
事例 中学校 理科 第２学年 「化学変化と原子・分子」

テーマ 「化学変化を、目に見えるもので繰り返し考えることによって、科学

的な見方や考え方を養うことを重視した指導の在り方」

授業改善 ①モデルを使って考えることを重視した指導計画の工夫改善

の視点 ②具体的なイメージをもつことのできる指導方法の工夫改善

１ 学習状況の把握と結果の分析

（１）学習状況の把握の方法

①平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査（昨年度の第２学年）と本校の状況分析

②単元の学習内容に関する実態調査

（２）学習状況の結果と分析

①平成１９年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査（昨年度の第２学年）と本校の状況分析

【結果】

問題番号 出題の意図 評価の観点 正答率（％）
領 大 小 通 科学的 観察 知識 県 自校
域 問 問 番 な思考 実験 理解

１ １２ 水酸化ナトリウムを水に溶かすわけを
理解して、水の電気分解の実験を行う ○ 60.3 37.1

第 ことができる。
１ ４ ２ １３ 水の電気分解で発生する気体の性質を ○ 69.3 54.3
分 調べる方法を身に付けている。
野 ３ １４ 水の電気分解の実験結果と水の分子の

モデルを基にして、水の電気分解をモ ○ 60.8 22.9
デルで考えることができる。

４ １５ 水を表す化学式を正しく理解している。 ○ 59.4 62.9

【分析】

・第２分野の「観察・実験の技能・表現」にかかわる問題については、おおむね満足できる状

況である。また、通番１５のような「知識・理解」の内容についても定着している。

・通番１５と通番１４の正答率に大きな差があることから、水という物質やその他の化学変化

を、原子・分子の結び付きの変化としてとらえることが不十分な傾向がある。

・化学変化や電流の分野など、直接目で見ることができない事物・現象を、数値やモデルなど

を活用して考えることが苦手な傾向が見られる。

②学習に関するアンケート調査の実施

【結果】ア 学び方について イ 粒子のモデルと関連付けた理解について



【分析】

・理科を好きな生徒は半数以上いる。観察、実験を楽しいと感じていることがその理由である

と思われる。しかし、考察や発表、まとめを行うことをあまり好きではないと感じる生徒も

半数以上であることから、観察、実験に興味をもっていても、そこから推論したり、検証し

たりして発見する楽しさを感じる学習ができていないといえる。

・事物・現象を粒子のモデルと関連付けて理解していくことについては、第１学年で学習した

水溶液について、水に溶けている時の様子を粒で表す生徒が少ないこと（イ－Ⅰ）から、「努

力を要する状況」にあると考えられる。しかし、それに対し、電流が流れているときの様子

については、電流についてモデル図を用いながら学習したため、表現できた生徒が多かった

（イ－Ⅱ）と考えられる。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

①学習状況の把握と分析から

本校の第２学年の生徒の実態として、直接目で見えない事物・現象について思考する力が弱

い傾向があるが、モデル図を用いた学習により思考を深めることができる生徒は多いととらえ

た。そこで、第２学年の単元「化学変化と原子・分子」における指導において、次のことを授

業改善の方針とした。

・目に見えない化学変化の様子についてのイメージを表現するために、単元を通して目にモデ

ルを繰り返し用いて学習することにより、原子・分子についての理解を深め、科学的な見方

や考え方を養うことができるよう指導計画を工夫改善する。

②学習内容の特徴から

第２学年の単元「化学変化と原子・分子」の学習の特徴として次のようなことが挙げられる。

○生徒の興味・関心を高めるために提示する有効な事物・現象や、実験によってとらえることが

容易な事物・現象が多い。

●実験の結果の考察によって化学変化の規則性を理解することができない場合、それぞれ科学的

な言葉の記憶にとどまってしまう。

