
事例 中学校理科 第２学年 「化学変化と原子・分子」

テーマ 粒子の存在を柱とし、微視的なものの見方や考え方を養う指導の在り方 
授業改 善

の視点

① 粒子概念の系統性を大切にした指導計画の作成

② 原子や分子のふるまいで考え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 20 年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の状況分析

②学習に関するアンケート調査の分析

（２）学習状況の結果と分析

①平成 20 年度岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の状況分析（化学領域及び課題が見ら

れる項目）

【結果】
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３ 1 8 水溶液の意味を理解している。 ○ 47.3 33.3

４ 2 12 ロウが液体から固体になったときの体積変化

を理解している。
○ 70.9 89.2

４ 4 14
水の状態変化を生活に適用して、ビン入りジ

ュースを凍らせてはいけないわけを考えるこ

とができる。

○ 68.4 79.8

５ 3 17 その気体の性質に合わせた気体の捕集方法が

身に付いている。
○ 66.0 71.0

【分析】

・科学的な思考

日常生活に見られる現象を授業の中で意図的に位置付けたことにより、県平均を上回る結果を得る

ことができた。

・観察、実験の技能・表現

目に見えないものとして気体の性質を問う設問に対しては、小グループ（２，３名）での実験を位

置付け、個々がより多く実験に関わるようにしたため、理解力が高い結果になったと捉える。

・知識・理解

〔通番 8〕この設問は県平均を下回った。これは、水溶液における溶媒が溶けている様子について

は、言葉だけの説明でしかなく、粒子モデルを使った説明がなかったため、溶媒の粒子が均一に広が

る様子について理解が不十分だったことが要因であると考えられる。また、この問題の誤答について、

記号エ（すべての水溶液は加熱すると、とけていた物質があとに残る）と答えた生徒が約 3 分の 1
（35.6％）いた。これは、水溶液に溶けているものが固体だけではなく気体もあるという理解が不十

分であると言える。目に見えない物質に対する見方や考え方を身に付けるよう指導を改善する必要が

ある。

〔通番 12〕状態変化においては、その視点を明らかにした実験を取り組むことができるようにする

ことにより、県平均を大きく上回る正答率を得ることができた。

・総合分析

通番 12、14、17 の結果が県平均を上回っているにも関わらず、通番 8 の結果が悪いという現状か

ら、生徒は目では見ることができない物質に対する見方や考え方が不十分であることが明らかとなっ

た。 



②学習に関するアンケート調査の分析

【結果】 【分析】

『理科が好き』（約

89％）と答えた生徒よ

りも『理科が得意』（約

67％）と答えた生徒の

方が下回っている。同

様に、『観察、実験が好

き』（約 92％）ではあ

るが『観察、実験が得

意』（約 85％）である

ことが下回っている。

特に、予想や考察を

書くことに苦手意識を

もっている生徒が約４

割弱いることから、事

実の基づいて思考して科学的な見方や考え方を高めていくことに課題があることが明らかとなった。

これらのことにより、活動に対する楽しさではなく科学的に解決していくことの楽しさを実感でき

る指導が必要であると判断した。また、教師側の意識としても、活動の目的意識を明らかにして取り

組む生徒の育成を図る指導や、微視的な見方、考え方の育成を図る指導の弱さが原因であると考えた。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、目では見ることができない物質に対する見方や考え方を育

てる指導を考え、授業実践をしていく必要があると考えた。２年生「化学変化と原子・分子」の単元

では、目の当たりにした事象を科学的に追究したり科学の言葉で表現したりするようになったとき、

予想や考察の充実を図るなど科学的に解決していくことに楽しさを見いだせるのではないかと考え

た。そこで、生徒が学習を進める中で、目では見ることができない化学変化に着目できるよう、下に

示す 2 点を授業改善の視点とすることとした。

（２）改善の具体的方途と実践

① 粒子概念の系統性を大切にした指導計画の作成

ア 生徒の、粒子の見方や考え方を大切にした単元構想図の作成

身のまわりにある事象は、物質を組成する原子や分子のふるまいにより、その状態が変化したり、

性質や質量の変化が表れたりしている。単元を通して、生徒の粒子概念をどのように変容させてい

くべきかを明らかにすることにより、単元の中での単位時間のねらいがより明らかとなって指導を

展開することができると考えた。また、平成 19 年 3 月改訂の新学習指導要領では、「粒子」を柱と

した内容の構成が示されている。この構成表に準じ、粒子の存在・粒子の結合・粒子の保存性の 3
点を大きな柱として、単元構想図を作成した（資料３参照）。特に、第７・８・１１・１４時には、

