
第５学年 理科学習指導案 

日時  令和４年 11月 29日（火）５校時 

１． 単元名 

「電流が生み出す力」 

 

２． 育成を目指す資質・能力 

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、人間性等 

電流がつくる磁力について

の理解。観察、実験などに

関する基本的な技能。 

電流がつくる磁力について追

究する中で、主に予想や仮説

を基に、解決の方法を発想す

る力。 

電流がつくる磁力について追

究する中で、主体的に問題解

決しようとする態度。 

 

３． 単元について 

（１） 単元観 

本単元の内容は、第３学年「磁石の性質」、「電気の通り道」、第４学年「電流の働き」の学習

を踏まえて、「エネルギー」についての基本的な概念等を柱とした内容のうちの「エネルギーの

変換と保存」に関わるものであり、第６学年「電気の利用」の学習につながるものである。 

本単元では、電流の大きさや向き、コイルの巻数などに着目し、条件を制御しながら電流がつ

くる磁力を調べる活動を通して、これらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を

身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しよ

うとする態度を育成することがねらいである。この力を育成するために、問題解決の過程におい

て、事物・現象に影響を与える要因を予想する。そして、どの要因が影響を与えるかを調べる際

には、条件制御の考え方を働かせ検証していく。このように、条件制御の考え方を主として働か

せた学習活動は、これまで「植物の発芽と成長」、「振り子」の単元でも行っており、学年を通し

て重点的に育成すべき力であると考えている。また、「エネルギー」を柱とする領域という観点

から、事物・現象を、主として量的・関係的な見方で捉えていくようにする。 

私たちの生活の中には、電磁石を利用したものが多く存在する。学習を通してその仕組みを学

ぶことは、これまで別のものと考えていた「電流」と「磁石」に深いつながりがあることを知る

だけでなく、日常生活との関わりで自然の事物・現象を捉えていくことにつながると考える。 

（２） 児童観 

授業前に行ったアンケートでは、「磁石にはどんな種類がありますか？」に対し、３年生の学

習で使った「棒磁石」と回答した児童が 34名中、17名で、残りの児童は、「わからない」とい

う回答であった。次に、「電磁石を知っていますか？」に対して、「知っている」と答えた児童

は１名のみであった。これらの結果より、身の回りには電磁石の性質を利用した道具がたくさ

んあるが、最近ではブラックボックス化しているものが多く、児童がそのつくりや仕組みに気

付きづらいということが考えられる。そのため、今回の学習では、電磁石の性質を生かしたも

のについて調べて発表することで、道具のつくりや電磁石の仕組みについて気付かせ、学習し

たことと身の回りの生活とをつなげていきたい。 

また、「理科の学習では、予想をもとに自分で観察、実験の方法を考えることができます

か？」の質問では、肯定的な回答をした児童が 28名であった。1学期に発芽や成長の条件を調べ

る際に、条件を制御して実験することの必要性を学習した成果が見られるが、ここでは、自ら事

物・現象を変化させる条件を見いだせなかったり、どの条件を変えれば問題を解決できるのか混

乱してしまったりする様子も見られたため、本単元でも意識して指導していく必要がある。 



（３） 指導観 

    本単元の第１次では、棒磁石と電磁石を比較しながら調べる活動を通して、その共通点や差異

点から問題を児童自身で見いだすようにさせる。そして見いだした問題を解決する中でコイルに

鉄心を入れて電流を流すと、クリップを引き付け、磁石と同じ性質をもつようになることや、電

流の向きを変えるとその極が変わるという電磁石の性質を捉えさせるようにする。 

第２次では、学習のきっかけとして電磁石を使った魚釣りゲームを行う。電磁石の働きを大き

くしないと釣り上げられない大きな魚を意図的に入れておくことで、児童の「釣り上げたい」と

いう思いとともに、「どうしたら釣れるのだろう」という疑問を引き出し、問題を見いだしてい

くようにさせたい。解決方法を発想することに当たっては、これまでの学習（植物の成長と発

芽、ふりこ）を想起させながら条件制御について丁寧に取り扱い、制御すべき条件と制御しない

条件を区別しながら計画的に実験をおこなうようにすることで今後の学習にも生かせるようにし

たい。また、本単元で取り扱う電磁石の働きは目に見えないものであり、イメージすることは難

しい。そのため、電磁石にクリップが付く数を電磁石の働きの大きさとして捉えさせるようにす

る。 

第３次では、強力な電磁石との出会いやコイルモーターの作製をきっかけに、身の回りの生活

に電磁石がどのように活用されているのか考え、児童に調べさせていく。ここでは、調べたこと

を６年生に伝えるという相手意識と目的意識を持たせることで、児童が主体的に課題に取り組む

ことができるようにするとともに、これまでの学習内容をさらに深く理解することにつなげられ

るようにしたい。 

 

