
理科学習指導案 第３学年 「 化学変化とイオン 」   授業者 安芸市立清水ケ丘中学校 上森 志保                                 令和４年１１月１１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～ 」 

 
 
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】 
・水溶液に電圧をかけ電流を流す実験を行い、水溶液には電流が流れるものと流れないものとがあることを見いだして理解すること。 
・電解質水溶液に電圧をかけ電流を流す実験を行い、電極に物質が生成することからイオンの存在を知るとともに、イオンの生成が原子の成り立ちに

関係することを知ること。 
・酸とアルカリの性質を調べる実験を行い、酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水酸化物イオンによることを知ること。 
・中和反応の実験を行い、酸とアルカリを混ぜると水と塩が生成することを理解すること。 
・金属を電解質水溶液に入れる実験を行い、金属によってイオンへのなりやすさが異なることを見いだして理解すること。 
・電解質水溶液と 2 種類の金属などを用いた実験を行い、電池の基本的な仕組みを理解するとともに、化学エネルギーが電気エネルギーに変換されて

いることを知ること。 
 
【思考力、判断力、表現力等】 
・化学変化について、見通しをもって観察、実験などを行い、イオンと関連付けてその結果を分析して解釈し、化学変化における規則性や関係性を見

いだして表現すること。また、探究の過程を振り返ること。 
 
【学びに向かう力、人間性等】 
・化学変化とイオンに関する事物・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 

化学変化をイオンのモデルと関連付けなが

ら、水溶液とイオン、化学変化と電池について
の基本的な概念や原理・法則などを理解してい
るとともに、科学的に探究するために必要な観

察、実験などに関する基本操作や記録などの基
本的な技能を身に付けている。 

 

令和４年度全国学力・学習状況調査の結果より、正答率が全国平均
を〇ポイント上回っている。領域別にみると「生命」が〇ポイント、「地
球」が〇ポイント上回っている。しかし、「エネルギー」は○ポイント

「粒子」は○ポイント下回っている。これは、日常生活と関連付けて
科学的な現象を多面的にみることができていなかったからだと考え
る。また、物質の成り立ちや化学変化についての理解が不十分で、特

に物質を構成する原子や分子について、微視的な視点でとらえられて
いない生徒が多いからだと考える。観点別正答率では、知識・技能が
〇ポイント、思考・判断・表現は〇ポイント上回っていた。普段の授

業で知識の習得を図り、その知識を活用し思考力を問う発問も積極的
に取り入れた。その結果、知識・技能が身につきつつあり、それを活
用して自ら考え判断し、表現しようとする力が身につき始めたと考え

る。問題別正答率では、選択式が○ポイント、記述式が○ポイント上
回り、短答式は○ポイント下回っていた。課題を解決するために必要
な知識の定着が弱い生徒が多いと考える。 

指導に当たっては、目的意識をもって観察や実験に取り組み、探究
的な学習を通して化学の本質的な面白さを実感できるよう配慮して学
習を進めたい。また、自分の考えを記述する場面や伝え合う場面にお

いては、中学校理科において使用される用語にも留意しながら取り組
みたい。そして、実際には目に見えない原子やイオンをモデルと関連
付けながら、実際に起きた事象を、根拠をもって説明できる力をつけ

ていきたい。 

 
思考・判断・表現 

化学変化について、見通しをもって観察、実
験などを行い、イオンと関連付けてその結果を
分析して解釈し、化学変化における規則性や関

係性を見いだして表現しているなど、科学的に
探究している。 

 
 
主体的に学習に取り組む態度 

水溶液とイオン、化学変化と電池に関する事
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。 
 

 
 
・中和反応によって水と塩が生成することをイオンのモデルと関連付けて考える。 
・化学変化を原子やイオン、電子のモデルといった微視的な視点で捉え、化学変化をイオンと関連付けて考える。 

 
  ８時間 ９時間 ８時間  
 
【この単元と関連した領域の資質・能力と内容】 
・小学校第３学年：物と重さ・・・① 
・小学校第５学年：物の溶け方・・・② 
・小学校第６学年：水溶液の性質・・・③ 
・中学校第１学年：水溶液、状態変化・・・④ 
・中学校第２学年：化学変化と物質の質量・・・⑤ 
◆知識及び技能 
③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。 

④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。 
⑤２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。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、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 
①物の形や体積と重さとの関係について追究する中で、差異点

