
事 例 中学校 理科 第２学年「電流」

テーマ 教科における基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る指導

～個の学習状況に応じたきめ細かな指導～

「教材教具の開発と実践研究」

○学習プログラムなどの教材・教具の開発

研究内容 ・児童生徒の学習状況を把握するための評価方法の開発

・基礎的・基本的な内容の確実な定着に必要な教材・教具の開発

・補充的な学習や発展的な学習に活用できる教材・教具の開発

授業改善の ・生徒の主体的な学習活動を中心とした学習過程の工夫

ポイント ・個の学習状況に応じた教材・教具の開発や多様な指導方法の工夫

１．学習状況の把握と分析

学習状況を把握

①本校の学習状況調査

②対象学級の学習状況

・理科アンケート

・前単元までの実際の学習状況（学習プリント・単元テストなど）

学習状況の結果と分析

①本校の学習状況調査

昨年度の学習状況調査の結果を見てみると 「科学的な思考」に関する正答率は１、

学年が５４．１％であるのに対し、２学年では７４．７％ 「観察・実験の技能・表、

現」は１学年では６５．７％であるのに対し、２学年では６８．７％ 「自然につい、

ての知識・理解」は、１学年では５３．９％であるのに対し、２学年では７７．８％

である。学習内容や調査問題に違いがあるにせよ、学年が進むことで 「科学的な思、

」 「 」 。 、考 の能力や 自然についての知識・理解 は育てられてきているといえる これは

「力」などの目に見ることのできないものを、目に見える自然現象から推測し、規則

性を導き出す学習経験を繰り返し行うことで育てられてきたと考えられる。

本校の２年生の学習状況を県の学習状況と比較すると 「科学的な思考」と「観察、

・実験の技能・表現」が下回っている 「科学的な思考」では特に、磁界の中で電流。

本校の観点別の学習状況調査（Ｈ１５年度）
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が流れる導線に生じる現象と身のまわりのものを関係付けて考える力や、だ液がデン

