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単元の目標指導計画・評価の具体例

単元１　化学変化とイオン
　　 教科書 P.10 〜 57　　26（27）時間

化学変化についての観察，実験を通して，水溶液の電気伝導性や中和反応について理解するとともに，これ
らの事物・現象をイオンのモデルと関連づけて見る見方や考え方を養い，物質や化学変化に対する興味・関
心を高め，身のまわりの物質や事象を新たな見方や考え方でとらえさせる。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」これまでに学んだことや生活経
験をもとに自分の考えを記述し，発表する。

１　水溶液と電流
・「課題」どのような物質でも，水溶液にすると電

流が流れるようになるか，話し合う。
・P.11 図 1 の塩化ナトリウムの結晶，精製水，塩

化ナトリウム水溶液に電圧を加え，電流が流れる
かどうかを調べる実験から，電流が流れる原因に
ついて，話し合う。

・うすい塩酸，果物のしる，砂糖水などの身近な水
溶液を選び，どのような水溶液にも電流が流れる
かどうかを調べる実験の計画などを話し合う。

10〜11

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって

「before & after」にとり組み，
発表している。

・食塩水に電流が流れる理由につ
いて自分なりにまとめて発表し
ようとする。

・身近な水溶液の中から調べる水
溶液を決め，実験の計画を立て
ようとする。

・水溶液に電流が流れるか調べる
実験について，調べる方法を理
解する。

２

【実験 1】電流が流れる水溶液
・実験 1 を行い，いろいろな水溶液に電流が流れる

かどうかを調べる。
・電極のまわりの変化も観察して記録する。
・「基礎操作」レポートの書き方についての説明を

聞く。
・実験の結果を発表し合い，電流計の針のふれ方か

ら電流が流れる水溶液と流れない水溶液とに区別
し，変化のようすとあわせて表にまとめる。

・電解質と非電解質の説明を聞く。
・「学びを活かして考えよう」スポーツドリンクに

ふくまれる電解質について調べる。

11〜13

・いろいろな水溶液に電流が流れ
るかどうか調べる実験を進んで
行う。

・身近な水溶液に電圧を加え，電
流が流れたかどうかを調べ，そ
のとき起こった変化もあわせて
記録して表にすることができ
る。

・水溶液にとけていた物質を電解
質と非電解質に分類することが
できる。

３

２　電解質の水溶液の中で起こる変化
・電解質の水溶液に電流が流れたときに電極に変化

が起こっていたことから，水溶液中では，どのよ
うな変化が起こっているか調べる。

・「予想しよう」塩化銅水溶液に電流を流したとき
の電極での反応を予想する。

・「課題」電解質の水溶液に電流が流れるとき，水
溶液の中ではどのような変化が起こっているの
か，話し合う。

14〜15 ・P.14 図 2 の銅と塩素の化合の
化学反応式をもとに，塩化銅水
溶液に電流を流したときの電極
での反応を予想しようとする。

　　 教科書 P.10 〜 26

章の目標 水溶液に電流を流す実験を行い，水溶液には電流が流れるものと流れないものとがあること
を見いだすこと，電気分解の実験の結果，電極に物質が生成することからイオンの存在を知
ること，また，イオンの生成が原子のなり立ちに関係することを知り，これらの事象は日常
生活のなかでも見られることに気づかせ，物質や化学変化に対する興味・関心を高める。

１章　水溶液とイオン
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

３

【実験 2】塩化銅水溶液の電気分解
・実験 2 を行い，陰極と陽極の変化を調べ，陰極と

陽極にできた物質を記録する。
・結果を発表し合い，塩化銅が銅と塩素に分解され

たことをまとめる。

14〜15 ・それぞれの電極から出てきた物
質の特徴から銅と塩素であるこ
とを指摘できる。

・塩化銅水溶液の電気分解の実験
を行い，それぞれの電極のよう
すなどを記録することができ
る。

４

・P.17 図 2 で示されている演示実験の，それぞれ
の電極での変化のようすから，塩酸の電気分解を
化学反応式で表す。

・「考察しよう」塩化銅水溶液を電気分解すると，
陰極に銅が付着し，陽極から塩素が発生する理由
を粒子のモデルを用いて話し合い，発表する。

16〜17

・塩化銅水溶液の中に電気を帯び
た銅原子のもと，塩素原子のも
とになるものが存在しているこ
とを指摘できる。 ・塩酸は，塩素と水素が化合した

塩化水素の水溶液であることを
理解できる。

５

・塩化銅水溶液の中の，電気を帯びた銅原子のもと，
塩素原子のもとの説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」塩酸に電流が流れる
ときのモデルを考える。 18

