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有機化学の導入からアルコール誘導体へ

１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに
有機化合物について学習するにあたり，中学校や理科総合Ａの内容を確認しながら理解

を深めていく。有機化合物の学習のための授業を展開するうえで，生徒自身が「わかって

いること 「わからないこと」を理解し，さらに授業後に「わかるようになった」のかを」

確認するアンケートを実施し，生徒が自己評価をする。さらには，これを教員自身の授業

評価としながら，よりよい授業になることを目指した。

２．単元の目標２．単元の目標２．単元の目標２．単元の目標
・有機化合物の特徴について理解を深める。

・アルコールの性質と誘導体への変化を理解する。

３．単元の評価規準３．単元の評価規準３．単元の評価規準３．単元の評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 観察・実験の技能・表現 知識・理解

単 ・有機化合物の性質や反応 ・炭化水素，官能基をもつ ・分子模型を使って有機化合 ・炭化水素の分類とその反

元 に関する事物，現象に関心 有機化合物の性質や反応性 物の構造式や立体構造がわか 応性の関係や構造異性体の

の をもち，その構造や性質， が構造に特徴づけられるこ る。 関係を理解し，知識として

評 反応性について意欲的に探 とを見出し，構造異性体な ・アルコールの基本的性質の 身につけている。

価 究しようとする。 どを論理的に考察できる。 確認 さらに誘導体を作る実 ・有機化合物の性質が官能，
規 ・身近な有機化合物と関連 ・有機化合物の化学式の決 験を通して有機化合物の構造 基により特徴づけられてい

準 付けて意欲的に探究しよう 定について，論理的に考察 的な特徴をとらえる。 ることを具体的物質で理解

とする。 し，科学的に判断する。 し，さらに有機化合物相互

の関連性について理解し，

知識として身につけている

学 ②有機化合物の性質や反応 ③メタン系炭化水素の名称 ⑤分子模型により，メタン系 ①有機化合物についてのア

習 に関する事物，現象に関心 や構造式が法則に従って書 炭化水素の立体構造が視覚的 ンケートにより，事前の知

活 をもち，その構造や性質， ける 【発問 【机間指導】 にとらえられ理解できる。 識を確認する。。 】

動 反応性について意欲的に探 ④構造異性体がわかる。 【立体模型の完成】 ⑥構造異性体が，もれなく

に 究しようとする。 【生徒観察】 確実に書ける。

お 【生徒観察】 【問題演習】

け ⑦アルコールを日常生活と ⑧メタン系炭化水素からア ⑫実験により，アルコールの ⑨官能基と示性式・構造式

る 関連させて探究しようとす ルコールへの変化が 科学 性質を観察し，基本操作及び の書き方を理解する。，

具 る 【生徒観察】 的に思考できる。 記録の仕方を習得している。 【発問 【問題演習】。 】

体 【発問 【机間指導】 【実験レポート 【生徒観察】】 】

の ⑮身近な例として，エタノ ⑩様々なアルコールの性質 ⑪アルコールからアルデヒ，

評 ールの体内での変化からア との反応 燃焼のようす ⑬実験レポートが正しく書け ドへの変化が書ける。Na ， ，

価 ルコールの酸化を理解す 水や灯油への溶解度などが る。 【発問 【問題演習】】

る。 構造式と関連させて導き出 ⑭実験の自己評価が正しくで

せる。 【発問】 きる。
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４．指導と評価の計画４．指導と評価の計画４．指導と評価の計画４．指導と評価の計画