●この学習では目に見えない原子・分子を扱うため、反応の様子を具体的にイメージすることが

苦手な生徒にとっては、化学変化の規則性の理解が困難で、知識としても定着しにくい。

そこで、第２学年の単元「化学変化と原子・分子」における指導において、次のことを授業改

善の方針とした。

・いろいろな化学変化の様子を、科学的な言葉の表現のみにとどまらずモデルを用いて表現し、

具体的なイメージをもてるようにすることを重視した指導方法を工夫改善する。

（２）改善の具体的方途と実践

①モデルを使って考えることを重視した単元指導計画の工夫改善

学習の順序は昨年度と同様とし、原子・分子の学習をした後に行う化合の学習において、モ

デルを用いて考える学習を繰り返し行うことができるよう単元指導計画を作成した。

本単元では、１章５時間目の原子・分子の学習において初めてモデルを用いた。それ以降、



２章１・２時間目「鉄と硫黄の化合」や３時間目（本時）「炭素の燃焼」、６時間目「水の合

成」、８時間目「質量保存の法則」、１０時間目「化学反応式」においても、モデルを用いた

学習活動を重点的に行った。

（１章）

従前の単元指導計画（簡易版） 改善した単元指導計画（簡易版）

１ ホットケーキはなぜふくらむのか考える。 １ ホットケーキはなぜふくらむのか考える。

２ 炭酸水素ナトリウムの分解の実験を行う。 ２ 炭酸水素ナトリウムの分解の実験を行う。

３ 酸化銀の演示実験から、分解について考える。 ３ 酸化銀の演示実験から、分解について考える。

４ 水はさらに分解できるかを話し合う。 ４ 水はさらに分解できるかを話し合い、水の電

５ 水の電気分解実験を行い、発生した気体につ 気分解実験で発生した気体についてまとめる。

いてまとめる。 ５ 原子・分子について、モデルを用いて考える。

６ 原子について、モデルを用いて考える。原子 原子を表す記号について説明を聞く。自分た

を表す記号について説明を聞く。 ちで原子モデルをつくる。

７ 分子について資料を見ながらモデルで考え 分子について資料を見ながらモデルで考える。

る。 ６ 単体と化合物、単体や化合物の化学式につい

８ 単体と化合物、その化合物の化学式について て説明を聞く。酸素、窒素、二酸化炭素、ア

説明を聞く。酸素、窒素、二酸化炭素、アン ンモニアなど身の回りの物質の化学式を書く。

モニアなど身の回りの物質の化学式を書く。 自分たちで分子モデルをつくってみる。

（２章）

１ 他の物質どうしを結び付ける方法について話 １ 他の物質どうしを結び付ける方法について話

し合い、鉄と硫黄を加熱する実験を行う。 し合い、鉄と硫黄を加熱する実験を行う。

２ 実験結果から化学変化のしくみを考える。水 ２ 実験の考察を行い、分かった内容をモデルを

素と酸素が化合して水ができることの説明を 用いて考える。

聞く。 ３ 炭素の燃焼について実験を行う。二酸化炭素

３ 物質が燃焼する時の変化（性質）について話 ができることから、モデルを用いて考える。

し合い、スチールウールの燃焼実験を行う。 （本時）

４ 実験の結果から、燃焼についてまとめる。金 ４ 物質が燃焼する時の変化（性質）について話

属の燃焼・有機物の燃焼について話を聞く。 し合い、スチールウールの燃焼実験を行う。

５ 化学変化（沈殿・気体発生・燃焼）が起こる ５ 水素と酸素が化合して水ができる実験を行い、

前後で物質の質量がどう変化するかについて 結果から化学変化のしくみをモデルを用いて

話し合い、実験を行う。 考える。

６ 実験の結果から、燃焼についてまとめる。金

６ 実験の結果から、質量保存の法則についての 属の燃焼・有機物の燃焼について話を聞く。

説明を聞く。反応について、モデルを用いて ７ 化学変化（沈殿・気体発生・燃焼）が起こる

表してみる。 前後での物質の質量がどう変化するかについ

７ 化学変化は化学式を使って表すことができる て話し合い、実験を行う。

ことを聞き、これまで学習した化学変化を原 ８ 実験の結果から、質量保存の法則についての

子・分子のモデルを使いながら考える。 説明を聞く。結果からモデルを用いて考える。

８ 化学変化では質量保存の法則が成り立つこと ９ 化学変化は化学式を使って表すことができる

