％）であった。選択式は+○Pとわずかに上回っていた。しかし、短答式は
－○P、記述式が－○Pと全国平均よりも低く課題が見られる。このことから、既習した語
句を正しく使って説明する力がまだまだ不十分と考えられる。まとめや考察、振り返りな
ど自分の言葉で表現する力を高めようと教科会で取り組んできたが、既習事項を関連させ
ながら課題を解決することや、思考したことに科学的根拠を加えて説明する力が弱いと考

えられる。
本学年の生徒は、昨年度の単元『身のまわりの物質』の学習において、物質を加熱する

前後で性質が変化していることや、小学校６年生で学習した物質が燃焼するときに酸素を

必要とし、燃焼後に二酸化炭素が出ることも関連させながら実験に取り組むことができて
いた。また実験に取り組む際には、安全に実験に取り組むためにどのようなことに注意す
るのかを話し合う姿や、実験の結果をもとに既習事項と自分の考えを関連させながら書く

ことにも積極的に取り組めていた。
本単元の指導にあたっては、各章ごとに章を貫く課題を最初に示すことで、その章でど
のようなことを身につけるのかを明確にし、昨年度からの取り組みを引き継ぎ、既習の言

葉を正しく活用しながら考察やまとめ、振り返りに取り組み、自分の考えを学習内容と関
連させて書かせるように取り組む。例えば、ホットケーキがふくらむのは、炭酸水素ナト
リウムの熱分解を利用してふくらんでいること、ものが燃焼するときには酸素と化合して

いること、金属のさびは酸化物のひとつであること、鉱物から金属単体を取り出す際には
還元させていること、カイロや冷却パックは化学変化の際に伴う熱の出入りを利用してい
ること、体内でも化学変化を利用してエネルギーを取り出していることなどを扱っていく。

また、単元を通して、原子や分子と関連付けて実験結果を分析して解釈し、化学変化にお
ける物質の変化やその量的な関係を見いだして表現させていく。化学反応式をつくる際も、
化学変化の前後で原子の種類や数は変化しないことを意識させていく。

思考・判断・表現
化学変化について、見通しをもって解

決する方法を立案して観察、実験などを

行い、原子や分子と関連付けてその結果

を分析して解釈し、化学変化における物

質の変化やその量的な関係を見いだし

て表現している。

・化学変化における物質の性質の変化に着目し、反応前と反応後の物質の性質を比較しながら、化学変化と性質の変化を関係付けて考える。
・化学変化における原子・分子という微視的な見方を働かせ、原子・分子モデルを用いてそれらの結合の仕方と化学変化を関係付けて考える。
・化学変化における物質の量の変化に着目し、反応前と反応後の量的な関係を比較して考える。

主体的に学習に取り組む態度
物質の成り立ち、化学変化、化学変化

と物質の質量に関する事物・現象に進ん

で関わり、見通しをもったり振り返った

りするなど、科学的に探究しようとして

いる。

９時間 １６時間 １０時間
【この単元と関連している領域の付いている力と内容】

◆知識及び技能
【小学校第６学年】 燃焼の仕組み
・燃焼の仕組みについて空気の変化に着目して、

物の燃え方を多面的に調べる活動を通して、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理解する。

【中学校第１学年】 身のまわりの物質
・身の回りの物質の性質を様々な方法で調べる
実験を行い、物質には密度や加熱したときの変

化など固有の性質と共通の性質があることを
見いだして理解するとともに、実験器具の操
作、記録の仕方などの技能を身に付ける。

・気体を発生させてその性質を調べる実験を行
い、気体の種類による特性を理解するととも
に、気体を発生させる方法や捕集法などの技能

を身に付けること。
・水溶液から溶質を取り出す実験を行い、その結
果を溶解度と関連付けて理解する。

・物質の状態変化についての観察、実験を行い、
状態変化によって物質の体積は変化するが質
量は変化しない事を見いだして理解する。

◆思考力・判断力・表現力等
・【小学校第３学年】（比較しながら調べる活動を
通して）自然の事物・現象について追究する中

で、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、
表現すること。

・【小学校第４学年】（関係付けて調べる活動を通

して）自然の事物・現象について追究する中で、
既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想
や仮説を発想し、表現すること。

