
第 3学年理科学習指導案
日時 令和 4年 12月 13日（火） 校時

1，単元名 「単元 4 化学変化とイオン」

「3章 酸・アルカリとイオン」

2，育成を目指す資質・能力
〇知識及び技能

化学変化とイオンなどについて理解するとともに、科学技術の発展と人間生活との関わりについて

認識を深めるようにする。また、それらを科学的に探究するために必要な観察・実験においては、器

具や機器を目的に応じて工夫して扱うとともに観察・実験から得られた結果を適切に記録する力を育

成する。

〇思考力、判断力、表現力等

化学変化やイオンに関する事物・現象に進んで関わり、それらの中に問題を見いだし、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表現するなど、科学的に探究する活動を通し

て、規則性を見いだしたり、課題を解決したりする力を育成する。

〇学びに向かう力、人間性等

物質に関する事物・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とともに、自然を

総合的に見ることができる力を育成する。

3，単元の目標
酸・アルカリや中和についての実験などを行い、それらを日常生活と関連付けながら理解するととも

に、実験などに関する技能を身に付ける。【知識及び技能】

酸・アルカリや中和について問題を見いだし、見通しをもって実験などを行い、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表現するとともに、探究の過程を振り返る。

【思考力、判断力、表現力等】

酸・アルカリや中和に関する事物・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する態度を育成する。【学びに向かう力、人間性等】



4，単元の評価規準

5，単元設定の理由
〇単元観

小学校では第 6学年で「水溶液の性質」について学習している。また、中学校では、第１学年「（2）
身のまわりの物質」、第 2学年で「（3）電流とその利用」と「（4）化学変化と原子・分子」について学
習している。

ここでは、理科の見方・考え方を働かせて、酸とアルカリ、イオンへのなりやすさについての観察・

実験などを行い、水溶液の液性や中和反応について、イオンのモデルと関連付けて微視的に捉えさせて

理解させ、それらの観察、実験などに関する技能を身に付けさせるとともに、思考力、判断力、表現力

等の育成を行うことが主なねらいである。

思考力、判断力、表現力等を育成するに当たっては、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

して表現するとともに、探究の過程を振り返らせることができるようにすることが大切である。

〇生徒観

本学級の生徒は、学級全体のなかで意見を言える生徒は多くないがペアやグループの中では活発に意

見を言い合うことができる。班で協力し実験を行うこともでき、実験を成功させたいという気持ちも強

くある。授業の中で探究活動に取り組み【書くこと・表現すること】に力を入れてきたので、考察や振

り返りを記述することもできるようになっている。

令和４年度全国学力・学習状況調査では 5（3）考察の妥当性を高めるために、測定範囲と刻み幅をど
のように調節して測定点を増やすか説明する、8（1）アリが視覚による情報を基に行列を作るかを調べ
た実験の結果を基に、課題に正対した考察を記述する問題に対しては全国値以上の正答率となってい

る。その一方で、6（2）過去の大地の変動について、垂直方向の移動だけで推論した他者の考察を、水
平方向の移動も踏まえて、検討して改善する問題に対しては全国値と比べ 10ポイント以上マイナスと
なっている。

