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酸と塩基

１．はじめに
昨年度は，前任者から「酸と塩基」の単元の研究を引き継ぎ，単元の評価規準等はそ

のまま踏襲して 「指示薬とｐＨ測定」の実践を行った。，

今年度は，過去２年の研究をもとに，単元の評価規準等を見直すとともに 「指示薬，

とｐＨ測定」と「中和滴定」の実験についての考察を行った。

．単元の目標２

酸・塩基の定義や中和反応の量的関係を理解させ，日常生活の現象と関連付け

て考察させる。

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

酸性雨などの身近 実験結果から，酸 ｐＨの測定方法を習 酸と塩基の定義を

単 な現象と関連づけな や塩基の強弱とｐＨ 得し，観察・実験の過 理解するとともに，

元 がら，水溶液のｐＨ の関係を考察できる 程や結果を的確に表現 水溶液の液性とｐＨ。

の について意欲的に探 塩の水溶液の液性 できる。 の関係について理解

評 究しようとする。 を判断できるととも 中和滴定の技能を習 している。

価 中和反応に関心を に，中和滴定の指示 得し，未知の酸や塩基 中和反応及びその

規 もつとともに，中和 薬を選択できる。 の濃度を求める過程や 量的関係を理解して

準 滴定に関して意欲的 結果を的確に表現でき いる。

に探究しようとする る。。

①身近な物質の水溶 ④金属との反応性の ⑨指示薬を用いた水溶 ⑫ブレンステッドの

学 液の液性と関連づけ 大小と電離度を関連 液のｐＨ測定の技能を 定義で，酸と塩基の

習 ながら，酸と塩基に させて酸の強弱を判 習得する。 分類ができる。

活 ついて関心をもとう 断できる。 【机間指導】 【発問】

動 とする。 【発問】

に 【行動観察】 ⑬酸や塩基の強弱と

お 電離度との関連を理

け ②ｐＨについて関心 ⑤実験の結果から， ⑩器具の使い方を理解 解している。

る をもち，身の回りの 代表的な酸や塩基の し，中和滴定の実験の 【小テスト】

具 ものと関連させよう ｐＨについて考察す 技能を習得する。

体 とする。 ることができる。 【机間指導】 ⑭水溶液の液性と水

の 【行動観察】 【実験プリント】 素イオン濃度・ｐＨ

評 の関係を理解してい

価 ③中和滴定の実験へ ⑥実験の結果から適 ⑪滴定曲線を求める教 る。

の関心を高めること 切にデータ処理をす 師実験の結果から，滴 【演習問題】

ができる。 ることができる。 定曲線をかくことがで

【行動観察】 【実験プリント】 きる。 ⑮中和反応及びその

【グラフ】 量的関係を理解して

いる 【発問】。
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⑦塩からそれを生成 ⑯中和滴定の計算及

する酸と塩基を類推 び濃度の換算ができ

することができ，そ る。 【演習問題】

の水溶液の液性を判

断できる。 ⑰塩の加水分解の仕

【演習問題】 組みを説明できる。

【定期試験】

⑧滴定曲線をもとに

指示薬を適切に選択

することができる。

【発問】

４．指導と評価の計画（計10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

酸と塩基の定義 酸と塩基の定義および ◎① ○⑫ ◎【行動観察】

１ 価数について知るととも ○【発問】

酸と塩基の価数 に，身近な物質の液性に

興味をもつ。

２ 酸と塩基の強弱 電離度と酸や塩基の強 ○④ ◎⑬ ◎【小テスト】

弱の関係を理解する。 ○【発問】

３ 水溶液の液性と 水素イオン濃度とｐＨ ○② ◎⑭ ◎【演習問題】

４ および水溶液の液性の関 ○【行動観察】pH

係を理解する。

指示薬と 測定 主な酸や塩基のｐＨを ◎⑤ ○⑨ ◎【実験 】pH プリント

５ (実験) 指示薬を用いて調べ，指 ○【机間指導】

標としてのｐＨについて

理解を深める。

中和反応 中和反応について知る ◎⑮ ◎【発問】

６ とともに，その量的関係

を理解する。

７ 中和滴定 中和滴定の計算及び実 ○③ ◎⑯ ◎【演習問題】

験方法を理解する。 ○【行動観察】

中和滴定(実験) 食酢中の酸度を調べる ○⑩ ◎【実験 】◎⑥ プリント

８ ことで，中和滴定につい ○【机間指導】

て理解を深める。

塩の加水分解 代表的な塩の水溶液の ◎⑦ ○⑰ ◎【演習問題】

９ 液性を調べるとともに， ○【定期試験】

その結果を考察する。

滴定曲線 滴定曲線について理解 ◎⑧ ○⑪ ◎【発問】

10 するとともに，それから ○【グラフ】

。適当な指示薬を判断する
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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)