単元の評価規準との関連

時 学習内容 ねらい 関心 思考 観察・実 知識 評価方法等

間 意欲 ・ 験の技能 ・

態度 判断 ・表現 理解

有機化合物 ・有機化合物の定義や構造式 ◎② ◎⑨ ○① 【ｱﾝｹｰﾄ】

の特徴 など授業前の知識を確認する 【生徒観察】。

１ ・有機化学の歴史とこれから 【発問】

学ぶための基礎となることを 【授業プリント】

学習する。

メタ ン系 炭 ・定義を理解する。 ◎③ ○⑤ 【生徒観察】

２ 化水 素の 特 ・名称，構造式が書ける。 【発問】

徴 ・基本的性質がわかる。 【授業プリント】

異性体 ・構造異性体の存在を理解し ○④ ◎⑥ 【発問】，

３ 区別ができ，書くことができ 【問題演習】

る。 【授業プリント】

【小テスト】

いろ いろ な ・典型的な有機化合物の代表 ○⑦ ◎⑨ 【発問】

４ アルコール として アルコールを扱い 【生徒観察】， ，

その構造と性質について理解 【授業プリント】

する。

アル コー ル ・有機化合物が反応をしてい ○⑧ ◎⑪ 【生徒観察】

５ 誘導体 く様子をメタノールとエタノ 【発問】

ールで理解する。また、示性 【授業プリント】

式についても理解する。

アルコールに ・溶解性を確認する。 ◎⑩ ○⑫ 【生徒観察】

関する実験 ・燃焼の様子を確認する。 【発問】

６ ・アルデヒドの合成ができる 【実験レポート】。

・考察，反省ができる。 ◎⑬ 【生徒自己評価】

・自己評価を正しく行う。 ○⑭

身近 な有 機 ・酒としてのアルコールを取 ○⑮ 【生徒観察】

化合物 り上げ，エタノールの反応を 【発問】

７ 体内での変化と合わせて理解 【授業プリント】

する。
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５．授業指導案（具体の指導と評価）５．授業指導案（具体の指導と評価）５．授業指導案（具体の指導と評価）５．授業指導案（具体の指導と評価）

科 目 化学Ⅰ 使用教材 教科書 プリント

指導クラス ２年 単 元 アルコールの誘導体 （６限目／全７限）

単元の目標 ・有機化合物の特徴について理解を深める。

・アルコールの性質と誘導体への変化を理解する。

本時の主題 実験により，アルコールの性質を理解する。

本時の目標 ①積極的に実験を行う 【意欲・関心】。

②正しく実験を行いアルコールの性質，誘導体の合成ができる 【技能・表現】。

③実験結果の考察ができる 【思考・判断】。

過程 学習項目 教師の働きかけ 学習活動 評価の観点 指導上の留意点

導入 ・プリント配布 ・前回までの授業内 ・実験に取り組む姿

５分 ・本時の目標提示 容を確認し，本時の 勢ができたか。

【 】実験と関連づける。 興味・関心・意欲

展開 ・いろいろなア ・最初は演示実験 ・アルコールが水や ・溶解性の違いが何 ・全員によく見

３５ ルコールの水や とし，全員が実験 灯油に溶けるかどう によるのかがわか せ，生徒の反応

分 灯油に対する溶 に集中できるよう かを確認し，記録す る 【思考・判断】 を見ながら，考。

解性の違いを確 にする。 る。 えるヒントを出

認する。 す。

・構造による物 ・エタノールの誘 ・構造式を書く。 アルコールとエーテ

質の水への溶解 導体の構造につい ・溶解性の違いを確 ルの構造の違いがわ

。【 】性の違いを考え て問いかける。 認する。 かる 思考・判断

る。

・エタノールの ・布が焦げないこ ・エタノールを布に ・布が焦げないこと ・炎が見えにく

燃焼の様子を確 とを指摘する。 しみ込ませ燃焼させ に興味を持ち，考え いのでやけどに

認する。 る。結果の記録。 る姿勢が見られる。 対する注意をす

【興味・関心】 る。

【思考・判断】

・金属Ｎａとの ・Ｎａの取り扱い ・発生する気体を確 ・水素が発生するこ ・机間指導によ

反応 の注意 認する。 とがわかり，化学反 る生徒観察。

応式が書ける。

【思考・判断】

・アルコールか ・全員が合成の操 ・銅線を加熱し，メ ・操作を自分で行っ

らアルデヒドを 作を行うように呼 タノールを酸化させ たか。

合成をする。 びかける。 る操作を行う。 ・銅線の変化を確認

・できた物質のにお し、その変化がわか

いを確認する。 る 【技能・表現】。

ま ・考察 ・実験レポートの ・考察，反省，自己 ・考察が正しく書け ・机間指導をし

と ・反省 書き方の説明をす 評価の記入 る。 て生徒の反応を

め ・自己評価 る。 ・反省が評価項目に 見ながら，アド

１０ ・プリントの回収 従って書ける。 バイスをする。

分
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［実験プリント］
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６．実践例とその評価６．実践例とその評価６．実践例とその評価６．実践例とその評価