から、化学反応式をつくる時も左辺と右辺の ことを聞き、今までの化学変化を原子・分子



原子数を等しくすることの説明を聞き、化学 のモデルで表したことを基に考える。

反応式をつくってみる。 １０ 化学変化では質量保存の法則が成り立つこと

９ 金属と酸素が化合する時に質量が増加するこ から、化学反応式をつくる時も左辺と右辺の

１０ とに着目し、化合する酸素の質量の割合が一 原子数を等しくすることの説明を聞き、モデ

１１ 定であることを確かめ、理解する。 ルに照らし合わせてつくる。

１ １ 金属と酸素が化合する時に質量が増加するこ

１２ とに着目し、化合する酸素の質量の割合が一

１３ 定であることを確かめ、理解する。

※太枠内は、化学変化についてモデルを用いて考える学習を位置付けた授業

②具体的なイメージをもつことのできる指導方法の工夫改善

ア モデル教具の工夫

原子・分子を学習する時に、絵やシールなどで表した以前の方法ではなく、小さなスチロ

ール球で原子を作った。そして、いろいろな場面で、生徒が自由に物質の化学変化の様子を

表現できるようにした。

・「原子」の作り方

発泡スチロールを１球（大）８円で購入。大中小の３種類を用意

し、下を少し切ってマグネットを貼り、色塗りをしたあと原子の

記号を上に書き込む。ケースは１００円程度で購入した。

（切るところまで教師が準備する。その後、生徒が分担して「原

子」を作成する。）

・作った「原子」の数

Ｈ：１０個 Ｏ：８個 Ｃ：４個 Ｎ：４個

Ｆｅ：４個 Ｍｇ：４個 Ｓ：３個 Ｃｕ：５個

水の分解・生成の化学反応式をつくるとき、水素は両

辺で８個あればよい。しかし「全部で１０個あるが、

化学反応式では８個あればよい」と生徒が判断して作

成できる方がよいと考え、各原子とも余分に作った。

・その他

ホワイトボード・イレーサー・黒青赤のマジック１本ずつ準備 ↑グループの数だけ準備

イ 生徒がモデル教材を使って思考し、交流する場の指導の工夫

時 ねらい 学習活動 評価規準

１ 物質が結び付いて別 鉄と硫黄の混合物を熱するとどうなるか 鉄と硫黄の混合物を熱した時に

の新しい物質ができ 別の物質どうしを結び付けるにはどうした 起こる反応とできた物質の性質

る化学変化に興味を らよいか話し合い、鉄と硫黄を加熱する実 について調べることができる。

もち、反応の様子を 験を行う。 （技能・表現）

２ 観察したり、できた 実験結果から化学変化のしくみを考える。 硫化鉄は化合物であり、純粋な

物質を調べたりでき 鉄と硫黄が化合して硫化鉄ができることの 物質であることを説明すること

る。 説明を聞き、理解する。 ができる。

（思考・判断）



時 ねらい 学習活動 評価規準

１ 物質が結び付いて別 鉄と硫黄の混合物を熱するとどうなるか ①安全に化合の実験を行い、結果

の新しい物質ができ 変化後の物質の性質の違いを調べるにはど を記録することができる。

る化学変化に興味を うしたらよいか話し合い、鉄と硫黄を加熱 （技能・表現）

もち、反応の様子を する実験を行う。

２ 観察したり、できた 硫化鉄ができた実験結果から、化学変化の できた物質が化合物であり、純

物質を調べたりでき しくみをモデルを用いて考える。 粋であることや、そのでき方を

る。また、その変化 （グループごとのホワイトボードに発泡ス 原子・分子の概念で説明できる。

をモデルで表すこと チロールなどの原子・分子モデルをはって （思考・判断）

ができる。 考える）

・モデルを使用する場面

「予想」「考察」「まとめの確認」授業の必要な場面に応じて使用する。

・交流の仕方（△）と教師の指導・援助（▲）

（グループ内）

△自分の考えを「原子」のモデルや図、絵を使って説明する。

△仲間の説明について分からないことがある生徒は、グループの仲間に質問する。

△質問に対する説明を考え、モデルを使って説明する。

▲「原子」のモデル以外に、図や絵を使って分かりやすく考えを表現するよう促す。

▲分からないことがある生徒には質問を促す。

▲説明の際、モデルを使って質問した生徒の反応を確かめながら説明するよう促す。

