
理科学習指導案  ２年 「 化学変化と物質の質量 」   授業者  安芸市立清水ケ丘中学校 井上 瑛絵                       令和 ４年 ７月 ８日（金） 

研究主題  「 生徒が教科の見方・考え方を働かせる授業づくりの研究 ～指導と評価の一体化の追究～ 」 

 

 
身の回りの物質についての観察、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。 
・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、見通しをもって課題を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
験などに関する技能を身に付けてい
る。 

令和３年度高知県学力定着状況調査では、本学年の正答率が
●％（目標値◯％）、化学（粒子）領域の正答率は、●％（◯％）
であった。問題形式別正答率は、選択式●％（◯％）、短答式●％
（◯％）、記述式●％（◯％）であった。短答式は目標値とほぼ同
等であったが、選択式、記述式は大きく下回っていた。観点別正答
率では、知識・技能●％（◯％）、思考・判断・表現●％（◯％）、
主体的に学習に取り組む態度●％（◯％）であった。知識・技能は
ある程度身に付いてきているが、学んできた知識を活用して、正し
く思考・判断・表現をしていくことが苦手な生徒が多い。また、記
述式の無解答率は●％程度であることから、自分の考えを表現す
ることに対しては苦手意識は少ないものの、知識を活用して正し
い表現ができていないと考えられる。 

指導にあたっては、課題に対して自分の考えを持たせ、それを基
に意見交流を行ったり、考察の際に比較したり、全体を振り返った
りすることを習慣化させていきたい。その中で、正しい表現の仕方
を身に付けていきたい。思考する際には、どこに目を付けて考えた
のかを明示させ、授業で扱っていないパターンについても同じ思
考の流れで課題解決できることや、ヒントになることにも気付か
せたい。また、身の回りの化学変化に目を向けられるよう、日常生
活との関わりを意識させながら課題を設定し、授業を展開してい
きたい。 

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に着目し、反応前後の物質の性質を比較することで、化学変化と物質の性質を関連付けて考える。 
・化学変化における物質の質量に着目し、反応前後の物質の質量を比較することで、化学変化と物質の質量を関連付けて考える。 
・化学変化を原子や分子のモデルといった微視的な視点で捉え、化学変化を原子や分子と関連付けて考える。 
 

主体的に学習に取り組む態度 

 化学変化と原子・分子に関する事
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。 

 

  13 時間 11 時間 ８時間  

【この単元と関連した領域の付いている力と内容】 
◆知識及び技能 

【小学校第３学年】物と重さ 

・物は、形が変わっても重さは変わらないこと、体積が同じで

も重さは違うことがあることを理解するとともに、観察、実
験などに関する技能を身に付けること。 

【小学校第５学年】物の溶け方 

・物が水に溶けても、水と物とを合わせた重さは変わらないこ
と、物が水に溶ける量には、限度があること、物が水に溶け
る量は水の温度や量、溶ける物によって違うことや、この性

質を利用して、溶けているものを取り出すことができること
を理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付
けること。 

【小学校第６学年】水溶液の性質 

・水溶液には、酸性、アルカリ性及び中性のものがあること、
気体が溶けているものがあること、金属を変化させるものが

あることを理解するとともに、観察、実験などに関する技能
を身に付けること。 

【中学校第１学年】状態変化 

・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
こと、物質は融点や沸点を境に状態が変化することを知ると
ともに、混合物を加熱する実験を行い、沸点の違いによって

物質の分離ができ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 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小単元の課題 

「身の回りの物質は細かく見ていくと 

 何からできていて、どのように表すことができるのだろうか」 

 