このような生徒の実態を踏まえ、本単元では、課題に対して自分たちで解決するための実験計画を立

案・実施する。実験の結果を基に、分析して解釈する活動を通して生徒に分析して解釈し、表現する力

を育成したい。

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

化学変化をイオンのモデルと関

連付けながら、イオンや酸性・

アルカリ性についての基本的な

概念や原理・法則などを理解す

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の仕方など

の基本的な技能を身に付けてい

る。

イオンや酸・アルカリについ

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、規則性や関係

性を見いだして表現するとと

もに、探究の過程を振り返る

など、科学的に探究してい

る。

イオンや酸・アルカリに関す

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。



〇授業観

本時では、【酸性】・【アルカリ性】の共通した性質を示しているもの（正体）を実験の結果をもとに

妥当性のある結論をめざし、生徒同士で思考・表現することをねらいとしている。そのため、自分たち

で立案、実施した実験を動画や写真で残しておき、ワークシートを使いながら交流する場面を何度も設

定したい。そして、考察を考える時間を十分に取りながら、班内で共有・修正する場面を設定し自分の

考えを振り返ったり確かめたりしながら、課題に対して妥当性のある結論をみちびきだすことができる

ようにしたい。

6，指導と評価の計画（単元構想）
時
間

〇ねらい ◎学習活動 重
点

記
録

見方・考え方を働かせた
子どもの反応

評価規準
＊子どもの期待する振り返り

１

〇酸性・中性・アルカリ
性の水溶液の性質を
調べ、特徴を整理で
きる。

◎水溶液の性質を指示
薬、マグネシウムリ
ボン、電流の変化を
結果にまとめる。

知 〇

◇質的・実体的な見方
◇比較する
酸性とアルカリ性の水
溶液では、リトマス紙な
どは違う色になり、違う
性質が見られたが、電流
が流れるという共通点
もあるね。

酸性・アルカリ性の水溶液の性質につ
いて理解している。

＊酸性の水溶液は、青色リトマスを赤
色に変化させ、BTB 溶液は黄色に変
わる。マグネシウムを入れると水素
が発生し、電流が流れる。アルカリ
性の水溶液は、赤色リトマスを青色
に変化させ、BTB 溶液は青色に変わ
る。フェノールフタレイン液を赤色
に変化させ、電流が流れるというこ
とがわかった。酸性とアルカリ性で
は性質が逆と思っていたけれど、電
流が流れるなどの共通する性質もあ
った。

２

〇酸性・アルカリ性を
示すものの正体を調
べる方法を考えるこ
とができる。

◎実験方法を個人で考
えた後、班で話し合
って改善し、全体で
共有する。

態 〇

◇質的・実体的な見方
◇条件を制御する
電離の式で共通するイ
オンがあるので、それ
が正体かも知れない。
電圧を加える時間、し
みをつける量などの条
件をそろえて確かめる
方法を考えてみよう。

実験方法を考え、班で検討するなど、
個人の実験方法を改善している。

＊酸・アルカリの正体はイオンが関係
しているという予想をたて、リトマ
ス紙を使った（または BTB 液を使っ
て電気分解をする）実験方法を考え
ることができた。始めは電圧を加え
る時間などの条件をそろえて実験方
法を考えることができていなかっ
た。けど、班で実験方法を検討する
ことで、自分の実験方法を見直すこ
とができた。

3

〇自分たちで考えた実
験を正しい手順で行
うことができる。

◎実験を班で協力して
手順通り実施し結果
をまとめる。

知 〇

◇質的・実体的な見方
◇条件を制御する
電圧の大きさは塩酸と
水酸化ナトリウム水溶
液それぞれ 10V でそろ
えよう。時間も実験計
画通り 10 分で統一して
行おう。

立案した実験を正しい操作と手順で行
っている。

＊課題を解決するために自分たちで考
えた実験を行った。どういう結果に
なるかなと考えながらやることで、
スムーズに実験が行えた。また、実
験をしながら他の班の方法とかも見
て実験方法を修正しながら結果をま
とめることができてよかった。



4

〇酸性・アルカリ性を
示すものの正体は何
か仮説を立て、見通
しをもって実験を行
い、結果を基に分析
して解釈し、その妥
当性を検討すること
ができる。

◎仮説を確かめるため
の実験を通して、（実
験を動画で撮影）自
らの仮説と結果を比
較して、考察する。
【本時】

思 〇

◇質的・実体的な見方
◇多面的に考える
私の班はリトマス紙の
色の変化がわかりにく
かったけれど、他の班
の結果を見ると、塩酸
で赤くなった部分が陰
極側に移動していっ
た。結果の見通しから
考えると水素イオンは
プラスの電気をもって
いるので陰極側に引か
れたので、酸の正体は
陽イオンである水素イ
オンなのかな。

他の班の結果も共有し、探究の過程に
ついて振り返っている。

＊仮説を立て結果の見通しをもって実
験結果と比較すると、酸性を示すも
のの正体が H+（水素イオン）で、ア
ルカリ性を示すものの正体は OH-
（水酸化物イオン）だということが
考えやすかった。酸性の塩酸 HCl な
どの水溶液には必ず水素イオン H+が
入っていて、アルカリ性の水酸化ナ
トリウム NaOH などには水酸化物イ
オン OH-が入っているんだなと思っ
た。自分たちが考えた方法で、もっ
とはっきり結果がわかると思ったけ
れど、他の班の結果から考えること
で、自分の考えを検討し、修正する
ことができた。また、酸とアルカリ
を混ぜたらイオンはどうなるのかな
と疑問に思った。