プンを糖に変えていることを説明する力が十分ではない。これは、実験の事実として

は納得し、きまりとしては理解しているが、その意味や日常的な現象や使われ方に結

。 、「 」びつけて考えることができないということである また 観察・実験の技能・表現

では、特に電流計や電圧計をふくんだ回路図を正しく作図できる力やベネジクト液の

反応を確かめる方法の理解が十分ではない。これは、グループで行う観察・実験にお

いて、一人一人が十分に準備や操作の活動に参加することができず、結果だけを求め

ようとするために、観察・実験の基本的な操作の部分が全員に身に付いていなかった

からであると考えられる。

②対象学級の状況調査

生徒は理科の学習に対して、興味・関心を持って取り組むことができる。１学期に

「 」 、 、 、学習した 動物の世界 では メダカやイモリ カメなどの身近な動物の観察を行い

動物の体のつくりと働きとを関連付けてとらえることができた。また、動物の分類に

対しても、それぞれの動物の生息する環境やくらし方と皮膚の様子や卵の特徴を結び

つけて考察することができている。実際に自分の目で観察した事実に対しては非常に

強く興味関心を示し、科学的に思考する力は育っているといえる。

しかし、目に見えないものや実際に確認することのできない事実に対しては、興味

・関心が薄れ、知識として理解できるがその意味を考察することが不十分であったり

する。たとえば、目や耳、皮膚といった感覚器官の仕組みや働きは、実際にいろいろ

な方法で感覚を試す実験をすることで理解することができたが、血液の働きや内臓の

器官の働きなどに関しては実感を伴わないため、十分な理解や科学的な思考が求めら

れないのが実態である。

「電流」に関する学習でも、多くの生徒が、電流を実体のないものとして感じてい

ることから、電流の流れや強さを実感することができないでいる。身近に存在する静

電気に対しても実際に放電現象をみることで初めて理解することができるのが実態で

ある。直列回路や並列回路の接続に関しても、不確かな生徒が多い。電流が流れる道

筋を正しく理解して実際に組み立てていく科学的な思考力が十分に身に付いていない

からであるといえる。

単元の学習を進めていく上で、回路の接続の仕方や景気の読み方などの基本的な実

験技能を身に付けることだけでなく、豆電球の明るさの違いや電流計や電圧計の数値

の違いを詳しくとらえていく活動を繰り返し行うことで、電流も実体のあるものとと

らえて考察させていくことが必要であると考える。

また、電流と磁界の働きにおいては 「磁力」という見えない力を「磁力線」とい、

う目に見える図に置き換えて考える必要がある。電流の変化によって磁界が変化する

様子や、磁界が変化することによって電流が変化する様子は、モデルを示しただけで

は十分に理解されにくいと考えられる。生徒一人一人が鉄粉を使って磁界の様子を確

かめたり、コイルのブランコが揺れる動きの強さを自分の手で確かめたりする活動が

必要である。目に見える事実で電流や磁界の変化を実感し、事実をもとに考察する活

動を大切にしていきたい。

授業改善へ



２．分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方向

①どのような力を付けるか

ア 「科学的な思考」．

目に見える事実・現象をとらえるだけでなく、それらをもとに、目に見えない自

然の仕組みやきまりを推測したり、考察したりする力を育てる。

「電流のはたらき」では

、 。・磁石やコイルのまわりの磁界を磁力線で表し 規則性を見いだすことができる

・磁界の中のコイルに電流を流すと力が働くことや、コイルや磁石を動かすこと

によって電流が得られることから、電流と磁界と力の関係を考えることができ

る。

イ 「観察・実験の技能・表現」．

一人一人が観察・実験の目的や方法を理解して積極的に取り組み、基本的な観察

・実験の技能を身に付ける。

「電流のはたらき」では、

・コイルのまわりの磁界を、鉄粉や方位磁針を使って正しく観察できる。

・電流と磁界と力のそれぞれの向きや強さを変えて実験することで、電流と磁界

と力の関係を定性的に調べることができる。

②どのような方法で行うか

ア．指導計画の工夫改善

単元「電流」２章「電流のはたらき」において、電流と磁界と力の関係を常に意

識し、課題意識が連続していくように指導計画の工夫改善を図る。

また、比較する事象を明確にした観察・実験を行うことで、確かな事実をもとに

考察することができるような単位時間の指導計画の工夫改善を図る。

イ．教材・教具の開発

基本的な内容の定着を図る学習活動（実験、観察）から生まれる新たな課題を

大切にし、発展的な内容の学習活動を援助するための補助教材を工夫する。

（２）改善の具体的方途と実践

①指導計画の改善点

第１時 １．５Ｖ（０．３A ・２．５Ｖ（０．３A ・３．８Ｖ（０．３A）の３種） ）

、 。類の電球に それぞれ同じ電圧をかけたときの電流の強さと明るさを比べる

改善のポイント ： 単元の導入時に、単元をつらぬく課題を生み出す実験を行う。

生徒の意識 ： 「電流の強さと電流が生み出す力には、きまりがありそうだ 」。

第２時 ２Ω・４Ω・６Ωの電熱線に、それぞれ６Ｖかけたときの、電力と熱量の

関係を水温上昇の事実から確かめる。

改善のポイント ： 電熱線の熱量も電球の明るさと同じように電流の強さに関係してい

ることを前時とのつながりで予想させ、事実として確かめる。

生徒の意識 ： 「電熱線は長い方が熱くなりそうにみえるが、やっぱり電球のときと

同じように、電流が流れやすいものほど電力や熱量が大きいことが分



かった 」。

第６時 電磁石のまわりの磁界と棒磁石のまわりにできる磁界を比較して、共通点と

相違点を見つける活動を行う。

改善のポイント ： 電磁石と棒磁石を比較して、電気が生み出す磁力の強さや磁界の向

、 。きは 電流の強さや電流の向きが関係していることをはっきりさせる

生徒の意識 ： 「棒磁石と電磁石の違いは、電磁石の力が電流によって自由に強さや

向きを変えることができることだ 」。

第９時 磁界の中でコイルに電流を流すことで運動する力がはたらく事実について、

電流の強さや向き、磁界の向きや強さを変えて運動の規則性を見つける実験を

行う。

＜基本的な内容の定着を図る授業改善の手だて＞

