
理科学習指導案
指導者 海田町立海田西中学校

教 諭 石 川 幸 宏
１ 日 時 平成３０年９月２１日（金） 第４校時
２ 学 年 第１学年１組 （男子１９名 女子１９名 ３８名）
３ 場 所 海田西中学校 第２理科室
４ 単元名 身のまわりの物質～気体の性質～
５ 単元について
（１）単元観

小学校では，第6学年で植物体が燃える時には，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができることを学習している。
ここでは，気体の発生や捕集などの実験を通して，気体の種類による特性を理解させるとともに，いくつかの気体を発
生させて捕集する実験を行い，それぞれの気体の特性を調べる実験を行う。その際，水への溶けやすさ，空気に対する
密度の大小など気体によって特性があり，それに応じた捕集法があることを理解させ，気体の発生法や捕集法，気体の
性質を調べる方法などの技能を身に付けさせとともに，代表的な例を取り上げて，異なる方法を用いても同一の気体が
得られることについても触れ理解させていくことがねらいである。

（２）生徒観
本学級の生徒は観察や実験には意欲的に取り組むことができる生徒が多い。しかし，定期テストでの思考・表現に関

する正答率は他の観点の通過率より低く，実験等で得られた結果をもとに考察する力が十分についていないことがわか
る。

（３）指導観
それらの学習を通し，身近な化学変化によって発生する気体の判別をする方法を自ら考え，計画して，確かめ，その

結果から考察することにより気体を判定することができるようになることがねらいである。

６ 単元の目標
○身近な気体の性質に関心をもち，気体を発生させる実験・観察を進んで行いそれらの結果を考察しようとする。

【関心・意欲・態度】
○未知の気体が何であるかを調べる方法を考え，観察，実験を行って，その結果をもとに未知の気体が何であるかを考察する
ことができる。 【思考・表現】

○気体を発生させ，集めてその性質を調べる実験を行い，基本操作を習得するとともに，結果の記録や整理など，事象を科学
的に探究する技能の基礎を身に付けている。 【技能】

○観察，実験などを通して，身近な気体の性質についての知識を身に付けている。 【知識・理解】

７ 単元の評価規準

自然事象への関心・意欲・ 化学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての知識・
態度 理解

①身のまわりの気体の例を ①気体の種類による性質の ①条件を考えながら適切な ①気体の種類による性質を
あげ，それらについて興味 違いを理解し，その特徴を 実験方法を計画することが 理解している。
を持って調べようとしてい 説明することができる。 できる。 ②気体ごとの発生方法とそ
る。 ②実験観察を通じて，そこ ②計画を基に実験を安全に の性質別の集め方を理解し

から分かることから考察す 実施し，その結果を適切に ている。
ることができる。 まとめることができる。

８ 本単元において育成したい資質・能力
本校で育成したい資質・能力は，①知識・情報 ②主体性 ③課題発見・解決力 ④チャレンジ精神 ⑤自らへの自信の５つ
である。そのうち，本単元で重点的に指導したい資質・能力は次の３つである。

育成したい資質・能力 本単元の学習を通して目指す姿

主体性 未知の気体について興味・疑問を持ち，何であるかを確かめるために自分から取り組もうとしている。

課題発見・解決力 疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に検証方法を考え，協働して解決しようとしている。

自らへの自信 課題の解決を通して，さらに未知なる現象に対して調べてみようとしている。



９ 単元の学習指導計画（全6時間）

評 価
時 学習内容

関 思 技 知 (・)評価規準(評価方法) (★)資質・能力の評価(評価方法)

１ １ 身のまわりの気体
・身のまわりの気体である二酸化炭素の性質について ○ ・二酸化炭素の性質について既習事項をあげ
既習事項を確認する。 ることができる。(発表)
課題の設定 ◎
・二酸化炭素の既習事項での知識以外の性質として， ★二酸化炭素のこれまでに知らなかった性質
水への溶解性を知り，身近な気体のさまざまな性質 を知ることにより，未知の気体について興
や発生のさせ方について調べていき，発展的課題と 味・疑問を持ち，何であるかを確かめるた
して未知の気体を判定することができるようになる めに自分から取り組もうとしている。(ワー
といくこれからの学習の流れを知る。 クシートの振り返り)

２ 身のまわりの気体の性質
２ 課題の設定

・身のまわりの気体の性質を調べ，「未知の気体」を
調べるための基本知識を得る。

・二酸化炭素について調べる。 ◎ ★疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に
・二酸化炭素を石灰石に塩酸を加えることにより発生 検証方法を考え，協働して解決しようとし
させ，水上置換法によって集める。 ている。(ワークシート・観察)
整理・分析 ○ ・実験結果から二酸化炭素の性質を根拠を持
・集めた気体を数種類の方法で調べ，実験結果を基に ってまとめることができる。(発表・ワークシート)
二酸化炭素の性質をまとめる。

３ 課題の設定 ◎ ★疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に
・酸素を二酸化マンガンに過酸化水素水を加えること 検証方法を考え，協働して解決しようとし
により発生させ，水上置換法によって集める。 ている。(ワークシート・観察)
整理・分析 ○ ・実験結果から酸素の性質を根拠を持ってま
・集めた気体を数種類の方法で調べ，実験結果を基に とめることができる。(発表・ワークシート)
酸素の性質をまとめる。