や共通点を基に、物の性質について問題を見いだし、表現す

ること。 
②物の溶け方について追究する中で、物の溶け方の規則性につ

いての予想や仮説を基に、解決の方法を発想し、表現するこ

と。 
③水溶液の性質や働きについて追究する中で、溶けているもの

による性質や働きの違いについて、より妥当な考えをつくり

だし、表現すること。 
④身のまわりの物質について、問題を見いだし見通しをもって

観察、実験などを行い、物質の性質や状態変化における規則

性を見いだして表現すること。 
⑤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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小単元課題 
「電解質水溶液は、どのような仕組みで電流が流れているのだろう

か」 
 
「どのような水溶液に電流が流れるのだろうか」 
・水溶液に電圧をかけ電流を流す実験を行い、電流が流れるものと

流れないものとがあることを見いだして理解している。 
「電解質の水溶液に電流を流すとどのような化学変化が起きるの

だろうか」 
・塩化銅水溶液の電気分解における各電極で起こる変化のようすか

ら、電極に付着した物質について根拠を示して表現している。 
・電解質水溶液の電気分解で起こる化学変化を、化学反応式を使っ

て説明している。 
「電解質は水に溶けるとどのようになるのだろうか」 
・電解質水溶液に電圧をかけ電流を流す実験から、陽極と陰極に決

まった物質が生成することや電気を帯びた粒子が存在すること

を理解している。 
「原子はどのようなつくりになっているのだろうか」 
・原子は電子と原子核からできていることや原子核は陽子と中性子

からできていること、原子が電気を帯びるときの状態を理解して

いる。 
「イオンはどのようにしてできているのだろうか」 
・原子が電子を放出すると陽イオンになること、原子が電子を受け

取ると陰イオンになることを理解している。 
「イオンはどのように表せるのだろうか」 
・いろいろな化合物が水中で電離する様子を、イオンのモデルを使

って化学式で表現している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小単元課題 
「胃薬や消臭剤や土壌改良、湯川は、どのような化学変化を利用し

ているのだろうか」 
 
「酸性やアルカリ性の水溶液にはそれぞれどのような性質がある

のだろうか」 
・酸やアルカリの水溶液の特性を調べる実験から、それぞれの共通

点に着目し、それぞれの性質をわかりやすく表現している。 
「酸やアルカリの正体は何だろうか」 
・酸性、アルカリ性を示すものに電圧を加える実験を行い、それぞ

れの性質が水素イオンと水酸化物イオンによることを理解して

いる。 
「酸・アルカリの強さはどのように表されるのだろうか」 
・身のまわりの物質のｐH を測定し、酸性＜中性＜アルカリ性が、

０＜７＜14 であることを知るとともに、日常生活と深く関わって

いることを理解している。 
「塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜるとどのような変化が起

きるのだろうか」（本時２／２） 
・中和反応が起こる実験から、水と塩ができることを理解している。 
・水素イオンと水酸化物イオンから水が生じることにより、酸とア

ルカリが互いの性質を打ち消すことや、塩化物イオンとナトリウ

ムイオンから塩化ナトリウムが生じることをイオンのモデルを

用いて表現している。 
「胃薬や消臭剤や土壌改良、湯川は、どのような化学変化を利用し

ているのだろうか」 
・酸とアルカリの組み合わせによって、いろいろな種類の塩ができ

ることや、日常生活でどのように利用されているか学んだことを

活用し、表現している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小単元課題 
「電池はどのような構造や仕組みでできているのだろうか」 
 
「金属の種類によって、イオンへのなりやすさが変わるのだろう

か」 

・３種類の金属のイオンへのなりやすさの違いを予想し、違いを調

べる実験を計画している。 

・計画した実験から得られた結果を表にまとめて分析し、金属のイ

オンへのなりやすさが異なることについて根拠を示して表現し

ている。 

「硝酸銀水溶液に銅板を入れたとき、どのような化学変化が起きる

のだろうか」 

・金属を電解質水溶液に入れたときの反応を観察し、金属が溶ける

ことや水溶液中の金属イオンが金属として出てくることなどを、

イオンのモデルと関連付けて理解している。 

「ボルタ電池はどのような仕組みで電気エネルギーを取り出して

いるのだろうか」 

・ボルタ電池の電極の変化や電子の動き、電子の受け渡しに着目し、

イオンのモデルを用いて、仕組みを考えている。 

「ダニエル電池はどのような仕組みで電気エネルギーを取り出し

ているのだろうか」 

・ダニエル電池を製作し、正極と負極の反応やボルタ電池との仕組

みの違いを比較し、イオンのモデルと関連付けて理解している。 

「身のまわりにはどのような電池があるのだろうか」 

・日常生活で使用される様々な電池について特徴や用途を理解して

いる。 

・これからの電池の行方について、学んだことを基に表現している。 

 
 