▲思考や表現の仕方のよさについて評価する。

（学級全体）

△生徒がモデルや図、絵を描いたボードを持ち、必要に応じて、ボードに示された内容を

指し示しながら、学級の仲間に説明を行う。

▲説明を聞いている生徒の表情をとらえ、説明について疑問をもっている生徒から、疑問

を引き出すよう働きかける。

▲全グループのボードを黒板に掲示し、相互評価できるように働きかける。

▲思考や表現の仕方のよさについて評価する。

このようにして、実際に生徒たちが原子・分子を視覚的・体感的にとらえることができた

り、目の前で起こっている化学変化を原子・分子のモデルを用いて表現できたりするように

した。化合や分解は、原子の組合せの変化によるものであることをイメージできるようにし、

数や種類にも注目できるようにした。

ウ モデルを用いた活動を重点的に行うための時間の確保（実験の準備）

モデルを用いた活動を重点的に行うためには、その活動の時間を確保しなければならない。

そこで、生徒がスムーズに実験を行うことができるよう、実験の準備を行った。２章３時間

目（本時）「炭素の燃焼」においては、次のような実験の準備を行った。



＜実験準備＞

▼演示用の炭素燃焼セット

・５００ｍｌの丸底フラスコ

耐熱性にすぐれた薄いガラスのものがよい。厚めのガラスのもので

行ったら、５分熱しても反応が起こらなかったため、薄いガラスの

ものに換えた。こちらは２分ほどの加熱で反応が起こったが、加熱

と反応熱でガラスが高温になったのと、気体の膨張で内部の気圧が

高くなったことで、下の写真のようにふくらんだ。そのまま続ける

と、破損する可能性があるので注意する必要がある。 ↑演示用の器具

・炭素粉末（少量）

湿っていないものを使用する。薬品さじの小さな方で、少量程度を使

用した。実験時に使用するガラス器具の種類と大きさ、反応させる酸

素の量によって、完全に反応する炭素の量が変わる。予備実験によっ

て完全に反応する炭素の量を明らかにしておくことが必要である。

・風船 ↑膨らんだ部分

１００円程度で購入した。一度膨らましておくと、気体膨張の時にもスムーズに膨らむ。

▼生徒用の炭素燃焼セット（１グループ分）

・太めの耐熱用の試験管＋風船

教師が中に炭素と酸素を入れ、風船で口を締めた状態に

にして準備しておく。

（炭素は少量。これも予備実験で適量を探しておく。予

備実験中、試験管は容量が小さいため炭素が多すぎて

燃え切らず、風船をはずして酸素を加えなければなら

なかった。） ↑グループ実験のセット

・石灰水、スポイト、スタンド

試験管が冷えてから石灰水を静かに中に入れ、振って白濁の様子を観察させる。

（炭素が残っていると灰色になるが、その理由は黒＋白＝灰色であると気付かせる。）

※「太めの耐熱用の試験管（炭素が少量入ったもの）＋風船」の準備を教師がほぼ行い、生徒

は実験器具をグループに運んで、「太めの耐熱用の試験管（炭素が少量入ったもの）＋風船」

をスタンドで固定して加熱するところから実験の操作を行うようにした。こうすることで、

実験の時間を短縮し、モデルによる学習活動の充実を図った。

３ 授業改善後の成果

（１）モデルを使って考えることを重視した単元指導計画の工夫改善

・科学的な思考力・表現力の育成

これまでは、実験後の考察やまとめを言葉だけで表現する生徒がほとんどであり、モデル

を使って表現するのはあまり得意ではない生徒が半数ほどいる状態であった。しかし、単元

において、モデルを用いて考える学習を繰り返し行うことで、化学変化をより具体的にイメ

ージして推論し、別の物に置き換えて説明するなど、工夫して表現することを楽しむ生徒の

姿が多く見られるようになった。



考察時、自分たちからモデルセットを持っ 「鉄と硫黄の化合」考察時、混合物と化合

てきて、グループ内で積極的に自分の考え 物の違いをモデルを用いて表すことで、塩

を出し合い、考察を行っている。（本時） 酸との反応の違いを説明できている。

「燃焼」個人まとめの中で、水と二酸化炭 「炭素の燃焼」炭素が見えなくなったこと

素が発生する結果から、ロウソクの中に存 を、「養子縁組説」に置き変えて表した生