「酸化銀を加熱するとどうなるのだろうか」 

・物質が熱分解して生成した物質が元の物質とは異なることについ

て、自らの考えを導いたりまとめたりして、表現している。 

「炭酸水素ナトリウムを加熱するとどうなるのだろうか」 

・物質が熱分解してできる物質について問題を見いだし、加熱前後

の物質の性質を探究しようとするとともに、日常生活と関連付け

て考えようとしている。 

「水を電気の力で分解するとどうなるのだろうか」 

・電気によって水を分解する装置を組み立て、化学変化の前後の物

質の性質を調べる実験の技能を習得するとともに、結果の記録や

整理などの仕方を身に付けている。 

・電気によって水を分解して生成した物質が元の物質とは異なるこ

とを理解し、知識を身に付けている。 

「物質は何からできているのだろうか」 

・物質は原子や分子が構成要素であること、原子は記号で表される

ことなどについて、基本的な概念を理解し、知識を身に付けてい

る。 

「物質はどのように表すことができるのだろうか」 

・化学式は化合物の組成を表していることを理解するとともに、元

素記号や化学式を正しく書くことなどについて基本的な概念を

理解し、知識を身に付けている。 

・物質のつくりに関心をもち、物質を微視的に見ようとしている。 

「化学変化をわかりやすく表すにはどうしたらよいだろうか」 

・化学反応式から、化学変化に関係のある原子や分子の種類と数を

考察し、自らの考えを導いたりまとめたりして、表現している。 

 

 

 

 

 

 

 

小単元の課題 

「身の回りで物質同士が結びつく化学変化には、どのようなものが

あるのだろうか」 

 

「有機物が燃えるとは、どのような化学変化なのだろうか」 

・物質が燃えるときの物質の変化について問題を見いだし、酸化に

関する様々な事象を探究しようとするとともに、日常生活と関連

付けて考えようとしている。 

・酸化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。 

「金属は燃えるのだろうか」 

・金属を酸化させる実験の技能を習得するとともに、結果の記録や

整理の仕方を身に付けている。 

・酸化が酸素の関係する化学変化であることについて、原子・分子

のモデルと関連付け、自らの考えを導いたりまとめたりして表現

している。 

「酸化にはどのような種類があるのだろうか」 

・酸化には、激しい酸化と穏やかな酸化があることについて自らの

考えを導いたりまとめたりして、表現している。 

「酸化物から酸素を取り除くにはどうすればよいのだろうか」 

・酸化物から金属を取り出すことに関心をもち、金属を取り出す方

法について探究しようとするとともに、日常生活と関連付けて考

えようとしている。 

・還元が酸素の関係する化学変化であることについて原子や分子の

モデルと関連付け、自らの考えを導いたりまとめたりして、表現

している。 

「二酸化炭素中でマグネシウムは燃えるのだろうか」 

・化学変化を原子・分子のモデルや化学反応式で表すことに関心を

もち、今まで実験した化学変化をモデルで考えたり化学反応式で

表したりしようとしている。 

「鉄と硫黄を混ぜて加熱すると、どうなるのだろうか」 

・物質を加熱したとき、２種類の物質から１種類の物質ができるこ

とに関心をもち、加熱前後の物質の性質を探究しようとしてい

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 

小単元の課題 

「化学変化と物質の質量には、どのような関係があるのだろうか」 

 

「化学変化の前後で物質の質量はどのようになっているのだろう

か。」（本時 ２/２） 

・反応に関係する物質の質量の間にどのような関係があるかを調べ

る実験について、見通しをもって計画し、実験の妥当性を考え、

結果を分析して解釈し、原子や分子のモデルと関連付けて規則性

を表現している。 

・化学変化に関係する物質の質量を測定する実験の結果から、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について、原

子や分子のモデルと関連付けて、自らの考えを導いたりまとめた

りして、表現している。 

「銅と酸素が結びつくとき、物質の質量にはどのような関係がある

のだろうか」 

・反応に関係する物質の質量の間にどのような関係があるかを調べ

る実験について、原子や分子のモデルと関連付けて、見通しをも

って計画し、実験の妥当性を考えている。 

・化学変化に伴う質量の変化の結果から、反応する物質の間には一

定の関係があることについて原子や分子のモデルと関連付けて

分析して解釈し、自らの考えを導いたりまとめたりして、表現し

ている。 

・一定の質量の物質に反応する他方の物質の質量には限度があるか

どうかについて、習得した知識や技能を活用して説明しようとし

ている。 

「化学変化と物質の質量には、どのような関係があるのだろうか」 

・化学変化について、原子や分子と関連付けながら、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
しようとする姿。 

・身の回りの物質に目を
向け、生活の中で化学変
化が起きていることを
理解しているとともに、
それらを原子や分子と
関連付けて考えようと
する姿。 

 

