
酸と塩基

１．はじめに
「２．単元の目標」～「４．指導と評価の計画」は，前年度のものを踏襲した。

この単元の第４時について，身近な物質の酸性・塩基性について理解を深めるために，

資料１に示す実験を実施し，資料２に示すアルカリ性食品に関する補助プリントを用い

た。

．単元の目標２

酸と塩基の反応や中和の量的関係を理解させ，日常生活の現象と関連付けて考

察する。

３．単元の評価規準
関心・意欲・態度 思考・判断 知識・理解観察・実験の技能・表現

酸・塩基や中和反 酸・塩基の観察・ メスフラスコ，ビュ 酸・塩基の定義を

単 応に関心をもち，そ 実験を行い，共通性 レット，ホールピペッ 理解し，日常生活と

元 れらを日常生活と関 を見いだす。また， トなどの実験器具の取 関連づけて酸・塩基

の 連させて意欲的に探 酸・塩基の定義を理 り扱いができるなど， 反応を捉えるととも

評 究しようとする。 解し，日常生活と関 中和滴定の技能を修得 に，中和滴定の量的

価 身近な物質の を 連させて反応を考察 し，未知の酸・塩基の 関係を理解し，知識pH

規 測定する中で，酸性 する。 濃度を求める過程や結 を身に付けている。

準 雨などの身近な現象 観察・実験などを 果を的確に表現する。 の測定実験なpH

と酸・塩基反応を関 行い，酸・塩基の強 身近な物質の の どを通して，指標とpH

連づけて，意欲的に 弱と の関係を科学 測定方法を修得し，観 しての の便利さpH pH

探究しようとする。 的に考察する。 察・実験の過程や結果 及び実用性を理解し

を的確に表現する。 ている。

①酸・塩基について ②水素イオンの授受 ⑧水溶液の 測定の ④酸と塩基の強弱がpH

学 関心をもち，身の回 から酸・塩基の分類 技能を修得し，過程や 電離度によって決ま

習 りのものと関連させ ができる。 結果を的確に表現する ることを理解する。。

活 て探究しようとする 【机間指導】 【行動観察】 【小テスト】。

動 【行動観察】 【実験プリント】

に ⑤水の電離や につ ③金属との反応性の ⑭中和滴定に必要な測pH

お いて関心をもち，身 大小と電離度を関連 定器具の使い方や手順 ⑥水素イオン濃度と

，け の回りのものと関連 させて酸の強弱を判 を図示することができ の関係を理解しpH

る させて探究しようと 断できる 発問 る。 【ノート観察】 変換することができ。 【 】

具 する 行動観察 る。 【演習問題】。 【 】

体 ⑬中和滴定の方法に ⑦実験の結果から様 ⑯中和滴定に必要な測 ⑩中和反応では水と

の 関心をもち，滴定実 々な水溶液の につ 定器具の使い方を理解 塩が生成することをpH

評 験に対する関心を高 いて総合的に考察し し，実験の技能を修得 理解し，中和の量的

価 めることができる。 判断することができ する。結果から導かれ 関係についての知識

【行動観察】 る 【実験プリント】 た考えを的確に表現で を身に付ける。。

きる 【机間指導】 【演習問題】。

【実験プリント】

【自己評価表】



⑮身近な酸性物質の ⑨酸・塩基の価数や ⑫滴定曲線の書き方

中和滴定に関心をも 水素イオン・水酸化 と指示薬の変色域，

ち，積極的に探究し 物イオンの物質量か 指示薬の選定につい

ようとする。 ら中和の量的関係を て理解する。

【行動観察】 考えることができる 【演習問題】。

【発問】 ⑰中和滴定による未

⑪滴定曲線と指示薬 知濃度の酸の定量を

の変色域の関係から 理解する。，

滴定に用いる指示薬 【発問】

を判断できる。 【実験プリント】

【発問 【机間指導】】

４．指導と評価の計画（計９時間）
単元の評価規準との関連

時 関心 思考 技能 知識

間 学習内容 ねらい 意欲 判断 表現 理解 評価方法等

態度

１ 酸と塩基の性質 酸と塩基について，二 ◎① ○② ◎【行動観察】

つの定義を知り，興味を ○【机間指導】

もつ。

酸と塩基の価数 酸・塩基の価数を知る ○③ ◎④ ○【発問】

とともに，電離度が酸と ◎【小テスト】

２ 酸と塩基の強さ 塩基の強弱を決めること

を理解する。

３ 水の電離 水素イオン濃度と ○⑤ ◎⑥ ○【行動観察】pH

の関係を理解する。 ◎【演習問題】pH

指示薬と 測定 指示薬を利用して水溶 ◎⑦ ○⑧ ◎【実験 】pH プリント

〈実験〉 液の を測定し，指標 ○【行動観察】pH

４ としての について理 【実験プリンpH

解を深める。 ト

酸と塩基の中和 中和反応では，水と塩 ◎⑨ ○⑩ ◎【発問】

が生成することを理解す ○【演習問題】

５ 中和滴定 る。中和の量的関係を考

察し，理解する。

滴定曲線 滴定に用いる指示薬は ◎⑪ ○⑫ ◎【発問】

滴定曲線と指示薬の変色 【机間指導】

６ 中和点の液性 域から判断することを理 ○【演習問題】

解する。

７ 中和滴定の実験 次時の中和滴定の目的 ◎⑬ ○⑭ ◎【行動観察】

方法の確認 と実験方法とを確認する ○【ﾉｰﾄ観察】。

中和滴定の実験 身近な酸性物質に含ま ○⑮ ◎⑯ ○【行動観察】

〈実験〉 る酸の物質量を調べ，中 ◎【机間指導】

８ 和滴定実験の技能を修得 【実験 】プリント

【 】する。 自己評価表

中和滴定実験の 実験結果から酸性物質 ◎⑰ ◎【発問】

９ まとめ の未知濃度を求める計算 ○【実験 】プリント

の確認をする。



５．授業展開案（具体の指導と評価）
化学Ⅰ 教科書 ／実験プリント科目 使用教材 (啓林館)