在する原子について、見えない部分をイメ 徒。組み合わせが変化し、性質も変化する

ージすることができている。 ことをイメージすることができている。

他にも、化学反応式がそのまま粒子に置き換わったモデルだけでなく、実験器具の中で起

こっている化学変化の様子について、原子を、人に見立てて『友だち替え』をするという３

コマ漫画風に表現するモデルも生まれてきた。

・微視的な見方や考え方の育成

実際に原子モデルを用いると、いろんな種類の化合

物を簡単に作成することができる。「酸化銅」という物

質名を覚えるだけでなく、化合物の結び付き方に興味

をもって予想する生徒が増えた。

この写真の化合物は組成が違っているが、その後、

銅原子と酸素原子は１つずつ結び付くことを学んだ生

徒は、原子の数を化学変化の前後で一致させることま

で気付くことができ、化学反応式の基本を自分たちで

見付けることができた。

また、実験で使用する物質の中に存在する原子は鉄と酸素しかないという事実をもとに、



「燃やしても二酸化炭素は出ない」と予想することが

できた。既習内容から、燃焼させると必ず二酸化炭素

が発生するという予想が出てきそうだが、原子・分子

モデルを用いて、根拠を明らかにして予想を立てるこ

とができた。

さらに、質量保存の学習時には、気体の発生や沈殿

反応について、「結び付きが変わるだけで原子の数は

変わらない」という考え方をもとに、「原子」のモデ

ルを用いなくても、モデル図を用いてノー

トに予想を立てる生徒が表れてきた。

これらのことから、目に見えない変化

をモデルを用いて表現する学習を単元の中

で繰り返し行うことは、化学変化を原子や

分子のモデルと関連付けてみる微視的な見

方や考え方を養うことに大変有効であった。

（２）具体的なイメージをもつことのできる指導方法の工夫改善

・科学的な思考力・表現力の育成

原子の組み合わせの変化に着目し、モデルを用いて化学変化の内容をじっくり考察しよう

とする生徒の姿勢が多く見られた。

混合物は原子がバラバラで、化合物は２つの 何の物質が生成したかのみでなく、化学変

原子が化合しているという違いを、モデルで 化前の物質から化学変化の過程もモデルを

表すことができている。 用いて表すことができている。

モデルを用いて考えることで、組合せが変 考察時、各グループの考え方や表し方を知

わると物質が変わるという化学変化の仕組 る中で、多様な見方や考え方に触れ、自分

みを微視的にとらえ始めている。 の理解がより深まったと感じている。



【昨年度の結果との比較】（昨年の岐阜県における児童生徒の学習状況調査問題の正答率）

領 問題番号 出題の意図 評価の観点 正答率（％）

域 大 小 通 科学的 観察 知識 自校 自校

問 問 番 な思考 実験 理解 H19 H20

１ １２ 水酸化ナトリウムを水にとかすわけを

理解して、水の電気分解の実験を行う ○ 37.1 74.1

第 ことができる。

１ ２ １３ 水の電気分解で発生する気体の性質を ○ 54.3 85.9

分 ４ 調べる方法を身に付けている。

野 ３ １４ 水の電気分解の実験結果と水の分子の

モデルを基にして水の電気分解をモデ ○ 22.9 82.4

ルで考えることができる。

４ １５ 水を表す化学式を正しく理解している。 ○ 62.9 84.2

生徒の感想からも分かるように、「物質名・モデ

ル・化学式」がバラバラではなく、それぞれが関連

して生徒の理解が図られている様子が伝わってく

る。その理由として、「化学変化は原子・分子の結

び付きの変化によっておこる事象」であるという科

学的な見方や考え方を自分たちでモデルを用いて表

すことができたからだと考えられる。

よって、この授業改善は、生徒の科学的な見方や

考え方を養い、理解を深める手立てとして有効であ

ったといえる。

生徒は、教師が意図した以上にいろいろな発想、着眼点、表現方法で、目に見えない化学変化

について予想したり考察したりすることができた。生徒が積極的に原子・分子モデルを活用して

いる姿や表現を教師が認めることで、生徒は理解を深めたり、自分の考えを広めたりすることが

できるようになったと考える。