４ 課題の設定 ◎ ★疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に
・水素を二酸化マンガンに過酸化水素水を加えること 検証方法を考え，協働して解決しようとして
により発生させ，水上置換法によって集める。 いる。(ワークシート・観察)
整理・分析 ○ ・実験結果から水素の性質を根拠を持ってま
・集めた気体を数種類の方法で調べ，実験結果を基に とめることができる。(発表・ワークシート)
水素の性質をまとめる。

５ 課題の設定 ◎
・アンモニアを塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの ★疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に
混合物の加熱により発生させ，上方置換法であつめる。 検証方法を考え，協働して解決しようとし
整理・分析 ○ ている。(ワークシート・観察)
・集めた気体を数種類の方法で調べ，実験結果を基に
アンモニアの性質をまとめる。 ・実験結果や演示実験の観察結果からアンモ

※アンモニア水の加熱により発生した気体を使い，ア ニアの性質を根拠を持ってまとめることが
ンモニアの噴水の演示実験を観察する。 できる。(発表・ワークシート)

・その他の気体として窒素の性質について学ぶ。

６ ３ 未知を調べる
課題の設定
・未知の気体として過炭酸ナトリウムにお湯を入れた ○ ・未知の気体が何であるかに興味を持ち，調
時に発生する気体と炭酸水素ナトリウムにリンゴ酢 べようとしている。(発表)
を加えた時に発生する気体について調べる。
整理・分析
・これまでの知識を基に，発生した気体が何であるか ◎ ・疑問を基に，自ら仮説を立て，それを基に
を，各グループ毎に予想し，その予想を確かめるた 検証方法を考え，協働して解決しようとし
めの方法を考え，実験方法を計画する。 ている。(発表・ワークシート・観察)

７ ・前時の計画を基に実験を実施する。 ○ ★自ら考えた検証方法を基に協働して実験を
まとめ・創造・表現 行い解決しようとしている。(ワークシート・観察)
・実験結果から，発生させた気体が何であるかを根拠 ・実験観察を通じて，そこから分かることか
をもとに考察することができる。 ら考察することができる。(発表・ワークシート)

本

時



振り返り ◎ ・課題の解決を通して，さらに未知なる現象
・未知の物質を調べていくためには，それぞれの性質を に対して調べてみようとしている。(ワークシ
よく知り，その知識を基に調べられていることを知る。 ート・振り返り)

１０ 本時の学習
(１)本時の目標

演示により発生させ集めて見せた気体が何であるかを，その発生方法などから予想し，その予想を確かめるために必要な
方法を考え，そのための実験と結果のまとめ方を計画することができる。

(２)本時の評価規準
①条件を考えながら適切な実験方法を計画することができる。

(３)準備物
・ワークシート ・過炭酸水素ナトリウム ・お湯 ・炭酸水素ナトリウム ・リンゴ酢 ・フラスコ
・水槽 ・ゴム管つきゴム栓 ・試験管

(４)本時の展開

過 指導上の留意事項(◇) 評価規準(○)教科の指導事項
学習活動 (◆「努力を要する状況」と判断した生徒への指導の手立て) (★)資質・能力(評価方法)

導 1 演示による気体の発生を ◆演示実験のようすがよく見えるように，高い位置
入 見せ，これらの気体が何 で演示実験をする。(興味を持たせる) ○未知の気体が何であるかに興味

であるかを尋ねる。 ◇これまでに学習してきた気体の中のどれかである を持ち，調べようとしている。
ことを伝えておく。

・演示から考えたことを発
表する。

展 ◇グループにより担当する反応を割り振る。
開 2 発生する気体が何である ※過炭酸ナトリウムとお湯グループ ★疑問を基に，自ら仮説を立て，

か予想を立て，それを確 ※炭酸水素ナトリウムとリンゴ酢グループ それを基に検証方法を考え，協働
かめる方法を考える。 ※1グループは班を2つに分けた3～4名とする。 して解決しようとしている。(観
・グループ内でこれまでの ◇グループ内での話し合いを机間巡視する。 察・発表・ワークシート)
気体に関する知識を基に ◆自分の予想している気体と，その予想の理由を問
気体が何であるかを予想 いかける。
する。 ◇予想した気体であることを確かめる方法はできる

・予想した気体であること だけシンプルな方法を考えさせる。
を確かめるために必要な ◇予想の結果と違った場合の次の気体の確認方法も
実験方法を考える。 考えさせる。

・発生する気体の予想と， ◇計画を基に，実験の準備・流れを確認し，ワーク
その確認方法(結果を含 シートに記入させる。 ※役割分担も確認させる。
む)を発表する。 ◆グループの中での役割等声をかけ確認する。

確 3 次の時間の流れの確認を
認 する。

(５)板書

発表例：「水上置換をしているからアンモニアではないな」

「炭酸水素ナトリウムという名前だから水素か二酸化炭素かな？」など

発生する気体が何であるかを

確かめる。
課題の設定

整理・分析

本時の目標 発生する気体が何であるかを確かめる。

そのための方法を考え実験を

計画する。

そのための方法を考え実験を計画する。

発生させる気体

過炭酸ナトリウム＋お湯→気体？

炭酸水素ナトリウム＋リンゴ酢→気

気体が何か確かめる実験方法を考えよう