5

○身のまわりのものの
pH を測定し、pH の値
を調べることができ
る。

◎pH について知り、pH
試験紙や資料で調べ
る。

態

◇質的・実体的な見方
◇比較する
どのようなものがｐH
が大きいのだろう。ｐH
が大きいものから小さ
い物を数直線に並べて
見てみたら分かりやす
いかな。（スポーツ飲料
は pH が４で酸性、石け
ん水は pH が 10 なので
この辺りかな？）

身のまわりの水溶液に興味をもち、進
んで調べている。

＊酸性・アルカリ性の強さはｐHを使
って表すことができ、ｐHが 0に近
いほど酸性が強く、14 に近いほどア
ルカリ性が強い。7は中性であるこ
とがわかった。pH は試験紙などで調
べることができるので、他の身のま
わりの液体の pH も調べてみたい。

6

○課題を見いだして仮
説を立てることがで
きる。

◎強酸性の川に生物が
住んだり農業用水に
使ったりするために
人は何をしているか
を考える。

態 〇

◇質的・実体的な見方
◇関係付ける
＊じいちゃんが畑でワラ
を焼いていたことがあ
って話を聞くと、ワラを
焼いて土に混ぜると酸
性に偏った土がアルカ
リ性のワラの灰を混ぜ
ることで中性になるん
だということを聞きま
した。このことからアル
カリ性の物質を混ぜた
らいいのではと思いま
す。

日常生活の疑問から問題を見いだし、
課題を設定し、仮説を考えている。

＊生物が住めないほど強い酸性の川が
あるのを知った。アルカリ性の物質
を混ぜたらいいと思ったけれど、本
当に酸性が弱くなるのだろうか。酸
性の水溶液にアルカリ性の水溶液を
混ぜるとどうなるのかを実験で確か
めたいと思った。



7

○酸とアルカリを混ぜ
ると中和できること
が理解できる。

◎塩酸と水酸化ナトリ
ウム水溶液を混ぜて
中和する実験を行
う。

知 〇

◇質的・実体的な見方
◇多面的に考える
塩酸に水酸化ナトリウ
ム水溶液を加えると中
性になると思ったけ
ど、アルカリ性になっ
てしまうなあ。なぜか
な？水溶液が濃いのか
な？もっと薄い水溶液
でやってみよう。
実際に中性になった液
体を蒸発させてみると
白い物質がでてきた
よ。

こまごめピペットを正しく使って中
和することができ、中和するための方
法について理解している。

＊塩酸と水酸化ナトリウム水溶液をち
ょうどよく混ぜると中性になり、蒸
発させると白い物質ができることが
分かった。同じ量ずつ混ぜるとすぐ
に中性になると思ったが、中性にな
らなかったり、アルカリ性になった
りした。中性になった液の水を蒸発
させると白い物質が出てきたので驚
いた。どんな反応が起こったのか化
学反応式で考えてみたい。こまごめ
ピペットの使い方が難しかったが、
何度か使ってうまくできるようにな
った。

8

○中和反応のしくみを
イオンで考えること
ができる。

◎水と塩ができる過程
をイオンのモデルを
使って表し、説明す
る。

思 〇

◇質的・実体的な見方
◇多面的に考える
酸の正体とアルカリの
正体である水素イオン
と水酸化物イオンが反
応するとそれぞれの性
質を打ち消しあうから
水ができるのかな。残
ったナトリウムイオン
と塩化物イオンが反応
すると NaCl ができるの
で、白い物質は塩化ナ
トリウムということに
なるね。また、水素イ
オンと水酸化物イオン
の数が同じだけ反応す
ると中性になるんだ
ね。

