
資料３ 改善した単元指導計画
第２学年理科 単元指導計画 「化学変化と原子・分子」

№１
評 価 等評価の重点

「おおむね満足で Ｂに達しない生徒 つまずきを取り除く興 科 技 知

きる」状況Ｂ のつまずき 手だて時 課 題 学習内容 味 学 能 識

関 思 表 理

心 考 現 解

、化学変化と原子・ 事前テストをし、本単元における 既習内容や生活経験 既習事項が定着して 事前テストの確認時に

、 。1 分子の単元での学 自分の学習方法を意欲的に計画す をもとに事前テスト おらず、単元の内容 援助し 考え方を示す

習計画をしよう。 る。 に意欲的に取り組も に抵抗がある。 これからの学習時にア◎

うとしている。 ドバイスする。

カルメ焼きはなぜ ・カルメ焼きがなぜふくらむか考 カルメ焼きの実験を ガスバーナーの使い 手順を示しながら、ガ

ふくらむか。 える。 進んで行い、カルメ 方が習得できていな スや空気の流れを説明2
・カルメ焼きの方法を聞く。 焼きができる過程で い。 し、援助する。◎

・カルメ焼きの実験を行う。 見られる変化に興味

をもち、進んで記録

しようとしている。

炭酸水素ナトリウ ・炭酸水素ナトリウムを熱したと 炭酸水素ナトリウム 結果をまとめること 仲間の結果を参考にし

ムを加熱するとど きの変化について話し合う。 を熱する実験を行い ができない。 ながら、実験を思い出3 、

んな変化が見られ ・実験方法を確認し、実験する。 結果を正確にまとめ し、まとめるようにす

るか。 結果・考察をまとめ、全体で交 る。 る。4 ◎

流する。

・レポート作りを行う。

酸化銀を加熱する ・酸化銀を熱したときの変化につ 酸化銀を熱する実験 分解を説明すること 炭酸水素ナトリウムの

とどうなるだろう いて話し合う。 を行い 「分解」の意 ができない。 分解と酸化銀の分解の、

か。 ・実験方法を確認し、実験をし、 味について理解し、 実験結果を確認しなが5
結果・考察をまとめ 交流する 知識を身に付けてい ら、分解の意味を説明、 。 ◎

・分解と化学変化、状態変化につ る。 する。

いて理解する。

水は、どんな物質 ・水は、さらに分解することがで 水を分解する実験を データをまとめるこ 一つ一つの実験結果か

、からできているだ きるか話し合う。 行い、そのデータを とができない。 らわかることを確認し

ろうか。 ・水に電流を流し、出てくる物質 まとめ、水が何から まとめるようにする。6 ◎

を調べる実験を行い 考察する できているか考察す、 。

・事実を交流し、まとめる。 る。

水は、どんな物質 ・電気分解の説明を聞く。 水も炭酸水素ナトリ 電気分解の意味がわ 実験方法と結果を再確

からできているだ ・水素、酸素、銀は、それ以上分 ウムなどと同様に分 からない。 認し、電気分解の意味

ろうか。 解できない物質であることの説 解されることを理解 を説明する。7 ◎

明を聞く。 し、知識を身に付け

・問題練習を行う。 ている。

物質は、何からで ・物質は、原子からできているこ 物質は原子や分子か 原子、分子の意味が 原子や分子について様

きているか。 との説明を聞く。 らできていることを 分からない。 々な物質の例を挙げな

・ドルトンの原子説、原子の大き 理解し、知識を身に がら説明する。8 ◎

さ、質量について。分子につい 付けている。

ての説明を聞く。

原子や分子をモデ ・分子についての説明を聞く。 原子や分子のモデル 原子と分子の違いが 原子と分子のモデルを

ルで表すとどうな ・原子・分子のモデルを自作す を作る。 分からない。 比べながら、分子の意9 ◎

るだろうか。 る。 味を理解できるように

する。

物質を記号を使う ・原子を表す記号についての説明 原子記号を使って、 単体と化合物の違い それぞれの分類の視点

とどのように表せ を聞く。単体と化合物、化学式 原子、分子、単体、 が分からない。 を具体的に説明しなが

るか。 についての説明を聞く。 化合物を表す。 ら、様々な物質を例に10
・原子、分子、単体、化合物の違 考えるようにする。◎

いについての説明を聞く。問題

練習を行う。

鉄と硫黄を混ぜ合 ・物質どうしが結び付くかを話し 鉄と硫黄を化合させ 実験の操作を理解し なぜその操作を行うの

わせて加熱すると 合う 鉄と硫黄を混ぜ合わせて る実験を行い、デー ていない。 か、化学変化の意味や。 、

どんな物質ができ 加熱した変化を考える。 タを正確にまとめる モデル作り等を通して11 ◎ 。

るか。 ・実験方法を確認し、実験し、結 考えてきたことをもと

果・考察をまとめ、交流する。 に確認する。

水素と酸素が結び ・水素と酸素から、水ができるこ 実験のデータをまと 考察を書くことがで 結果について確認し、

つくと何ができる とを確かめる。 め、水素と酸素から きない。 事実とモデルを関係付

だろうか。 ・実験方法を確認し、実験し、結 水ができることを考 けて自分の考えを書く12 ◎ ○

果・考察をまとめ、交流する。 察する。 よう援助する。

→反応させる物質につい注意！

て、適正な分量で実験を行う。
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化合を分子のモデ ・化合についての説明を聞く。 化合を原子や分子の 化合の意味を理解で 化合を原子のモデル操