 
 
 
 
・化学変化とイオンに関す
る事物・現象に進んで関
わり、見通しをもち探究
の過程を振り返りなが
ら、科学的に探究しよう
とする姿。 

・中和反応によって水と塩
が生成することをイオ
ンのモデルと関連付け
て考えようとする姿。 

 
 
 
 
【学習後につながる単元】 
＊高等学校 化学基礎 
【物質の変化】 
・化学反応の量的関係、酸と
塩基の反応及び酸化還元
反応について観察、実験を
通して探究し、化学反応に
関する基本的な概念や法
則を理解するとともに、そ
れらを日常生活や社会と
関連付けて考察できる。 

評価規準 生徒の実態と指導観 単元目標 

全 

 

時

間 

単元の系統性 

◆本単元終了時の 

めざす生徒の姿 

◆付けたい力 
・水溶液には電流が流れるものと流れないものがあることを理解
すること。 

・電解質水溶液に電流が流れる実験を行い、電極で物質が生成す
ることを関連付けて、化学変化における規則性や関係性を見い
だし表現すること。 

・イオンの生成が原子の成り立ちに関係することを理解すること。 
・原子の構造を理解すること。 
・原子が電子の授受によってイオンになることを理解すること。 
・化学式を使ってイオンを表すことを理解すること。 

◆付けたい力 
・酸性とアルカリ性の水溶液のそれぞれの特性を理解すること。 
・酸とアルカリそれぞれの特徴が水素イオンと水酸化物イオンに
よることを理解すること。 

・酸とアルカリを混ぜると塩と水が生成することを理解すること。 
・中和反応の実験を行い、イオンと関連付けて結果を分析して解
釈し、中和における規則性や関係性を見いだして表現すること。 

・水溶液の中身を確かめる方法を立案して実験を行い、見通しを
もったり振り返ったりするなど、科学的に探究すること。 

◆付けたい力 
・金属によってイオンへのなりやすさが異なることを理解するこ

と。 
・金属を電解質水溶液に入れる実験に関する操作や記録などの基

本的な技能を身に付けること。 
・イオンへのなりやすさが異なることをイオンモデルと関連付け、

根拠を示して表現すること。 
・電池の仕組みについて、イオンと関連付けモデルを用いて表現

すること。 

２５ 

理科の見方・考え方 



めあて 塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を混ぜるとどのような変化が起きるのだろうか。 
  予想  ・塩酸の性質は、水酸化ナトリウム水溶液の性質によって弱まった。  考察 まとめ 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ合わせると、塩酸の水素イオンと 

・水素イオンがなくなったのかな。 水酸化ナトリウム水溶液の水酸化物イオンが結びつき、水ができる。 
・水酸化ナトリウム水溶液を加えると中性を示す。                                             塩酸の塩素イオンと水酸化ナトリウムのナトリウムイオンが結びつき、 

実験結果                                                                                                                                   塩化ナトリウムができる。 
 

     振り返り  
     

 
めあての設定 立案 思考を深める まとめ・振り返り 

T：3 年団の先生たちが文化祭の打ち上げで、焼き肉を食

べに行ったんだって！そしたら次の日、門田先生の胃も

たれがすごかったみたいだよ。でも胃薬を飲んだら治ま

ったみたい。 
S：胃薬ってすごい。 
T：胃酸は酸性、胃薬はアルカリ性を示すんだよ。 
T：他にも酸とアルカリを混ぜると、何かが起きるよね。 
S：トイレの消臭剤でにおいを消すことができる。 
S：野菜がよく育つように、土壌改良が行われている。 
S：魚が住んだり、農業に使ったりすることができる水に

する湯川もだ！ 
T：今まで酸、アルカリ各々の性質、正体を学習したよね。

まだやってないことは何だろう。 
S：酸とアルカリを混ぜてみるのはどうだろう。 
T：酸、アルカリで知っているものはあるかな。 
S：硫酸や石灰水、塩酸と水酸化ナトリウムとかかな。 
S：授業でよく出てくる塩酸と水酸化ナトリウムを混ぜる

のはどうだろう。 
 
 
 
T：では、これを見てください。演示（青色リトマス紙に

塩酸をつけ赤く変わったところに、水酸化ナトリウム

水溶液をつけ、青色にする。） 
T：どんな変化が起きているのか予想してみよう。 
S：塩酸の性質が弱まると思う。 
S：水酸化ナトリウム水溶液が酸性の性質を弱めたのか