イオンのモデルを使って中和反応を
説明している。

＊酸性を示す水素イオンとアルカリ性
を示す水酸化物イオンが反応したら
水ができ、塩化物イオンとナトリウ
ムイオンが反応したら塩化ナトリウ
ムができたことがわかった。また、
中性という性質は、水素イオンと水
酸化物イオンが同じ数だけ反応する
ことでできるものだということをモ
デルを使って考えることで、その意
味が理解できた。塩酸と水酸化ナト
リウムはどちらも危険な薬品なのに
混ぜると食塩水ができることが不思
議だったけれど、イオンのモデルで
考えることで、なぜそうなるかがわ
かって納得できた。

9

○単元を通して得た知
識や技能を使って課
題が解決できる。

◎水酸化バリウム水溶
液と硫酸を混ぜたと
き、電流が流れなく
なってまた流れ出し
たのはどうしてかを
考える。

思 〇

◇質的・実体的な見方
◇多面的に考える
電流が流れなくなった
のは、中和してイオン
の数が減ったからじゃ
ないかな。流れ始めた
のは、中和するための
イオンがなくなって、
一方のイオンが増えた
からじゃないかな？

電流が流れる流れない現象を、中和
反応のしくみからイオンのモデルを使
って説明している。

＊初めて見たときは、液を加えること
で電球の明るさが変わるのが不思議
だったが､イオンモデルで考えると
よくわかった。中性になると水溶液
中のイオンがなくなり電流が流れな
くなるが、硫酸を入れ続けることで
イオンが増え、再び電流が流れだし
たことがわかった。また、同じ実験
を塩酸と水酸化ナトリウム水溶液で
しても、塩化ナトリウムが電離する
ので中性になってもイオンがなくな
らず同じ結果にならないことにも気
付けた。