・【小学校第５学年】（条件を制御しながら調べる
活動を通して）自然の事物・現象について追究
する中で、予想や仮説を基に、解決の方法を発

想し、表現すること。
・【小学校第６学年】（多面的に調べる活動を通し
て）自然の事物・現象について追究する中で、

より妥当な考えをつくりだし、表現すること。
・【中学校第１学年】問題を見いだし見通しをも
って観察、実験などを行い、＜規則性、関係性、

共通点や相違点、分類するための観点や基準＞
を見いだして表現すること。

章の課題：物質を細かくしていくとどうなるのだろうか。
「炭酸水素ナトリウムを加熱するとどうなるだろうか。」
・炭酸水素ナトリウムを加熱すると、炭酸ナトリウムと二酸化炭
素と水に分解できることを理解するとともに、ホットケーキ
がふくらむ理由について実験結果から見いだし表現する。
（２時間）

★「酸化銀を加熱するとどうなるだろうか。」
・酸化銀を加熱すると銀と酸素に分解されることを実験から見
いだす。（１時間）
★「水はどのような物質でできているのだろうか。」
・水の分解のために電流を流すことを理解するとともに、水が水
素と酸素に分解されることを見いだす。（２時間）
「物質はどのようなものからできているのだろうか。」
・どの物質も原子からできていることを気づき、原子や分子の性
質を理解する。（１時間）
・物質を表す元素記号について学び、元素記号を使うことの利点
を理解する。（１時間）
「物質を化学式で表すとどのようになるだろうか。」
・分子と原子の性質の違いを理解し、物質を化学式で表したとき
に単体や化合物、混合物などに分類する方法を見いだす。
（１時間）
「物質を細かくしていくとどうなるのだろうか。」（章のまとめ）
・物質を熱や電気などによって分解していくと別の物質になり、
さらに細かくしていくと原子という小さな粒子でできている
ことを表現する。（1時間）