２年 (普通科理系) 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

察させる。

10時間 10時間のうちの８時間目時間配当 本時の位置

食酢中の酸度を調べることで，中和滴定について理解を深める。本時の主題

器具の使い方を理解し，中和滴定の実験の技能を習得する 【実験の技能・表現】本時の目標 。

実験の結果から適切にデータ処理をすることができる。 【思考・判断】

事前指導 実験器具の使い方や計算方法など，基本的な事項は学習している。

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

実験の流れを理 事前に板書 水 溶 液 メニスカス導 NaOH

解する。 してある説明 の濃度と，一気 終点における入

図で実験の流 に加えてもいい 溶液の色５

れを説明する 水 溶 液 の分 。NaOH

量をプリントに

記入する。

試料溶液(食酢 実験器具を 水 溶 液 実験器具を正 安全な注ぎ方NaOH

を10倍に希釈した 正しく使って をビュレットに しく使っている ろうと

もの)を，濃度既 いるか。 注ぎ入れる。 か 技能・表現 ﾋﾞｭﾚｯﾄの先端。【 】

知の 水溶液 【机間指導】 溶液の量NaOH

で中和滴定する。

試料溶液をホ 溶液の飲み込み

ールピペットで 穴を押さえる指展

吸い取り，コニ 注ぎ入れ方

カルビーカーに 最後の1滴の処理開

注ぎ入れる。

35

回転子とﾌｪﾉｰﾙ ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝの量

ﾌﾀﾚｲﾝをｺﾆｶﾙﾋﾞｰｶ ｽﾀｰﾗｰの回転速度分

ｰに入れ，ﾋﾞｭﾚｯﾄ 目盛りの読み方

から 水溶 終点の判断NaOH

液を滴下する。

後片づけ

ﾌﾟﾘﾝﾄの計算手 正しく計算 滴下量の平均 実験の結果か 有効数字３桁，

順に従って，食酢 しているか。 モル濃度，パー ら適切にデータ で計算している

中の酸度を計算す 【机間指導】 セント濃度の計 処理をすること か。

る。 算をする。 ができる。整

ビンのラベル 【思考・判断】理

。10 表示と比較する

分

自己評価と感

想を記入する。
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６．実践例とその評価

(1) 「指示薬とｐＨ測定」(第５時)の授業改善について

① はじめに

昨年度の実践をしての反省をもとに，実験内容等を変更した。

なお，昨年度実施した「指示薬とｐＨ測定」(資料１)は，岐阜県高等学校理化教

育研究会編の『化学ⅠＢ・Ⅱの実験』の「28(4)酸・塩基・塩のｐＨ測定」をもと

にしたものだが，その流れは，次のようである。

ア．主な酸と塩基のｐＨを，ｐＨ試験紙を用いて測定する。

イ．梅干しなどの身近な物質のｐＨを，ｐＨ試験紙を用いて測定する。

ウ．プリント「アルカリ性食品って，からだにいいの？」(資料３)を読み，梅干し

とその灰のｐＨ値の考察を深める。

② 実験内容の精選

昨年度，生徒はｐＨ試験紙の色の判定でかなり苦労したため，梅干しなど12種類

の身近な物質のｐＨ測定まで実験が進まなかった。

そのため今年度は，実験プリント(資料２)を使って実施した。昨年度との違いは

次の２点である。

ア 「身近な物質のｐＨ測定」をなくした。(実験内容の精選)．

イ．紫キャベツの抽出液の液性による色の変化の実験を加えた。

これは，カゴメの『紫の野菜』という商品が発売されたこともあり，身近な物

質でも指示薬になることをねらいとしたものである。

③ 実験を終えての反省

実験を精選したため実験は余裕を持ってできたが，今年度も生徒はｐＨ試験紙の

色の判定でかなり苦労しており 「ｐＨ試験紙を用いてｐＨを測定する方法を理解，

できたか 」という自己評価(５段階)の平均値は3.9とやや低い数値となった。。

④ 第１時の授業改善について

第５時で「身近な物質のｐＨ測定」の実験をなくしたが，導入段階の第１時で

の「身近な物質の液性」を扱うところで，梅干しとその灰の水溶液をBTB溶液で液

性を調べる教師実験を行った。

生徒に「梅干しは酸性かアルカリ性か」を予想させたところ，15人中14人がアル

カリ性と答え，予想を上回る結果となった。そのため，プリント「アルカリ性食品

って，からだにいいの？」が有効に使え 「プリントの内容が理解できたか」とい，

う自己評価の平均値(５段階)は，昨年度の3.8から4.3へと上がった。

(2) 「中和滴定の実験」(第８時)について

① 実験で使用したプリント(資料４)について

岐阜県高等学校理化教育研究会編の『化学Ⅰ・Ⅱの実験』の「７中和滴定(2)」

をもとにしたものであるが，次の点を工夫してみた。

ア．考察に多くの時間を配分するため，食酢を10倍に希釈する実験を省き，滴定操

作のみにした。

イ．研究会編の実験書では，細かな操作方法が「７中和滴定(1)」には書いてある

が 「７中和滴定(2)」にはないため，操作方法をプリントの表面に印刷し，裏，

面に「結果と考察」および「自己評価」を印刷した。
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ウ 「結果と考察」の計算は，本校生徒の実態に合わせて，穴埋め式にした。充分．