以下のような目では見ることができない物質の見方や考え方を育てるための授業改善を行った。

時 授業内容 授業で育てたい、目では見ることができない物質の見方や考え方 
第 ６時 塩化銅の電気分解 銅の析出から固体（金属）が水溶液中に粒子として存在していること（存在）

第 ７時 物質をつきつめて考える ドルトンの原子説による原子・分子の見方や考え方（存在）

第 11 時 銅と硫黄の化合 原子の結びつきにより、性質の違う物質ができること（結合）

① 粒子概念の系統性を大切にした指導計画の作成

② 原子や分子のふるまいで考える指導方法の工夫・改善



第 14 時 炭素と酸素の化合 様々な化学変化は全て原子・分子のふるまいによって現象が起こっていること

（結合・保存）

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）

6 水の電気分解 6
7

水の電気分解

塩化銅の電気分解

7 ドルトンの法則、元素記号、化学式 8
9

物質をつきつめて考える

元素記号、化学式

8 酸素と水素の化合 10 酸素と水素の化合

9
10

鉄と硫黄の化合①

鉄と硫黄の化合②

11
12
13
14

銅と硫黄の化合

鉄と硫黄の化合①

鉄と硫黄の化合②

炭素と酸素の化合

11
12
13

金属と酸素の化合

〃

燃焼（炭素と酸素の化合を含む） 

15
16
17

金属と酸素の化合

〃

燃焼

② 原子や分子のふるまいで考える指導の工夫・改善

ア 目では見ることができない物質の見方や考え方を育てる学習環境の工夫（原子・分子モデルの活用）

目では見る 
ことができな

い物質に対す 
る見方や考え 
方を育てるた

めに、原子や

分子をより扱

いやすくする

ことから、原 
子・分子モデ

ルの活用は欠 
かせない。化 
学変化で起こる現象を理解するための手立てとして、自作したモデルを準備し、繰り返し活用して

いくこととした（資料４参照）。生徒には原子モデルの資料（図１）を毎時間活用する、特に予想

や考察の場面で活用するよう指導した。また、生徒が常に原子モデルだけではできない立体的なイ

メージをふくらませることができるよう、原子や分子のつくりを示す学習環境を整備した。（図２）

イ 化合した酸素に着目しやすくするスチールウール

（ボンスター0000 番）の活用（資料５参照）

燃焼における学習活動を行うとき、化学変化を粒子

の保存性と関わらせ、その質量にも着目できるように

する場合、スチールウールを加熱する実験により、鉄 
と酸素の化合（酸化）を扱ってきた。これまではホー

ムセンターなどで容易に入手できるスチールウールを

活用したが、「内部まで加熱しきれない」、「加熱後ボ

ロボロと落ちていく」など、定量的に調べたい実験で

あるにもかかわらず、大きな誤差が生じる場合もあっ

た。しかし、ボンスター（0000 番 超極細）を活用す 図３ 数分間内部の加熱が進む様子

図１ 生徒に配布した原子モデル 図２ 原子や分子のつくりを示した学習環境の整備



る（図３）と、「質量の変化が大きい」、「着火後内部まで酸化する」、「数分間加熱が進む」など、

燃焼の事実を捉えるのに大変適する変化を起こした。また、金属の性質を調べる方法においても、

明確な実験結果が得られた。よって、この製品を用いて実験を行い、定量的な見方や考え方をより

一層高める手立てとした。

酸素と鉄の化合による実験では、試験管中に酸素を満たした状態で 0.3ｇ程度のスチールウール

を入れて加熱すると、酸化鉄を生成することができた。

ウ 粒への意識をもたせるアルミニウムはくの活用（資料５参照）

アルミニウムはく（約 120mm×120mm 厚み 0.2μm）を使って

アルミニウムの酸化を行うと、明るい光とともに一瞬にして酸化アル

ミニウムに変化する（図４）。目に見えていたアルミニウムはなくな

ったように見え、フラスコ内部の所々に飛び散った酸化アルミニウム

が付着している。原子が決してなくなったわけではないことを証明す

る手立てとして、200ml の丸底フラスコに酸素を満たしアルミニウム

はくを１枚入れて点火すると、激しい光と共に化学変化する実験を演 
示で行うこととした。