４．単元の目標 

電流の大きさや向き、コイルの巻数などに着目して、これらの条件を制御しながら、電流がつくる

磁力を調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付け

るとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度

を育成する。 

 

５．単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①電流の流れているコイルは、鉄
心を磁化する働きがあり、電流
の向きが変わると、電磁石の極
も変わることを理解している。 

 
②電磁石の強さは電流の大きさや
導線の巻数によって変わること
を理解している。 

 
③電流がつくる磁力について、観
察や実験などの目的に応じて、
器具や機器などを選択し、正し
く扱いながら調べ、それらの過
程や得られた結果を適切に記録
している。 

①電流がつくる磁力について
差異点や共通点を基に、問
題を見いだし表現するなど
して問題解決している。 
 

②電流がつくる磁力について
予想や仮説を基に、解決の
方法を発想し、表現するな
どして問題解決している。 

 
③電流がつくる磁力につい
て、観察、実験を行い、得
られた結果を基に考察し、
表現するなどして問題解決
している。 

①電流がつくる磁力についての
事物・現象に進んで関わり、
粘り強く他者と関わりながら
問題解決しようとしている。 

 
②電流がつくる磁力について学
んだことを学習や生活に生か
そうとしている。 

 

 

 

 



6．.指導と評価の計画（全１５時間） 

 

時 学 習 活 動（○） 重 記 備考 

１ 
 
 
 
 
 

２ 

【学習のきっかけ】 

○電磁石をつくる。 

○電磁石と棒磁石を比べ、問題を見いだす。 

思  思考・判断・表現① 
/【記述分析・発言分析】 

電流がつくる磁力について差異点
や共通点を基に、問題を見いだし
表現できているかを確認する。 

２ 

○電流の向きと電磁石の極との関係について予

想し、確かめる方法を考える。 

○電流の向きを変えて、電磁石の極が入れかわ

るかどうかを調べる。 

○実験結果を基に考察し、結論付ける。 

知  知識・技能① 
/【記述分析・発言分析】 

電流の流れているコイルは、鉄心
を磁化する働きがあり、電流の向
きが変わると、電磁石の極も変わ
ることを理解しているかを確認す
る。 

３ 

【学習のきっかけ】 

○電磁石を使って魚釣りゲームを行い、気付い

たことや疑問に思ったことを話し合う中で、

問題を見いだす。

 

思 ○ 思考・判断・表現① 
/【記述分析・発言分析】 

電流がつくる磁力について差異点
や共通点を基に、問題を見いだし
表現するなどして問題解決してい
るかを評価する。 

 

４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○電磁石を強くする条件について予想や仮説を

立てる。 

〇仮説を確かめる方法を話し合い、検証計画を

立てる。 

○実験の準備をする。 

思  思考・判断・表現② 
/【記述分析・発言分析】 

 電流がつくる磁力について追究す
る中で、電流がつくる磁力の強さ
に関係する条件についての予想や
仮説を基に、解決の方法を発想し、
表現しているかを確認する。 

５ 
（電流の大きさ） 

○自分たちが考えた実験方法で確かめる。 

○実験結果を整理し、個人で考察する。 

○学級全体で話し合い、自分の考えを再度、考

察し結論付ける。

 

知  知識・技能③ 
/【行動分析・記録分析】 

電流がつくる磁力について、観察
や実験などの目的に応じて、器具
や機器などを選択し、正しく扱い
ながら調べ、それらの過程や得ら
れた結果を適切に記録しているか
を確認する。 

６ 

〇仮説を確かめる方法と、検証計画を確認す

る。 

○実験の準備をする。 

 

思 ○ 思考・判断・表現② 
/【記述分析・発言分析】 

 電流がつくる磁力について追究す
る中で、電流がつくる磁力の強さ
に関係する条件についての予想や
仮説を基に、解決の方法を発想
し、表現しているかを評価する。 

問題：電磁石の働きは、どうすると大き

くなるのだろうか。 

結論：電磁石の働きは、電流を大きくす

ると大きくなる。 

 

（一次） 

（二次） 



７(

本
時) 

（導線の巻き数） 

○自分たちが考えた実験方法で確かめる。 

○実験結果を整理し、個人で考察する。 

○学級全体で話し合い、自分の考えを再度、考

察し結論付ける。

 

思 ○ 思考・判断・表現③ 
/【記述分析・発言分析】 

電流がつくる磁力について、観
察、実験を行い、得られた結果を
基に考察し、表現するなどして問
題解決しているかを評価する。 

８ 

○学習したことを基に大きな魚を釣り上げる。 

○学習を振り返り、次時を見通す。 

態 

 