・塩化銅や塩酸の電気分解でのそ
れぞれの電極の変化から電解質
水溶液中の銅原子のもとや水素
原子のもとは＋の，塩素原子の
もとは－の電気を帯びているこ
とを指摘できる。

・塩酸に電流が流れるときのよう
すを粒子のモデルと関連づけて
考え，説明できる。

６

３　イオンと原子のなり立ち
・原子は原子核と電子からできていることの説明を

聞く。また，原子には＋の電気を帯びた陽子と−
の電気を帯びた電子があり，陽子と電子の数が等
しいので，原子は全体として電気を帯びていない
状態であることの説明を聞く。

・「課題」原子が水溶液の中で電気を帯びるとは，
どのような状態になることなのか考える。

19

・原子は全体として電気を帯びて
いない状態であることを，電子
と陽子の数から説明できる。

７

・原子が電気を帯びたものをイオンということにつ
いての説明を聞く。

・ナトリウム原子やマグネシウム原子，塩素原子の
イオンのでき方の説明を聞く。

・イオン式についての説明を聞く。
・代表的なイオンについての説明を聞く。
・塩化ナトリウムと塩化水素の電離についての説明

を聞き，電離のようすを，イオン式を使って表す。
・非電解質に電流が流れない理由を考え，発表する。

20〜22

・砂糖水を例に，非電解質の水溶
液には電流が流れない理由を説
明できる。

・イオンは原子が電子を失ったり
受けとったりして電気を帯びた
ものであることを原子の構造か
ら説明できる。

・ナトリウムイオンと塩化物イオ
ンのちがいを説明でき，イオン
式で表すことができる。

・塩化ナトリウム，塩化銅，塩化
水素の電離のようすを，イオン
式を使って表すことができる。

８

・「例題」を行う。
・「学びを活かして考えよう」塩化銅水溶液と水酸

化ナトリウム水溶液中の電離しているイオンのよ
うすをモデルで表す。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

23〜26

・イオンと電子の受けわたしに興
味をもち，いろいろな電気分解
を電子の受けわたしで考えよう
とする。

・本章の学習内容をふまえて，
「before & after」に進んでとり
組み，発表している。

・電解質の水溶液中のイオンを陽
イオンと陰イオンの割合に気を
つけてモデルで表すことができ
る。また，電流が流れるしくみ
を説明することができる。 ・「チェック」の問題の解答を理

由や例をあげながら説明でき
る。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」これまでに学んだことや生活経
験をもとに自分の考えを記述し，発表する。

・「レッツトライ！」電流が流れることを実験によ
り確かめる。

１　電解質の水溶液の中の金属板と電流
・「課題」2 種類の金属板を使えば，どのような水

溶液中でも電流が流れ，そこから電流をとり出す
ことができるか，考える。

・「予想しよう」を行う。

27〜28

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって

「before & after」にとり組み，
発表している。

・電流をとり出すことについて興
味をもち，実験の計画を立てよ
うとする。

２
３

【実験 3】金属板に電流が流れるのに必要な条件
・2 種類の金属板を使って，電解質の水溶液から電

流がとり出せるかどうかを考え，電解質の水溶液
と金属板の組み合わせを選択し，実験の計画を立
てる。

・実験 3 を行い，電圧の測定，電流を流し続けたと
きの電極での変化や電子オルゴールや光電池用
モーターの回り方について調べる。

・実験の結果について話し合い，組み合わせる 2 種
類の金属と生じる電圧との関係と＋極，−極の関
係を考え，発表する。

29〜30

・組み合わせる金属と生じる電圧
との関係を見いだすことができ
る。

・どちらが＋極，－極になるかは，
2 種類の金属の組み合わせに
よって決まることを指摘でき
る。

・簡単な電池を作成し，電流をと
り出すことができ，電圧や電極
付近の変化を正確に記録でき
る。

４

・電池についての説明を聞く。
・実験 3 の結果や，P.31 図 3 の木炭電池のアルミ

ニウムはくの変化から，化学エネルギーは化学変
化によって電気エネルギーに変換されることにつ
いて説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」を参考に，電池に使
える家庭の調理器具や調味料・食品を考える。