 

 

 

【学習後につながっている単元】 
＊中３【化学変化とイオン】 
・日常生活や社会で使わ
れている化学変化やイ
オンについて、見通しを
もって観察、実験などを
行い、その結果を分析し
て解釈し、科学的に考察
して判断することがで
きる。 

評価規準 生徒の実態と指導観 単元目標 

理科の見方・考え方 

単

元

デ

ザ

イ

ン 

 

時

間 

単元の系統性 

◆本単元終了時の 

めざす生徒の姿 

生徒の姿 

◆付けたい力 

・１種類の物質から２種類以上の元の物質とは異なる物質が生
成することを理解する。 

・物質は原子や分子からできていることを理解する。 

・物質の種類は原子の種類の違いとその組み合わせによること
を理解する。 

・原子や分子は記号で表されることを理解する。 

・化合物の組成は化学式で、化学変化は化学反応式で表されるこ
とを理解する。 

 

◆付けたい力 

・２種類以上の物質が結びついて反応前とは異なる物質が生成す

ることを理解する。 

・酸化や還元は酸素が関係する反応であることを理解する。 

・化学変化を原子や分子と関連付けて、モデルを用いて表現する。 

◆付けたい力 

・化学変化の前後における物質の質量について、見通しをもって解
決方法を立案して実験を行い、結果を分析して解釈し、【規則性
や関係性】を表現する。 

・化学変化の前後で物質の質量の総和が等しいことを理解する。 

・化学変化では、関係する物質の質量の間には、一定の関係がある
ことを理解する。 

３２ 



めあて 化学変化の前後で物質の質量はどのようになっているのだろうか。                                     まとめ 

 

 

 

 

                                                                       振り返り 

 

学習の振り返り・めあての設定 仮説の採択・個人/班思考 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：スチールウールを加熱するとどうなったかな。 

S：燃焼が起きた。 

S：少しだけ質量が増えたよね。 

T：有機物である木片を加熱するとどうなる？ 

S：炭になる。 

S：二酸化炭素が発生する。 

S：木片より炭の方が軽いよね。 

T：では、この化学変化ではどうなるだろうか？ 

【演示】炭酸ナトリウム水溶液と塩化カルシウム水溶液を

反応させる 

S：質量が変わらないパターンもあるのか。 

 

 

 

 

T：先ほどの実験で、化学変化の前後で質量はどうなった？ 

S：変わったり変わらなかったりした。 

 

 

 

T：質量が変化する化学変化を見てみよう。 

【演示実験】塩酸と炭酸水素ナトリウムを反応させる 

S：気体が発生しているね！ 

S：質量は少し減ったよ！ 

 

T：どうしてさっきの実験では、質量が減ったんだろう？ 

S：発生した気体が逃げたからじゃないかな。 

T：なるほど。じゃあビーカーに入っている物質の質量は減

ったけれど、周りの空気に着目して考えるとどんな状態

だろう？ 

S：空気からすると、気体が入ってくるってことだから… 

S：周りの空気の質量は増えるってことだね。 

T：では、周りの空気も含めると、質量についてどんなこと

が言える？ 

S：ビーカーに入っている物質とまわりの空気の合計の質

量は変わらない？ 

仮説 

まわりの空気の質量も含めると質量は変化しない。 

T：では、塩酸と炭酸水素ナトリウムを反応させ、二酸化炭

素が発生する化学反応について、仮説を証明する実験方

法を考えてみましょう。 

使える実験器具は前にあるものです。実験の前後で質量

をはかって、仮説を証明しましょう！！ 

個人思考 

 ↓ 

班思考 

S：発生した気体を集めるのはどうだろう。 

S：質量をはかるのが難しそうだな。 

S：気体が逃げないようにする実験方法はどうだろう？ 

S：何かで覆ってみる実験方法がいいかな？と思ったけれ

ど、何で覆うのがいいだろう。 

 

T：では、考えた実験方法で実際に実験してみましょう。 

※タブレットを活用して実験の動画を撮影する。 

 