な？ 

仮説 塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えると塩酸の

性質が弱くなる。 
T：では、塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えて酸性の

性質が弱くなるのか、仮説を証明する実験方法を考え

てみよう。 
S：塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えたらよいと思う。 
T：そのまま 2 つを混ぜたらよいかな。 
S：よいと思う。 
S：でも、それなら酸性が弱まったかわからないよ。 
T：では、何か試薬を使ってみようか。 
S：リトマス紙がよいかな。 
S：水溶液の変化の過程を確認したいから BTB 液がよいと

思う。 
T：なるほど。仮説が正しいと判断するには、どのような

結果になると考えられるかな。 
S：BTB 液は塩酸を加えると酸性の黄色を示し、水酸化ナ

トリウムを加えると、黄色ではなくなるかな。 
T：実際に塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜてみよう。 
〇実験の実施、結果の記録・考察 
班：実験・結果の共有 ※タブレットで実験を残す。 
S：BTB 液は黄色ではなくなったから酸性ではなくなった

みたいだ。 
S：黄色から青色になったということは、酸性からアルカ

リ性になったということだよね。 
S：黄色から青色に変わる、その間は緑色にもなったよ。 
T：酸とアルカリを混ぜた水溶液の性質はどのように変化

しているか説明しよう。 

T：何が起きていたのか分かりやすく説明するにはどうし

たらいいかな。 
S：化学反応式や化学式（イオン式）を使ってみる。 
S：モデルで表したらいいかも。 
T：では、今出た方法を使って考えてみよう。 
   個人思考 → 班思考 
S：塩酸に水酸化ナトリウムを加えると、互いの性質を打

ち消し合い、BTB 液に変化をもたらした。 
S：塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜた時の反応をイ

オンモデルで表してみよう。 
S：化学反応式で表すと、塩酸は電離しているから、 
 ①HCl → H＋ ＋ Cl－ かな。 

S：水酸化ナトリウムも電離しているから、 
②NaOH  → Na＋ ＋ OH－ かな。 

S：①と②の式を合わせると、 
HCl ＋ NaCl → NaCl ＋ H２O かな。 

S：塩酸の水素イオンと、水酸化ナトリウム水溶液の水酸

化物イオンが結びついて水ができる。 
S：H＋ ＋ OH－ → H２O ってことだな！ 
S：残った物質は Na＋と Cl－で NaCl ができているのかな。 
T：実際に何が残ったか実験してみようか。（加熱→観察） 
S：わあ！本当に塩化ナトリウムの結晶がみられる。 
S：Na＋と Cl－で NaCl ができていたね。 
S：酸とアルカリを混ぜると、H＋も OH－もない状態にな

るんだね。 

○めあてに対するまとめを行う。 
T：使ったモデルや化学式、化学反応式からイオンと関連

付けてまとめよう。 
 
 
 
 
 
○振り返りを行う。 
T：3 つの視点にそって学習を振り返ろう。 
S：水と塩化ナトリウムができることが分かった。他の酸

とアルカリでも同じように水と塩化ナトリウムができ

るのか調べたい。 
S：胃液に含まれる酸に、胃薬に含まれるアルカリを加え

ることで、門田先生の胃痛が軽減しているのではないか

と考える。 
S：目に見えない物質をモデルで表すと、イオンの動きが

わかり、どのような反応を起こしているか分かった。ま

た、モデルがなくても化学反応式を使って考えられるよ

うになりたい。 

【指導上の留意点】 

身近な現象としてとらえるため、写真や動画を使い、課題提

示を行う。 

【指導上の留意点】 

タブレットで実験を記録する人をあらかじめ決めておく。 

【指導上の留意点】 

他の班の考察を踏まえ、仮説の妥当性を考える。 

【指導上の留意点】 

①気づいたこと(新たな疑問)②前時と本時の学習では、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 
以上 3つの視点から振り返らせる。 

 【評価規準】 
水素イオンと水酸化物イオンから水が生じることにより、酸とアルカリが互いの性質を打ち消すことや、塩化物イオンかとナトリウムイオンから塩化ナトリウムが生じることをイオンのモ
デルを用いて表現している。【思考・判断・表現】（個人・班での記述・活動、まとめの記述、行動観察） 

まとめ  
 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を混ぜ合わせると、 
・H＋と OH－が結びつき、水ができる。 
・Na＋と Cl－が結びつき、塩化ナトリウムができる。 

めあて  
塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を混ぜるとどのような変

化が起きるのだろうか。 

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 

①       ②       ③ 

 

※各班ででた意見をスクリーン上に映す。 

前時 本時 