( )授業アンケートの結果1

有機化合物の定義は中学校１年生の「物

質の性質」で学習しており 「加熱すると，

炭になったり，燃えて二酸化炭素を発生す

る物質」としている。

有機化学の授業をする前後に定義を質問

した結果である。授業後は ％と多くの81.2

生徒は理解できたが定着が浅い生徒がい

る。

構造式は昨年度の理科総合Ａで学習

した。１年後に分子式から構造式が書

けるかをテストした。 ， とＮＨ ＣＨ３ ４

単結合のみの簡単なものは多くの生徒

少しが書けたが， ， とＣＯ ＣＨ ＯＨ２ ３

難しくなるとできない生徒が多くなる。

授業後，夏休みをはさんで２ヶ月後に

予告なしでテストをした結果を合わせ

て掲載した。

分子模型を使った実習は、昨年度理科総合Ａの共有結合の学習で行った。

， ， ， ， について行い、今回はメタン系炭化水前回は，Ｈ Ｏ，ＮＨ ＣＨ Ｏ ＣＯ Ｎ２ ３ ４ ２ ２ ２

素を中心にエチレン，アセチレン，シクロヘキサンなどを組み立てた。

ほとんどの生徒は 「分子模型を使った授業は好き 「分かりやすい」と答え，多くの生， 」

徒が「構造式は書ける」と答えたのは，授業の成果と考える。

授業後の生徒の感想
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授業前調査では，性質を答える生徒が多かったが，授業後には，定義を答える生徒が多

数を占めた。

授業前はメタノール，エタノール以外は「燃える」などの印象や思いついた物質を書い

ているだけであったが，授業後はほとんどの生徒が学習したアルコールの名称を答えた。
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( )実験の自己評価2

これまでは「考察 「わかったこと・感想・反省」という一般的なものであったが，こ」

の実験で生徒の自己評価を取り入れ 「わかったこと・感想・反省」は評価基準を書き添，

えた。

＜理解度、取り組み＞ できた･･･○ だいたいできた･･･△ できなかった･･･×

( )実験の内容を事前に理解して取り組んだ。1

( )アルコールの水に対する溶けやすさに がわかった。2 違いがあること

( )アルコールの水に対する溶けやすさの わかった。3 違いがなぜか

( )エタノールとＮａの反応の様子を観察できた。4

( )構造による水に対する溶けやすさの違いがわかった。5

( )メタノールの酸化実験を自分で行った。6

( )メタノールの酸化でできた物質のにおいを確認した。7

( )メタノールの酸化の理解度は、実験をして深まった。8

( )実験から片づけまで、自分の取り組みはどうだったか。9

( )プリントの記入は自分の力でできた。10

自己評価・・・ 点（ ○：５ △：３ ×：１）

＜自己評価のねらいと結果＞

①それぞれの実験のポイントとなる事がわかりやすい。

②自分が「できたこと」と 「できなかったこと」がわかる。，

③得点化することで，総合的な自己評価ができる。

④「わかったこと・感想・反省」を１０点満点とし，配点を明示することで，何を

書いたらよいかがわかりやすくなり，生徒の記入量も以前より増えた。

７．おわりに７．おわりに７．おわりに７．おわりに

どの分野でも，生徒が「知っていること 「知らないこと」は確認しながら授業を進め」

ているが，実際に全員にアンケートしたり、問題を解くことで，予想以上にわかっていな

かったり，逆にわかっていたりということが，よくつかめた。さらに，授業後には「生徒

は，わかったはず」と考え，定期テストでがっかりすることが多かったが，授業後アンケ

ートでほとんど理解できていない生徒もいることがわかった。

実験は，授業内容の確認の意味があり，意欲的に取り組んでいるが，単に書いてある操

作をするだけの生徒も多く，書く枠を与えて「わかったことを書きなさい」では書けない

生徒も多い。今までは，この段階で「観察・実験の技能，表現」の評価をしていたのを，

今後は，表現するためのヒントやポイントを与えることで，引き出す工夫をすることを取

り入れていこうと思う。