単元を通して「結果を分析して解釈する力」を付けるための授業の流れ

①４時間目 酸性・アルカリ性を示すもの正体を、観察、実験を通して結果をイオンモデルを使って、

分析して解釈し、その妥当性を検討する力を身に付ける。

自然の事物・現象に対する気付き
「酸やアルカリに共通の性質が見られるのはなぜかな？」

課題の設定
「酸性やアルカリ性の性質を示すイオンの正体は何だろう？」

アルカリの正体は水酸
化物イオンかな。

酸の正体は水素イオンか
な？いや、塩化物イオンか

もしれないよ。

仮説の設定

方法の検討

しみが陰極に動く
と思う。

塩化水素 → 水素イオン ＋ 塩化物イオン
HCｌ → H＋ ＋ Cl―

水酸化ナトリウム→ナトリウムイオン＋水酸化物イオン
NaOH → Na＋ ＋ OH―

水溶液中に溶けて
いるイオンが関係
しているのかな？

実験装置の提示

結果の見通し

酸の正体が水素
イオンだったら
どんな結果にな
るかな。

アルカリの正体が
ナトリウムイオン
だったらどんな結
果になるかな。

酸の正体が塩化
物イオンだった
らどんな結果に
なるかな。

アルカリの正体が
水酸化物イオンだ
ったらどんな結果
になるかな。

（例）「しみが陰極に動くのか、陽極に動くのかで確かめられるよ。」

陰 陽 陰 陽

しみが陽極に動く
と思う。

しみが陽極に動く
と思う。

陰 陽

しみが陰極に動く
と思う。

陰 陽

この実験装置を使って
実験を行います。どの
ような結果がでれば
酸・アルカリの正体が
わかるでしょうか？

陰 陽 陰 陽自分が予想した結
果と一致したか
ら、酸の正体は水
素イオンだね。

結果の見通しと実際の結
果を比較して考察する。

自分が予想した結果
と一致したから、ア
ルカリの正体は水酸
化物イオンだね。

妥当性の検討

陰 陽
陰極に動いた
のは水素イオ
ンだね。

イオンモデルで表す
とこのような動きに
なるのかな？

H＋

H＋

H＋

Cl―

塩化物イオンも
このように動い
ているのでは？

Cl―
塩化物イオンは赤い
しみではないので、動
かないように見える
んじゃないかな？

陰 陽
Na＋

Na＋ OH―

OH―

陽極に動いた
のは水酸化物
イオンだね。

イオンモデルで表
すとこのような動
きになるのかな？

ナトリウムイオン
もこのように動い
ているのでは？

ナトリウムイオンは青
いしみではないので、
動かないように見える
んじゃないかな？

考察



②８時間目 中和反応の観察、実験を通して、結果をイオンモデルを使って分析して解釈し、その妥当

性を検討する力を身に付ける。

自然の事物・現象に対する気付き
「マグネシウムと塩酸の反応が弱くなったのはなぜかな？」

課題の設定
「酸性の水溶液にアルカリ性の水溶液を混ぜると水溶液の性質は

どうなるのかな？」

アルカリ性の水溶液を酸
性の水溶液と同じ量入れ
ると中性になると思う

アルカリ性の水溶液をたく
さん入れるとアルカリ性に

なると思う。

仮説の設定

方法の検討

実験方法を考える

①１０ｍLの塩酸に水酸化ナトリウム水溶液１０ｍLを入れる。
②１０ｍLの塩酸に水酸化ナトリウム水溶液１５ｍLを入れる

結果の見通し

①の実験を行うと、塩酸の量と加える
量が同じなので中性になるはずだよ。

②の実験を行うと、水酸化ナトリウム水溶
液の量が多いのでアルカリ性になるはずだ

よ。

（例）「BTB液の色で確かめられるよね。」

酸性の水溶液の量を決
めて、それに対するア
ルカリ性の水溶液の量
を変えながら実験をや

ってみよう。

結果の見通しと実
際の結果を比較し
て考察する。

自分が予想した結果と一致した
から、水酸化ナトリウムの量を
多く入れるとアルカリ性になる

ことが分かったぞ。

妥当性の検討

考察

水酸化ナトリウム水溶液

反応しなく

なったよ

泡がだんだん

弱くなるな～

加えた水酸化ナ
トリウム水溶液
が原因かな？

BTB液の色が緑色に
なるはずだね

BTB液の色が青色に
なるはずだね。

緑色になった班と
青色の班がある
ぞ。なぜかな？

H＋

Cl―

青色になったのは、水酸化
ナトリウムの量が少し多か
ったんじゃないかな。

イオンモデルで表すとこう
いうことじゃないかな？

Na＋

OH―Na＋

OH―

アルカリの正体である水
酸化物イオンの量が多く
なったから青色になった
んじゃないかな？

Na＋ OH―

H＋
Cl―

緑色になったのは、水酸化
ナトリウムの量と塩酸の量
が一緒だったからだね。

イオンモデルで表
すとこういうこと
じゃないかな？

水素イオンと水
酸化物イオンの
数が同じになっ
たから中性にな
ったんだね。



③９時間目 日常生活における課題を今までの知識や技能を活用しながら、観察、実験を通して、結果

を分析して解釈し、その妥当性を検討する力を身に付ける。

自然の事物・現象に対する気付き
「電解質である酸性の水溶液とアルカリ性の水溶液を混ぜると非電解質になる

のはなぜか？」

水酸化バリウム水溶液

繋がった電球の

光が弱くなった

白い沈殿がで

きているよ

硫酸

課題の設定
「電球の明かりが消えて再度点灯したのはなぜだろう？」

加えた水酸化バ
リウム水溶液が
原因かな？

電球の光がまた
ついたのはなぜ

かな？

仮説の設定
水酸化バリウム水溶液を入
れることで非電解質になっ

たのかな。

酸性のイオンがなくなっ
て消えたけどアルカリ性
のイオンが多くなって点

灯したと思う。

イオンモデルを使った説明

水酸化バリウム水溶液

硫酸
酸性の水溶液には水素イ
オンと硫酸イオンがある
（電解質）
電球の明かりがついた。

Ba2+

OH-OH-

SO42-
H+

H+
Ba2+ OH-

OH-
SO42-

H+

H+

水と硫酸バリウム（塩）
硫酸バリウムが水に溶け
ないため中性になりイオ
ンがなくなる（非電解質）
電球の明かりが消えた。

Ba2+ OH-

OH-
SO42-

H+

H+

Ba2+

OH-OH-

水酸化バリウムをさらに入
れることで、水溶液がアル
カリ性になり水酸化物イオ
ンとバリウムイオンが水溶
液の中にある。（電解質）
再び電流が流れ電球の明か
りがついた。