他の班の実験方法と結果を共有 

※タブレットの活用 

T：仮説を証明する実験を行ってみたけれど、どうかな？  

S：自分たちの班は、質量は減ったけれど、他の班を見てみ

ると、質量は減ったり、変わらなかったりしてるね。 

S：でも、全体でみると、質量は減ったところが多いから、

化学変化が起こると、質量は減るって言ってもいいんじ

ゃないかな？ 

T：確かに減っているところが多いね。じゃあさっきの仮説

は間違っているってことでいいかな？ 

S：実験の結果からすると間違っていると思う。 

S：質量は減ったけれど、自分の班は実験の操作が上手くい

かなかったから気体が逃げてしまって減った気がする。 

T：なるほど。さっきの仮説が間違っていると結論付けるに

は早いみたいだね。他の班の考えも聞いたうえで、もう

一度実験方法を考えてみましょう！ 

 

 班思考・実験・共有 

S：実験結果はあまり変わらないね。 

S：やっぱり減ったり、変わらなかったりしている… 

S：どの班も工夫したのにね。やっぱり、仮説が間違ってい

て、減ったり、変わらなかったりするのが正しいのかも

しれないよ。 

 

T：実は、こんな実験器具があります。この実験器具(質量

保存実験器)を使って同じ実験をしてみましょう。 

S：質量は変わらないね。 

S：この容器だと、中にある空気も一緒に質量が測れるし、

外にも逃げないからかな。 

S：じゃあ、化学変化が起きても、まわりの空気を含めたら

質量は変わらないんだね。 

○めあてに対するまとめを行う。 

 

 

 

 

T：この化学変化を化学反応式で表してみよう！ 

S：HCl ＋ NaHCO₃ → NaCl ＋ CO₂ ＋ H₂O かな！ 

T：そうだね！この化学反応式からどんなことがわかる？ 

S：反応の前後で原子の種類と数は一緒！ 

S：組み合わせが変わっている！ 

S：化学変化が起こっても、原子の種類と数は変わらない。

だから、化学変化の前後で質量は変わらないんだね。 

○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：はじめは化学変化が起きたら質量は減ると思っていた

けれど、友達の意見を聞いて、発生した気体も含めたら

質量は変化しないことがわかった。 

S：スチールウールを加熱して燃焼させたときに質量が増

加したけれど、密閉した空間で実験したら質量は変化

しないんじゃないかな、と思った。 

【指導上の留意点】 

・本時の着目点を既習事項と結びつけ、生徒の言葉からつなげる。 

・演示実験を行いながら、視覚的に捉えさせる。 

【指導上の留意点】 

・物質だけではなく、そのまわりも併せて考える視点を持たせる。 

・個人の考えをもち、班で共有することで考えを広げる。 

【指導上の留意点】 

・他の班の結果も踏まえながら、仮説の妥当性を考える。 

 必要であれば仮説を再設定する。 

【指導上の留意点】「化学反応式」と「質量の変化」の言葉を使って、

①気付いたこと（新たな疑問）②今日の学習で、今までの学びをどう

生かせたか、③他の人の意見から学んだこと 

以上の３つの視点から振り返らせる。 

 反応に関係する物質の質量の間にどのような関係があるかを調べる実験について、見通しをもって計画し、実験の妥当性を考え、結果を分析して解釈し、原子や分子のモデルと関連付けて規則性を表現している。 

【思考・判断・表現】（個人・班での記述・活動、振り返りの記述、行動観察） 

WB 

WB 

WB 

WB 

WB 

WB 

 

化学変化の前後で物質の質量は変化しない。 

なぜなら、空気中に逃げた分を含めると、合計は変わらないため。 

①気づいたこと（新たな疑問） 

②今日の学習において、今までの学びをどう活かせたか 

③他の人の意見から学んだこと 

まとめ  

化学変化の前後で物質の質量は変化しない。 

なぜなら、空気中に逃げた分を含めると、合計は変わら

ないため。 

 単元の課題  

化学変化と物質の質量には、どのような関係があるのだろ

うか。 

共有の仕方 要検討 

※ICT の活用 

まわりの空気 

本時 2/2 

めあて  

化学変化の前後で、物質の質量はどのようになっているの

だろうか。 

前時 1/2 

化学反応式 質量の変化 