章の課題：物質が結びつく様子を化学反応式で表すとき、どのような利点があるの

だろうか。

「物質と物質が結びつく化学変化とはどのような変化だろうか。」

・水素と酸素が結びつくとどのような物質ができるのかを化学式と関連

させながら見いだすことができる。（１時間）

★「鉄と硫黄が結びつく様子をとどのような物質ができるのだろうか。」

・鉄と硫黄の混合物を加熱すると、性質の異なる物質ができることを実験結果と化

学式を関連させながら表すことができる。（２時間）

「化学変化を化学式で表すとき、どのような決まりがあるのだろうか。」

・化学反応の前後で原子の種類や数が変化しないことを化学式や粒子モデルを使

って表すことができる。（２時間）

・化学反応式からどのようなことが分かるのかを考え、表現することができる。

（２時間）

「物質が結びつくときの化学反応式で表すとき、どのような利点があるのだろう

か。」

・物質が化合する際の化学反応式に化学式を利用して表すことで、化合の前後で原

子の数が等しいことや反応後に別の物質に変化していることを表現できる。

（１時間）

章の課題：身の周りで酸素がかかわる化学変化にはどのようなものがあるのだろ

うか。

★「物質が燃えるとどのような変化がおこるのだろうか。」

・物質の燃焼実験を通して、燃焼の前後で何が変化したかを見いだす。（２時間）

・物質と酸素が結びつく反応を理解し、粒子モデルを使って表現できる。（１時間）

★「酸化物からどうすれば酸素を取り除けるのだろうか。」

・酸化銅から酸素を取り除く実験方法を立案し、反応の前後に出てくる物質の性質

をふまえながら、表現できる。（３時間）

・二酸化炭素中でマグネシウムが燃焼する現象について、説明するために原子・分

子モデルを用いて試行錯誤することができる。（１時間）

「身の周りで酸素がかかわる化学変化にはどのようなものがあるのだろうか。」

（章のまとめ）

・酸化と還元について化学反応式を利用しながら酸素原子がどのように移動する

のかを表現することができる。（１時間）

章の課題：化学変化の前後で変化することと変化しないことは何だろ

うか。

「化学変化の前後で質量はどのように変化するだろうか。」

・化学変化の前後で質量がどのようになるのかを原子・分子モデルを使

いながら見いだすことができ、質量が変化しない理由を理解できる。

（２時間）

★「金属と結びつく酸素の量にはどのような関係があるのだろうか。」

・金属と酸素が結びつきを比較する実験を立案し、実験を通してどの金

属と酸素の間にどのような関係があるのかを見いだすことができる。

（３時間）

「化学変化の前後で変化することと変化しないことは何だろうか。」

（章のまとめ）

・化学変化の前後で物質がどのように変化しているのかを化学式を使っ

て表し、発生した物質の質量の総和が等しくなるが、別の物質ができ

ていることを表現できる。（１時間）

章の課題：身の回りにはどのような化学変化があるのだろうか。

「カイロはどのような仕組みで発熱するのだろうか。」

・鉄粉を酸化させる実験を行い、カイロは化学変化に伴って生じる熱を

利用していることを理解する。（1時間）
「化学変化と熱にはどのような関係があるのだろうか。」

・アンモニアの発生の実験を行い、化学変化には熱の出入りが伴うこと

を見いだすことができる。（1時間）
★「ガスバーナーの炎を青くしなければいけないのはなぜだろうか。」

・ガスバーナーの炎が青いときと赤いときの化学変化を原子・分子モデ

ルや化学反応式を用いて表現する。（1時間）本時
「身の回りにはどのような化学変化があるのだろうか。」（章のまとめ）

・授業で学習してきた化学変化が身の回りで利用されている事例を考

え、私たちの生活と密接していることを表現できる（1時間）

すべての物質は、原子や
分子の組み合わせからで
きていることを理解し、
身の回りの化学変化を原
子や分子と関連付けて考
えようとする姿。

【この単元の学習後につな

がっている領域の付けた

い力と内容】

見通しをもって観察、
実験などを行い、その結
果や資料を分析して解釈
し、【特徴、規則性、関係
性】を見いだして表現す
る力。また、探究の過程を
振り返る力。

◆本単元終了時の

めざす生徒の姿

◆付けたい力
・物質を分解する実験や化合させる実験を通して、反応前とは異なる

物質が生成することを見いだし、理解する。
・物質は原子や分子からできていることを理解する。

◆付けたい力

・原子・分子モデルを用いて化学変化について考えることで、反応の前後で原子

の組み合わせは変わるが、原子の数や種類が変わらないことを理解し、化学

反応式を利用して粘り強く、説明しようとする。

・化学反応式を利用して、化学変化について粘り強く考え、説明しようとしてい

る。

・化学変化の前後における物質の質量について、解決方法を立案する。

・実験を通して、反応前後で質量の総和が等しいこと、および、反応する物質の

質量の比は一定になることを見いだして理解する。

◆付けたい力
・実験を通して、酸化や還元は酸素が関係する反応であることを見い

だして理解する。
・二酸化炭素中でマグネシウムが燃焼する現象について、原子・分子
モデルを用いて試行錯誤しながら説明しようとする。

第３学年

「化学変化とイオン」

単元目標

単元の系統性

評価規準 生徒の実態と指導観

理科の見方・考え方

★：ICTを使用し、実験記録を撮り、
考察等で活用する

単

元

デ
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イ

ン

３

５

時

間



【本時の目標】ガスバーナーを青い炎で使う理由について、化学変化や原子・分子と関連付けて、化学反応式を用いて表現しようとする。
【本時において働かせる理科の見方・考え方】ガスバーナーの炎が青いときと赤いときのそれぞれのプロパンの化学変化を原子・分子の結びつきと関係付けて、化学反応式や原子・分子モデルを用いて考えることができる。

◎本校の課題解決に向けた授業づくり
全国学力学習状況調査や高知県標準学力調査の結果を分析し、
本校の課題を克服できるような授業づくりをしてきた。
◎深い学びの実現に向けた振り返りの充実
本時の内容を生徒が自分の言葉で表現し、学んだことを整理す
る振り返りの時間を充実させてきた。また、振り返りの中で「新
たな疑問」を書かせ、次時以降につなぐようにしている。
◎見方・考え方を働かせる手立て
微視的なものを可視化して考えられるように、原子・分子モデ
ルを各班に用意しておく。