な演習ができていれば，ノーヒントで最終結果まで計算させたいものである。

② 実験器具の使用方法などについて，自己評価をさせてみた。その結果は，以下の

表の通りであり，目立ったところは，次の３点である。

ア．ホールピペットの穴を，親指で押さえている生徒が多かった。

イ．机間指導しているときには，比較的薄い赤色で終点としているグループが多い

ように思えたが，３人ほど最後の数滴を慎重に加えることができなかったようで

ある。

． ， 。ウ ビュレットの目盛りが細かいためか 小数第１位までしか読まない生徒がいた

③ 試薬ビンがどちらも白いポリビンであったためか，ラベルをよく確認せず，ビュ

レットに試料溶液を入れたグループが１つ，ＮａＯＨ水溶液をホールピペットで吸

い取った生徒が１人いた。また，フェノールフタレインを入れ忘れた生徒が１人い

た。これらは机間指導で指導できたが，気づかないところで他の細かな失敗をして

いる可能性がある。

④ 以下に，生徒の感想を載せておく。

ホールピペットはかなり難しかったけど，ちゃんと止まったので良かった。

１滴ずつ入れるのが難しかった。

少し，色の変わりぎわに手こずったけど，なんとかぎりぎりで中和させた。

ＮａＯＨを入れすぎて色がだいぶ変わっちゃったから残念やった。でも，中和

滴定の流れはちゃんと理解できたし，実験もしっかりできたからよかった。

中和する時の色の変化が思ったよりいきなりきた。

計算のしかたはまだはっきり理解できていないが，どういう手順で実験をやる

かについてはよくわかった。

なかなか良い値だった。

回答方法 割合or平均

１．ホールピペットを正しく使えたか。
①　吸い取るとき，液を飲み込まなかった。 100.0
②　穴を，人差し指で，押さえることができた。 53.3
③　標線に，液面をぴったり合わせることができた。 93.3
④　しぶきが飛び散らないように，注ぎ入れることができた。 93.3
⑤　太い部分を握って，最後の１滴を押し出すことができた。 100.0

２．フェノールフタレインの量は適切だったか（１～２滴）。 100.0
３．ビュレットを正しく使えたか。

①　目盛りを，小数第２位まで，読むことができた。 86.7
②　色が消えにくくなった時，１滴ずつ慎重に加えることができた。 80.0

４．スターラーの回転速度は適切であった。 93.3
５．中和滴定の実験の流れが理解できたか。 4.4
６．濃度を求める計算手順が理解できたか。 4.1
７．意欲をもって，実験に取り組めたか。 4.7
８．グループで協力してできたか。 4.8

○・×で解答

 ５段階評価

項　　　　　　　目

中和滴定の実験の自己評価   集計結果
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［資料１．昨年度の「指示薬とｐＨ測定」の実験プリント］

［資料２．今年度の「指示薬とｐＨ測定」の実験プリント］
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［資料３．プリント「アルカリ性食品って，からだにいいの？ ］」
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［資料４．中和滴定の実験プリント］
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７．おわりに(まとめ)

(1) 今回実施した実験の考察

① 「指示薬とｐＨ測定」

ｐＨ試験紙を用いてのｐＨ測定は，試験紙の色の変化がわかりにくいという欠点

があり，ｐＨメーターを用いての測定に変更すべきだと考える。

ｐＨメーターを用いて測定すれば，生徒は判断に迷うことなくスムーズに実験を

進めることができ 「身近な物質のｐＨ測定」も可能となる。，

しかし，本校では生徒実験に対応するだけのｐＨメーターがないため，単元計画

を少し変更して，２～４時の授業の中で教師実験として行うのが適切だと考える。

② 「中和滴定」

実験操作を単純化したため，余裕を持って実施することができた。

岐阜県高等学校理化教育研究会編の『化学Ⅰ・Ⅱの実験』のように，中和滴定を

２回に分けて実施するのが理想的であると思われるが，本校のように充分な時間が

とれない場合は，今回の実験だけでも問題はないと考える。

(2) 生徒による自己評価についての考察と課題

「中和滴定」の実験の目標の１つが「器具の使い方を理解し，中和滴定の実験の技

能を習得する」であったこともあり，より具体的な自己評価の項目を設定して，生徒

が自分の実験操作について振り返られるようにした。

以前から 「ホールピペットの穴を親指で押さえている生徒が多いな」と感じては，

いたが，実際にデータをとってみると，思っていた以上の生徒が親指を使っていたこ

とが分かった。そして，そのことを生徒に話すと 「次からは気をつける」といった，

ような感想も聞かれた。

このように，生徒による自己評価を取り入れることで，生徒の実態や課題が明確に

， 。 ，なり 授業改善へとつながることを確信した 生徒による自己評価の在り方を工夫し

それを分析することで 「指導と評価の一体化を図った理科指導」ができるのではな，

いかと考える。

ただ 個々の生徒の自己評価は 生徒が主観的に回答していることもあり 成績(評， ， ，

定)をつける上での判断材料にはなりにくい。今後は 「知識・理解」以外の観点で，

の評定につながる客観的な評価方法を研究していく必要があると考える。