３ 授業改善後の成果

（１）粒子概念の系統性を大切にした指導計画の作成

粒子概念の系統性を大切にした指導計画を作成、実施したことにより、化学変化を原子の結び

付きをふまえながら考察しようとする生徒が増え、原子モデルを活用しながら考える姿が増えて

きた（図５）。

単位時間毎の化学変化について、それらをモデルで表す場を位置付け、系統性を意識しながら

授業を重ねたことにより、現象を原子モデルで説明しようとする生徒の姿がみられた（図６）。

また、単元の始めは単なる小さな粒としか考えられなかった生徒も、徐々に原子のイメージをふ

くらませながらその化学変化をモデル図で捉えようとする姿が見られた（図７、８）。

酸素を満たし

たフラスコ内

にアルミニウ

ムはくを入れ、

火のついた線

香を入れると

変化する。

図４ 実験方法

図８ 単元はじめの酸素のイメージと、質量保存における開放系と閉鎖系を比較したモデル図

図７ 単元はじめの酸素のイメージと、質量保存（開放系）及び炭素の酸化におけるモデル図

図５ 原子モデルを使い、化学変化を思考する生徒 図６ 本時の実験をモデルで説明する生徒



実践後のアンケート調査より、〔当てはまる・やや当てはまる〕と答えた生徒の割合について、

『予想をたてることができる』という項目では＋3.6 ポイント、『考察を書くことができる』と

いう項目では＋1.5 ポイントとなった。さらに生徒の記述には、「モデル化したことで考察の説

明がしやすくなり、自分があとから見ても理解しやすい。」「化合などの組み合わせ方や、質量

のふえ方、減り方も分かりやすい。」「目で見て頭できちんと整理しやすい。」等、目では見るこ

とができない物質の見方や考え方の変容を自覚する姿が見られた。

（２）原子や分子のふるまいで考える指導の工夫・改善

スチールウール（ボンスター0000 番）を扱った酸化鉄生

成の実験（図９）を行った。この実験は、燃焼の様子や試験

管中の気体の体積変化など、捉える事実が多くある実験であ

った。多くの事象を通して目では見えない物質の見方や考え

方を総合的に捉えていくために、原子モデルの活用の必然性

が生じた。はじめは酸素をただの小さな粒だと捉えていた生

徒は、試験管の中の化学変化について、原子や分子のふるま

いで考えることができた（図１０）。また、鉄が反応したこ

とと風船による試験管中の気体の体積変化を関わらせなが

ら酸素と鉄の化学変化を説明しようとする生徒が多く見ら

れた。さらに、加熱後の物質に弱い磁性があった事実につい

て、原子モデルを活用して考察し、説明することができた（図

１０，１１）。

（図１１）を書いた生徒は、授業において「鉄が明るく光って反応し始めたと同時に、風船が試 
験管の中に入っていった。」と発言した。他の生徒にも同様の内容の発言があり、生徒は変化の

瞬間を時系列で捉えていく力を身に付けることができた。

その反面、このような生徒の発言の素晴らしさについて、教師が評価することができなかった。

今後、教師が生徒の発言の中にある科学的な追究のよさを聴きとり、それを適時に評価する、ま

た、机間指導等で磁性のわずかな違いなど事実をよりきめ細かく調べる指導するなど、科学的な

追究の仕方や表現力を育成していく必要がある。

個人で追究する時間を確保しつつ、その後グループで、モデル図等を使いながら、原子や分子

のふるまいについて話し合う言語活動を充実させることも重要である。モデル図等は、生徒の思

考と一体化して活用することで、個々の見方や考え方をより一層深めることができると考える。

グループ単位で議論しながら活用できる原子・分子モデルの開発と指導の在り方の究明が求めら

れる。

極細のスチールウールを原子モデルでイメージすると

き、１本の鎖のように原子が並んでいるイメージ（図１

２）をもつ生徒がいた。原子の大きさをきちんと理解さ

せ、立体的に原子が並んでいる概念形成の指導の工夫が

必要である。

図１１ 単元はじめ、酸素のイメージ図を

書けなかった生徒の酸化鉄生成モデル図
図１０ 単元はじめの酸素のイメージと酸化鉄生成のモデル図

図１２ 生徒がイメージした１本の

スチールウールの原子モデル

……

図９ 実験の様子