 

 

知 

 

 

 

 

○ 

 

主体的に学習に取り組む態度① 
/【行動分析・記述分析】 

電流がつくる磁力についての事
物・現象に進んで関わり、粘り強
く他者と関わりながら問題解決し
ようとしているか確認する。 

知識・技能② 
/【行動観察・記述分析】 

電磁石の強さは電流の大きさや導
線の巻数によって変わることを理
解しているかを評価する。 

９ 

○強力な電磁石を体験する。 

○コイルモーターをつくる。 

○身の回りの電磁石について考える。 

 

態 ○ 主体的に学習に取り組む態度① 
/【行動分析・作品分析】 

電流がつくる磁力についての事
物・現象に進んで関わり、粘り強
く他者と関わりながら問題解決し
ようとしているか評価する。 

 

１
０
～
１
５ 

○電磁石の性質を生かしたものについて調べ

る。 

○発表を行う。 

○単元を振り返り学びを深める。

 

態 

 

 

 

○ 

 

 

主体的に学習に取り組む態度②/
【行動観察・記述分析・発表分析】 
電流がつくる磁力について学んだ
ことを生かし発表しようとしてい
るかを評価する。 

 

7．本時の学習指導 

（１）目標 

   電流がつくる磁力の強さに関係する条件について、観察、実験を行い、得られた結果を基

に考察し、表現することができる。 

（２）評価規準 

   電流がつくる磁力の強さに関係する条件について、観察、実験を行い、得られた結果を基

に考察し、表現している。 

  【「おおむね満足できる」状況と判断できる児童の姿】 

   ・どの班の結果をみても、導線の巻き数を増やせば、クリップの付く数が増えたから、電

導線の巻き数を増やすと電磁石の働きは、大きくなると考えられる。 

 

結論：電磁石の働きは、導線の巻数を増や
すと大きくなる。 

電磁石の仕組みを使ったものについて調
べよう。 

電磁石は、身の回りの様々な場面で活用さ
れており、生活を豊かで便利なものにして
いる。 

（三次） 



（３）準備物 

   コイル 乾電池 乾電池ホルダー ワークシート クリップ 簡易検流計 電卓 

（４）本時の展開 

学習活動＆児童の反応 〇指導上の留意点☆支援を要する児童への手立て 

 

 

 

１．前時で考えた検証計画や実験方法を確認す

る。 

 

 

２．実験する。 

  

  

 

 

 

３．結果を基に考察を行う。 

 「導線の巻き数を増やすと鉄芯に付くクリップ
の数が増えたから、導線の巻き数を増やせば
電磁石の働きは大きくなると思う。」 

 「１０回巻では、鉄芯にクリップはほとんど付
かない。ということはすごく電磁石の働きが
小さいと考えられる。」 

  
 
 
  
 
 

４．まとめを行う。 

 

 

 

５．振り返りを行う。 

「今日の学習では、導線の巻き数を増やせば増

やすほど電磁石の働きは大きくなることが分

かった。初め 10回でやってもクリップが付か

なかったので 50回巻きと 100回巻きで実験す

るように変えました。」 

 

 

 

〇変える条件と同じにする条件を再度確認させ

る。 

〇クリップの付け方に違いが出た時には、全体

で付け方の確認を行う。 

〇実験結果は、スプレットシートに入力するこ

とで、いつでも全体の結果が見えるようにす

る。 

〇実験の際には、簡易検流計を確認し、電流の

大きさも記録させるようにする。 

 

〇実験結果を共有し、考察を各自ノートに書き

込ませる。 

〇自分の班の結果だけでなく全体の結果からも

考察するよう促す。 

 

 

 

 

 

☆一人でまとめることが難しい児童には、考察

の中で大切な言葉をつないでいくよう声がけ

をする。 

 

 

○振り返りの視点を示す。 

問題：電磁石の働きは、どうすると大きくなる

のか？ 

 

結論：電磁石の働きは導線の巻き数を増やす

と大きくなる。 

【思考・判断・表現】 

電流がつくる磁力について、観察、実験を

行い、得られた結果を基に考察し、表現し

ている。（記述分析・発言分析） 

 

 



 

 

 

（５）板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ）説 ～巻き数を変える～ 

      結果 

 

 電磁石の働きは、どうすると大きくなるのか？ 問題 

実験 結果から言えること 

まとめ 

電磁石の働きは、導線の巻き数を増やすと大きくなる。 

・巻き数を増やすと鉄芯に付くクリップの付く数が増えた。 

・５０回巻と６０回巻では、クリップの数にあまり差がない。 

・巻き数を増やせば増やすほどクリップの付く数が増えた。 

・クリップの数が増えたということは、電磁石の働きが大きく 

なったということだ。 

  

 