課題の把握 思考を深める まとめ・振り返り

○これまでの学習を振り返る。

T 物が燃えるのはどんな化学反応でしたか。

S 酸素との化合です。

S それを酸化というんだったね。

S 化学変化の前後で原子の種類と数は変わらないよ。

T そうでしたね。物が燃えるときは物質と酸素が結びつく

酸化という化学反応が起こったね。

T じゃあ少しこの映像を見てください。

ガスバーナーを使った燃焼に実験の映像【ICT活用】
T 実はこの実験で１つだけ駄目なところがありますが、ど

こでしょう。

S ガスバーナーの炎って赤色じゃ駄目だよね。

S そうだよ。炎の色は青色にしなくてはいけなかったよね。

T そう。炎の色は青色でしたね。

○課題を把握し、予想する。

T ガスバーナーの炎はなぜ赤色では駄目なんだろう。

S 火力が弱くなるからかな？

S 違うよ。一酸化炭素が出るからだよ。

○炎が青い（酸素が十分にある）ときの化学変化を、原子・

分子モデルや化学反応式を用いて表す。

T ガスバーナーの主な成分はプロパン（C3H8）

で、このような分子モデルになります。

T プロパンを燃焼させると何ができると思いますか。

S プロパンは C原子と H原子からできているから、酸素と
結びつくと CO2、H2Oができそうだね。

S プロパンは有機物だから、二酸化炭素と水ができるね。

T 酸素が十分にある状態でプロパンを燃焼させると主に二

酸化炭素と水ができます。それでは、原子・分子モデルを

使って、化学反応式を考えてみましょう。

S 反応の前後で原子の種類と原子の数は変化しないね。

S プロパンには Cが 3個あるから、二酸化炭素の分子も 3
個できるね。

S Hは 8個あるから、水分子は 4個できるのではないかな。
S 酸素は分子の形になるから酸素原子が２個くっついた形

だから、全部で酸素分子は５個になれば、化学反応の前後

で原子の種類と数が合うね。

S モデルはこのようになるから、化学反応式は

C3H8＋5O2→3CO2＋4H2Oになるのではないかな。

○炎が赤い（酸素が不足している）ときに、すすができた理

由を原子・分子モデルや化学反応式を用いて表す。

T 炎が赤いときは酸素が不足しているという言葉が出てい

ましたが、このときの化学変化をさっきと同じように原

子・分子モデルを使って考えてみましょう。

班活動で化学反応式を原子・分子モデルで考える。

S さっきと同じで、Hは 8個のままだから水分子は 4個で
きるよね。

S 水分子が 4個だとして、反応前後の酸素の数をあわせて
みよう。

S モデルはこのようになるのではないかな。

S 化学反応式は

C3H8＋3O2→2CO＋4H2O＋Cになると思うな。
各班の考えを全体で共有する。

T いろいろな化学反応式が考えられますね。ところで、こ

の Cは何だと思いますか。
S Cだから、炭素だよね。炭なんてあったかな。
T 実は、金網の裏を見てもらうと分かりますが、ここにす

すがついています。この Cはすすを表しています。

○課題に対するまとめを行う。

S ガスバーナーの炎を青くしないといけないのは、化学反

応式からも分かるように、酸素が不足すると一酸化炭素が

発生して危険だからだね。

S それに、炭素も発生して、すすがつくよね。

S だから、空気調節ねじをまわして炎の色を青くしないと

いけないのだね。

○振り返りを行う。

T 振り返りの視点に従って学習を振り返りましょう。

S ガスバーナーの炎を青色にしなくてはいけない理由は、

赤色のままではプロパンと化合する酸素の量が足りない

ため、一酸化炭素が発生して危険な状態になってしまう。

また、すすが発生するため実験器具が汚れたり、喉を痛め

てしまうことが起こってしまう。化学反応式を利用する

と化学変化でできる物がはっきりと分かった。

S 化学反応式を考えるのは難しかったけど、モデルを使っ

て班で考えたら、わかった。

【指導上の留意点】既習事項を復習させ、化学反応の前後で原子の種類や数

が変化しないことを確認させる。

【指導上の留意点】プロパンの燃焼の化学反応式を考えさせることで、酸素

が十分にあると二酸化炭素と水ができることを確認させる。

【指導上の留意点】酸素が十分にないときのプロパンの燃焼を考えさせ、一

酸化炭素と炭素が発生することを見いださせる。

【指導上の留意点】①使った知識や技能、②粘り強く考えたこと、

③気づいたこと（新たな疑問）の３つの視点から振り返らせる。
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ガスバーナーの炎が青いときと赤いときの化学変化について、化学変化の前後で原子の種類や数が変わらないことや原子の結びつきに着

目して、原子・分子モデルや化学反応式を用いて粘り強く考え、説明しようとしている。【主体的に学習に取り組む態度】（個人・班での

思考の記述、振り返りの記述、行動観察）

まとめ ガスバーナーの炎を青くしなければいけないのは、酸

素が十分にあれば、

C3H8＋5O2→3CO2＋4H2O

という反応が起こるが、酸素が不足していると、

C3H8＋3O2→2CO＋4H2O＋C

という反応が起き、すすがついたり一酸化炭素が発生したり

して危険だから。

課題 ガスバーナーの炎を青くしなければいけないのはなぜ

だろうか。