「電流」と「磁界」と「力（運動 」が互いに関係しあっていることに気付かせる。）

改善のポイント１ ： 電球や電熱線や電磁石と同じように、コイルの運動も電流の強さ

や向きに関係があることを、前時までの学習をもとに予想し、事実

として確かめる。

生徒の意識 ： 「電気の力で生み出すコイルの運動も、電流の強さや向きを変えるこ

とで簡単に変えることができるんだ 」。

付けたい力 ： 基本パターンのコイルの動き方（力の向き）が分かれば、電流の向き

や磁界の向きの違いを見つけることで、コイルがどちらに動くかを考え

ることができる。

＜発展的な内容の思考を育てる授業改善の手だて＞

改善のポイント２ ： コイルの運動が、コイルに生じる磁界と磁石の磁界の相互の働き

によって生じることを、アルミ箔を使った電気ブランコの運動の事

実をもとに発展的に考察し、規則性を見いだすことができる。

生徒の意識 ： 「磁石の磁界の中で、電流が流れたコイルが運動するのは、１本１本

の導線に磁界ができて、力がはたらいているからだ 」。

第１１時 コイルに磁石を出し入れすることで電流が発生することを知り、磁界の向

きや強さ、運動の速さを変えることで電流が変化することを見つける実験を

行う。

改善のポイント ： 前時までに学習した電流と磁界と運動（力）の関係をもとに、電流

の強さや向きが他の二つによって変化することを予想し、事実として

確かめる。

「 、 、 、生徒の意識 ： 今までとは反対で 磁界の向きや強さ 運動の様子を変えることで

生み出す電流の強さや向きを自由に変えることができるんだ 」。

②教材・教具の開発

＜基本的な内容の定着を図る学習活動＞

図１の実験方法では、①～④の内容について確かめることができた。



①磁石の磁界の向きを変えると、コイルには

たらく力の向きが変わる。

②電流の向きを変えると、コイルにはたらく

力の向きが変わる。

③電流を強さによって、コイルにはたらく力

の大きさが変わる。

④磁石の磁力の強さによって、コイルにはた

らく力の大きさが変わる。

図１ 教科書に示されている教材による実験

＜発展的な内容の学習活動を援助するための補助教材＞

新たな課題 ： なぜ、コイルの電気ブランコは動くのだろう？

生徒の予想 ： コイルには電磁石のように磁界があって、Ｎ極やＳ極ができるから、

引きつけあったり、反発したりする・・・？

教師の提示した課題 ： Ｎ極やＳ極のない１本の導線でも、磁界の中で電流を流すと

力がはたらくのだろうか。

図２の実験では、次のような生徒の反応が

見られた。

△やっぱり１本の導線でも、コイルと同じよ

うにＮ極とＳ極ができている （誤り）。

○たった１本の導線でも磁界ができて、磁石

の磁力で導線が動く （力がはたらく）。

◎１本の導線だと動く力が弱いけど、コイル

みたいに導線が束になると動く力も大きく

なる。

１本の導線に視点を当てて事実をとらえたり、仕組みを考えたりすることで、コイル

全体にはたらく力の規則性を見いだすことができた。また、教科書の資料にあるモータ

ーの仕組みやリニアモーターの原理を理解するのに効果的であった。

３．授業改善後の成果

（１ 「科学的な思考」について）

「電流のはたらき」では、鉄粉の模様や方位磁石の向き、コイルの動きや電流の変化

などを正しく観察し記録することで、ほとんどの生徒が事実をとらえることができた。

、 。また 事実をもとに電流と磁界と力に相互の関わりがあることを理解することもできた

電流と磁界と力の関係を磁力線を用いて考え、仕組みやきまり（原理）として考察す

ることは難しさがあった。しかし、仕組みやきまり（原理）を発展的な内容の学習とし

て位置付けるのではなく、補充的な学習ととらえて位置付けることが科学的な思考を深

めていくことにつながった。生徒の実態をよく把握し、基本的な内容の理解が十分であ

図２ コイルの代わりに、アルミ箔を使った実験



る場合、教師が意図を持って新たな課題を提示し適切な補助教材を示せば、モーターが

回転する仕組みやリニアモーターカーが動く仕組みなどについて、より深い生徒の思考

を生み出したり理解させたりすることにつながることが分かった。

実践では、磁束密度の関係を示した図を使って発展的な内容を考える時間が必要とな

ったが、実験で確かめた電気ブランコの動き（力の働き）を理解するためには有効な時

間であった。今後も学習内容によっては、生徒の実態に合わせて発展的・補充的な内容

の学習活動の位置付けを工夫していきたい。

（２ 「観察・実験の技能・表現」について）

本単元では、回路の接続や計器の読みとりなどの技能面で個人差がみられた。実験の

多くは、２～３人の小グループで行っているが、役割を交代するなどして、一人一人の

技能を把握し指導することができるよう配慮した。また、仲間との関わりを通して実験

の目的を理解し、事実を定性的にとらえようとする姿が見られた。今後より一層、生徒

一人一人の技能を高めるための教具の開発や学習プリントの工夫などを行いたい。

（３）平成１６年度学習状況調査の結果から

「電流とその利用」に関する問題の結果から

（問１）コイルの磁界を調べる実験器具について 【観察・実験の技能・表現】

正解１８人（５２．９％ ・誤答１１人（３２．４％ ・無回答５人） ）

（問２）コイルのまわりの磁界の向きについて 【知識・理解】

正解２６人（７６．５％ ・誤答 ８人（２３．５％ ・無回答０人） ）

（問３）電流と磁界と力の関係の規則性について 【科学的な思考】

正解２９人（８５．３％ ・誤答 ３人（ ８．８％ ・無回答２人） ）

（問４）日常生活との関連について 【科学的な思考】

正解２７人（７９．４％ ・誤答 ７人（２０．６％ ・無回答０人） ）

本単元の内容の学習状況調査の結果から、本実践の成果として 「科学的な思考」の、

力は確実に身に付きつつあるといえる 「観察・実験の技能・表現」については、今後。

さらに目的意識をもって観察・実験を行うために、実験計画の時間を保障する等の手だ

てを考えていく必要がある。

また 「科学的な思考」や「観察・実験の技能・表現」の力は、長いスパンで重点的、

な指導を継続していく中で養われていくものであると思われる。指導計画の工夫改善、

教材・教具の開発を他領域、他単元においても実践し、確かな学力の定着を図っていく

必要がある。