酸と塩基指導クラス 単元

酸と塩基の反応や中和の量的関係を理解させ，日常生活の現象と関連づけて考単元の目標

察する。

９時間 ９時間のうちの４時間目時間配当 本時の位置

， 。本時の主題 指示薬を利用して水溶液の を測定し 指標としての について理解を深めるpH pH

水溶液の 測定の技能を修得し，過程や結果を的確に表現する。本時の目標 pH

【実験の技能・表現】

実験の結果から，様々な水溶液の について，総合的に考察し判断することがpH

できる 【思考・判断】。

事前指導 指示薬や について，基本的な事項は学習している。pH

本 時 の 展 開

過程 学習項目 学習活動 評価の観点等 指導上の留意点教師の働きかけ

本時の実験に必 教科書を用 酸・塩基の強 教科書の適切導

要な基本事項を復 いて，簡単に 弱やpH指示薬に な箇所を見るよ入

習する。 説明する。 ついて復習する う指導する。５ 。

( .82 85)分 p ~

pHの測定方法を 塩酸を例に 万能pH試験紙 標準変色表を

理解する。 説明する。 と各pH域の試験 説明前に配布す

紙の使い分けを る。

知る。

本時の実験の内 黒板の図で 実験の内容を 教科書を参考 実験の流れを，

容を理解する。 実験内容を説 理解するととも にしながら，予 事前に板書して展

明する。 に，実験３の予 想しているか。 おく。

想をする。 【思考・判断】開

［実験１］ pH試験紙を使 適切なpH試験 pH試験紙の色35

代表的な酸・塩 って，pH測定を 紙を使って，pH によるpHの決定

基のpH測定 する。 測定ができてい について助言す分

るか。 る。

【技能・表現】

［実験２］ 水素イオン濃 結果を予想し 水が酸性にな

薄めた塩酸のpH 度と の関係を ながら実験を進 っていることをpH

測定 理解する。 めているか。 確認する。

【思考・判断】

［実験３］ 身近な物質の 適切なpH試験 特に，梅干し

身近な物質のpH pHを知る。 紙を使って，pH とその灰のpHに

測定 測定ができてい 着目する。

るか。

実験器具等の後 【技能・表現】

かたづけ



［考察］ 酸・塩基の強 実験結果と関

酸・塩基の強弱 弱とpHとの関係 連づけながら，

を理解する。 既習事項を活か

して，適切に答整

Ｈ 濃度とpHの Ｈ 濃度とpHの えているか。理
＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋

関係 関係を理解する 【知識・理解】10 。

分

実験補助プリント 酸性食品・ア 様々な水溶液 後かたづけが

ルカリ性食品に の について， 終わった班からpH

ついて知る。 総合的に考察し 適宜プリントを

判断することが 配布する。

できたか。

【 】思考・判断



６．実践例とその評価

(1)．授業中の生徒の様子

１グループ３人という構成のため，ほぼ全員が真面目に実験に取り組んでいた。

ｐＨの判定（ｐＨ試験紙の色の同定）にかなり迷ったり，ｐＨ試験紙の選択を間

違えているグループもあった。そのため実験に時間がかかり過ぎ 「考察」を時間内，

に行うことができなかった。

実験１については，全グループが適切なｐＨ試験紙を用いて，ｐＨを測定するこ

とができた。

， ，実験２については 0.1 ＨＣ の10倍希釈溶液のｐＨ値は約２となったがmol/ç ç－

100倍希釈溶液のｐＨ値を約４と判定したグループが多かった。これは，駒込ピペッ

トの取り扱い方や溶液の混合の仕方など溶液の希釈方法に問題があったための結果で

はないかと思われる。

実験３を生徒がやり始める頃には，終了時刻が迫ってきて，かなり大急ぎで実験

をしていた。そのため，醤油やソースなど色がついた溶液を避けたり，種類を少なく

したりして，時間に余裕を持たせた方が良かった。

(2)．生徒の感想と自己評価

①．生徒の感想より

・大変だった。もう少し時間が欲しいと思った。

・急ぎながらの実験だったけど，楽しくできた。

・アルカリ性のヌルヌルさが，すごくわかった。

・最初は戸惑ったけど，理解しようと一所懸命取り組めて良かった。

②．５段階の自己評価の平均値は次のようであった。

・意欲を持って，積極的な態度で実験に取り組めたか。 … 4.3

・ｐＨ試験紙を用いてｐＨを測定する方法を理解できたか。 … 4.8

７．おわりに(まとめ)
５段階の自己評価の平均値から 「水溶液のｐＨ測定の技能を修得し，過程や結，

果を的確に表現する 」とした本時の一つの目標はほぼ達成できたと思われる。しか。

し，結果を予想しながら実験を進める余裕がなく，また，考察も時間内に終わらなか

ったため 「実験の結果から様々な水溶液のｐＨについて総合的に考察し判断するこ，

とができる 」というもう一つの目標は達成できなかった。。

後日，実験補助プリント「アルカリ性食品って，からだにいいの？」の説明を行

ったが，自己評価の平均値は3.75とやや低かった。

今回細かな評価基準をつくらなかったが，グループの中の誰がリーダーシップを

とっているかくらいしか観察できず，生徒の行動観察を充分にするためには，理科助

手との協力が必要であると感じた。



［資料１］





［資料２］