7，本時の展開
（１） 本時の目標

酸性・アルカリ性を示すものの正体は何か仮説を立て、見通しをもって実験を行い、実験の結果を基

に分析して解釈し、その妥当性を検討し表現することができる。

（２） 評価規準

酸性・アルカリ性を示すものの正体は何か仮説を立て、見通しをもって実験を行い、実験の結果を基

に分析して解釈し、その妥当性を検討し表現している。（思考・判断・表現）

（３） 準備物

ワークシート

（４） 展開

学習場面 学習活動 指導上の留意点
生徒の具体の反応（S1，S2，…）

評価規準と評価
方法

導入

展開

1，課題の確認を行う。

2，ワークシートを使って班で
考えた実験方法とその結果
を確認する。

3，他の班にプレゼンに行き班
で行った実験と結果を共有
する。

S1：酸性の水溶液には、すべて【酸】っ
て感じが入っているから酸じゃな
い？

S2：水酸化ナトリウムはアルカリ性だけ
ど、【酸】って入ってるよ。

T：だから実際に実験をしましたね。

前回の実験をタブレットで動画撮影し
ておき、班でタブレットの動画を確認す
る。

班に説明する人を２人残してほかの２
人は違う班に行き説明を受ける。
ポスター発表のイメージ。

プリントにメモを取ったり、タブレット
を使って写真を撮ったりしながら説明
を聞き情報を班に持って帰れるように
促す。
説明する側は、映像や動画などの根拠を
示しながら説明する。

酸性・アルカリ性
を示すものの正
体は何か仮説を
立て、見通しをも
って実験を行い、
実験の結果を基
に分析し、解釈
し、その妥当性を
検討し表現して
いる。（思考・判
断・表現）
ワークシート

課題：酸性やアルカリ性の性質を示す正体は何だろう？



まとめ

振り返り

4，結果を基に課題に対して個
人で考察する。

5，個人で考えた考察を班で共
有し課題の解決を行う。

6，個人で書いた考察の修正を
行う。

7，まとめを行う。

8，活動を振り返る。

書くことが苦手な生徒への支援として、
ロイロノートで個人的にカードを配付
する。カードの中には、考察を書く順番
が記入されている。

共有した友達の考察の良いところを自
分で書いた考察に取り入れ修正する。

班の役割分担A・B・C・Dを使って全員
が役割を果たすようにする。
役割はローテーション
（司会・発表・記録・サポート 4つの役
割がある）

T：実験の結果から課題に対してどのよ
うに答え（まとめ）を書くとよいで
すか？

S1：酸性は水素イオンが関係している。
S2：アルカリ性は水酸化物イオンだね。

仮説を立て結果の見通しをもって実験
結果と比較すると、酸性を示すものの正
体がH+（水素イオン）で、アルカリ性
を示すものの正体はOH-（水酸化物イオ
ン）だということが考えやすかった。酸
性の塩酸 HCl などの水溶液には必ず水
素イオンH+が入っていて、アルカリ性
の水酸化ナトリウム NaOH などには水
酸化物イオン OH-が入っているんだな
と思った。自分たちが考えた方法で、も

まとめ
酸性の性質を示すものの正体は水素イオンで、アルカリ性の性質を示すものの正体は
水酸化物イオンである。



8，板書計画

っとはっきり結果がわかると思ったけ
れど、他の班の結果から考えることで、
自分の考えを検討し、修正することがで
きた。また、酸とアルカリを混ぜたらイ
オンはどうなるのかなと疑問に思った。

課題：酸性やアルカリ性を示すものの正体は何だろう？

酸性の実験結果 アルカリ性の実験結果

考察のヒント

塩酸（酸性）の電離式は
HCｌ→Ｈ＋＋Cl－

水酸化ナトリウム（アルカリ性）の電離式は
NaOH→Na＋＋OH－

それぞれのイオンは電気が流れるとどのように動
くのだろう？

まとめ

酸性の性質を示すものの正体は水素イ
オンで、アルカリ性の性質を示すものの
正体は水酸化物イオンである。

振り返り

振り返りの視点
・新しく知った・学んだこと。
・これまで学習してきたこととつながっ
ている内容

・社会のなかとのつながり