、13 ルを使うとどのよ ・確かめの問題を行う。 モデルを使って理解 きない。 作を示しながら説明し

うに表せるか。 し、知識を身に付け 自分で操作ができるよ◎

ている。 うにする。

スチールウールを ・物質が燃えるときの変化につい 実験のデータをまと 考察を書くことがで 結果について確認し、

燃やすとどんな物 て話し合う。スチールウールを め、スチールウール きない。 その事実と化合を関係

質ができるか。 燃やすとどうなるか、考える。 を燃やすと何ができ 付けて考えを書くよう14 ◎

・実験方法を確認し、実験し、結 るか考察する。 援助する。

果・考察をまとめ、交流する。

金属と酸素の化合 ・金属と酸素の化合についての説 金属と酸素の化合に モデルで表すことが 結果について確認し、

をモデルで表すと 明を聞く。 ついて、モデルを使 できない。 事実とモデルを関係付

どのようになる ・金属と酸素の化合をモデルで考 って表現する。 けながら、モデル操作15
。か。 え、表し方を確認する。 ができるよう援助する◎

・金属以外の物質と酸素の化合も

同様にモデルで考え、表す。

銅を加熱すると質 ・物質が水にとけたり、状態変化 銅を加熱する実験を 正確なデータをとる 他のデータと比較して

量は、変わらない するときの質量の変化について 行い、データを正確 ことができない。 違いに気付かせ、その

だろうか。 や銅を空気中で加熱したときの にまとめる。 原因を考えて再度実験16
質量について考え、話し合う。 を行う。◎

・実験方法を確認し、実験をし、

、 。結果・考察をまとめ 交流する

密閉した容器の中 ・密閉した容器の中で、気体を発 実験のデータをまと 正確なデータをとる 他のグループのデータ

では、反応前後の 生させたとき、反応前後で質量 め、反応前後で質量 ことができない。 と比較して違いに気付

質量が変化しない がどうなるか考え、話し合う。 が変化しないことを かせ、その原因を考え17
のだろうか。 ・実験方法を確認し、実験し結果 考察する。 て再度実験を行う。◎ ○

・考察をまとめ交流する。

→反応させる物質につい注意！

て、適正な分量で実験を行う。

化学変化を、化学 ・化学反応式の説明を聞く。 鉄と硫黄の化合の化 化学式の意味が分か 原子や分子のモデルと

式を使って、表す ・鉄と硫黄の化合の化学反応式に 学反応式をもとに、 らない。 比較しながら化学式に

にはどのようにし ついての説明を聞く。 炭素と酸素、銅と酸 ついて確認する。18 ◎

たらよいだろう ・炭素と酸素、銅と酸素の化学反 素の化学反応式につ

か。 応式について考える。 いて考える。

金属を熱し続けた ・金属を熱し続けたときの質量変 金属を熱する実験を グラフがかけない。 データのプロットの仕

とき、質量はどう 化について話し合う。 行い、データを正確 方と線を引く前にどん19
なるか。 ・実験方法を確認し、実験し、結 にまとめグラフをか なグラフになりそうな◎

果、考察をまとめ、交流する。 く。 のかを考えることを指

導する。

銅は、燃焼すると ・金属の質量を変えたときに、化 実験の結果より、金 関係を導き出すこと 割合や比の考え方を示

き空気中の酸素と 合する酸素の質量はどうなるか 属と化合する酸素の ができない。 し、モデルと関係付け

どのような割合で 考え、話し合う。 質量は金属の質量に ながら説明する。20 ◎

結び付くか。 ・実験方法を確認し、実験し、結 比例することを見い

果・考察をまとめ、交流する。 だす。

物質は、いつも一 ・物質は、いつも一定の質量比で 物質が常に一定の質 いつも一定の割合で 化合する物質の質量を

定の質量の割合で 化合することの説明を聞く。 量の割合で結び付く あることがわからな 具体的に１つ２つ示し21
結び付くか。 ・確かめの問題を行う。 ことを理解し、知識 い。 ながら、割合を表現す◎

を身に付けている。 る。

化学変化と原子・ ・単元テストを行う。 学習を振り返り、つ 自己の振り返りを行 １時間１時間のノート

分子の単元で学習 ・単元の取り組みを振り返り、自 けた力、まだつまず うことができない 遅 を振り返り、自分の足22 （

したことを振り返 己評価をする。 いている所など客観 い 。 跡を見つめるよう援助○ ○ ○ ○ ）

り、自分についた 的に自己評価する。 する。23
力を知ろう。