30〜31

・気体の発生やアルミニウムはく
がぼろぼろになったことから，
電池の内部では化学変化が起
こっていることを指摘できる。

・アルミニウムはくがぼろぼろに
なった変化から化学エネルギー
が電気エネルギーへ移り変わっ
ていることを説明できる。

５

２　電池の中で起こる変化
・「課題」電池の中では，どのような化学変化が起

こっているか考える。
・「モデルを使って考えよう」イオンや電子のモデ

ルを使って，電池の中で起こっていることについ
て説明する。

・P.33 図 2，図 3 を参考にして，−極では亜鉛がと
けて亜鉛イオンになること，＋極では水素イオン
が水素になることから，それぞれの電極での電子
の受けわたしを考え，それぞれの電極での変化を
イオンのモデルで考えて発表する。

32〜33

・電池から電流が流れるときの電
池の中で起こる変化をモデルを
用いた図で説明することができ
る。 ・－極で電極を構成する原子は電

極に電子をわたして陽イオンと
なり，＋極で水素イオンは電子
を受けとることを説明すること
ができる。

　　 教科書 P.27 〜 38

章の目標 電解質の水溶液と 2種類の金属などを用いた実験を行い，電流がとり出せることを見いだ
すとともに，化学エネルギーが電気エネルギーに変換されることを理解させ，日常生活や社
会のなかで見られることに気づかせ，身のまわりの物質や事象を新たな見方や考え方でとら
えさせる。

２章　化学変化と電池
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

５
・P.33「これまでに学んだこと」を参考にして，電

極の表面で生じた電子が外部の回路に電流として
流れることについて説明を聞く。

32〜33

６

・「例題」を参考に，「練習」「確認」を行う。
・「学びを活かして考えよう」電流をとり出せない

電極と水溶液の組み合わせについて，その理由を
図と言葉で説明する。

34〜35

・電池のしくみについて，電極で
の反応や電子の移動と受け渡し
を図と言葉で説明できる。

７

３　身のまわりの電池
・「課題」身のまわりで利用されている電池に共通

していることは何か考え，発表する。
・日常生活で使われているマンガン乾電池，鉛蓄電

池，燃料電池についての説明を聞き，環境への影
響や持続的な社会を形成していく視点から電池の
利用を考える。

36〜37 ・環境と結びつけて，エネルギー
の利用や燃料電池について，自
分の考えをもつことができる。

・マンガン乾電池，鉛蓄電池，燃
料電池の特長や主な用途を説明
することができる。

８

・「学びを活かして考えよう」電池の歴史と発展に
ついて，P.38 の「科学で GO !」を参考にして調べ，
発表する。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

37〜38

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組み，発表して
いる。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」これまでに学んだことや生活経
験をもとに自分の考えを記述し，発表する。

１　酸性やアルカリ性の水溶液の性質
・「課題」酸性の水溶液やアルカリ性の水溶液には，

それぞれどのような性質があるか，考える。
・「調べ方を考えよう」酸性の水溶液とアルカリ性

の水溶液の性質を調べる方法について話し合い，
実験の計画を立てる。

39〜40

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって

「before & after」にとり組み，
発表している。

・身近な水溶液に興味をもち，水
溶液の性質を調べようとする。

・考えた方法で塩酸と水酸化ナト
リウム水溶液の性質を調べる実
験計画を立てることができる。

・小学校 6 年で学習した水溶液の
性質を説明できる。

　　 教科書 P.39 〜 57

章の目標 酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水
酸化物イオンによること，中和反応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると水と塩が生成す
ることを理解させ，これらは日常生活や社会で活用されていることに気づかせ，物質に対す
る興味・関心を高める。

３章　酸，アルカリとイオン
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

２

【実験 4】酸性，アルカリ性の水溶液の性質
・実験 4 を行い，酸性の水溶液とアルカリ性の水溶

液の性質を調べ，結果をまとめて発表する。
41

・実験の結果をもとに酸性の水溶
液やアルカリ性の水溶液のそれ
ぞれに共通な性質を指摘でき
る。

・酸性やアルカリ性の水溶液の性
質を調べる実験を行い，実験の
結果を正確に記録できる。

３

・実験の結果から，酸性の水溶液とアルカリ性の水
溶液にはそれぞれどのような性質があるかを考
え，発表する。

・実験の結果から，酸性の水溶液とアルカリ性の水
溶液のどちらの水溶液にも共通する性質について
考える。

・「学びを活かして考えよう」BTB 溶液の色の変化
について，呼気に含まれる二酸化炭素の性質にふ
れて説明する。

42〜43

・実験の結果をもとに酸性やアル
カリ性に共通する性質について
指摘できる。

４
５

2　酸性，アルカリ性の正体とイオン
・「課題」酸性やアルカリ性の水溶液には，それぞ

れ共通のイオンが存在するのか，考える。
【実験 5】イオンの移動
・BTB 溶液を入れた緑色の寒天の中央に，うすい

塩酸または，うすい水酸化ナトリウム水溶液をつ
けたつまようじをさし，電圧を加えて BTB 溶液
の色の変化を観察し，記録する。

・陰極側や陽極側の色の変化から，陰極や陽極に移
動したイオンを考え，発表する。

44〜45 ・実験の結果から，酸性とアルカ
リ性の水溶液に共通なイオン
は，それぞれ水素イオンと水酸
化物イオンであることを指摘で
きる。

・塩酸または水酸化ナトリウム水
溶液を中央にしみこませた寒天
に電圧を加えて，指示薬の変化
を調べることができる。

６

・実験 5 の結果を参考にして，酸についての説明を
聞き，塩化水素，硫酸が電離するようすを電離式
とイオンのモデルで考える。

・実験 5 の結果を参考にして，アルカリについての
説明を聞き，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム
が電離するようすを電離式とイオンのモデルで考
える。

・代表的な酸とアルカリについての説明を聞く。
・P.47 図 2，図 3 を参考にして，酸やアルカリをふ

くむ身のまわりの製品や食品を考え，発表する。

46〜47

・酸やアルカリをふくむ身のまわ
りの製品や食品について興味を
もって考え，発表しようとする。

・代表的な酸とアルカリの水溶液
が電離するようすを電離式とモ
デルを使って説明できる。

７

・酸性やアルカリ性には強弱があることに気づき，
pH とフェノールフタレイン溶液，BTB 溶液，ム
ラサキキャベツ液の色の変化と身近な食品や製品
の pH 値の説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」電離の式から物質の
酸性，アルカリ性を判断する。

・「どこでも科学」身のまわりの物質の pH 測定を，
pH メーターや万能 pH 試験紙を用いて行う。

48〜49

・興味をもって身のまわりの水溶
液の pH を調べようとする。

・酸性とアルカリ性の強弱と，
pH の関係について説明でき，
身近な食品や製品の pH を指摘
できる。



指導計画・評価の具体例１　化学変化とイオン 6

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

８

3　酸とアルカリを混ぜ合わせたときの変化
・「課題」酸の水溶液にアルカリの水溶液を混ぜ合

わせると，水溶液の性質やはたらきがどのように
変化するか話し合い，発表する。

・「基礎操作」こまごめピペットの使い方について
の説明を聞く。

【実験 6】酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせたと
きの変化

・実験 6 を行い，BTB 溶液の色が緑色になったと
きの水溶液を蒸発させ，残ったものを調べる。

・結果を発表し，たがいの性質を打ち消し合う反応
が起こることについてまとめる。

50〜51

・酸とアルカリの水溶液を混ぜ合
わせると，どのような変化が起
こるか，進んで調べようとする。

・酸とアルカリを混ぜ合わせる
と，たがいの性質を打ち消し合
う中和の反応が起こることを指
摘できる。

・こまごめピペットを正しく使っ
て少しずつ塩酸を加え，水酸化
ナトリウム水溶液を中和するこ
とができる。

９

・前時の結果から，水素イオンと水酸化物イオンは
どうなったか考え，中和についての説明を聞く。

・「モデルを使って考えよう」塩酸に水酸化ナトリ
ウム水溶液を加えていくときのようすをイオンの
モデルで表すとどうなるか考え，発表する。

・中和と中性についての説明を聞く。

52〜53

・酸とアルカリの水溶液を混ぜる
と，水素イオンと水酸化物イオ
ンが結びつき，水ができること
を指摘できる。

・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液
の中和をイオンのモデルを使っ
て説明できる。

・中和と中性のちがいについて説
明できる。

10

・うすい硝酸とうすい水酸化カリウム水溶液，うす
い硫酸とうすい水酸化バリウム水溶液を混ぜ合わ
せたときのようすを観察する。

・水にとける塩ととけない塩ができることについて
説明を聞く。

・「科学で GO !」中和反応を利用した水質改良や環
境保全などについて学ぶ。

・「学びを活かして考えよう」消石灰による酸性の
土壌の中和について考える。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

54〜57
・日常生活や社会生活と中和との

関連に興味をもち，環境保全の
視点から身のまわりの水溶液や
物質を考えようとする。

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組み，発表して
いる。

・水にとけない塩があることにつ
いて例をあげて説明できる。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。

学習内容の整理／確かめと応用 1 時間

どこでも科学／科学で GO ! ／自由研究／発展／予備 （1）時間

時間数 26（27）時間


