
第 6学年 理科学習指導案
指導者 尾形正宏

１．単元名 水よう液の性質とはたらき

２．目標

（１）水溶液の性質による現象を意欲的に追求し，見いだしたきまりを生活にあてはめてみようとし

ている。 【自然事象への関心・意欲・態度】

（２）水溶液の性質による現象についての変化とその要因との関係に問題を見いだし，推論しながら

追究し，要因や規則性について考察し表現して，問題を解決している。 【科学的な思考･表現】

（３）水溶液の性質による現象についての問題解決に適した方法を工夫し，観察，実験を行い，その

過程や結果を的確に記録している。 【観察・実験の技能】

（４）水溶液の性質による現象について，水溶液の性質や規則を理解している。

【自然事象についての知識・理解】

３．指導にあたって

（１）教材観

本単元は，「ある物質が水に溶けた状態＝水溶液」を取り上げ，その性質とはたらきについ

て，いくつかの実験（金属との反応，リトマス紙など）を通して，分類的に学ぼうとするもの

である。しかし，児童にとっては，水溶液を「酸性」「中性」「アルカリ性」と分ける必然性

が感じられず，ただ，単に＜水溶液の仲間分けごっこ＞として捉えられかねない可能性もある。

児童は，5年生の「もののとけかた」の学習で，固体が水に溶けると水全体に広がることや，
水に溶けた固体は，蒸発させたり冷やしたりすることによって再び取り出せることなどを学習

してきている。本単元において，これまでの学習で得た知識や技能を活用する機会を設けるこ

とにより，自分なりの予想をもち，主体的に学習を進めることができると考える。

そこで，まず，水溶液ありきではなく，「水溶液をつくる」ところからはじめることが大切

である。それにより＜酸の性質は，水に溶けて水溶液になったときにはたらくこと＞が理解で

きるであろう。そのご，固体・液体・気体と，酸水溶液に溶けている物質が違っても，酸の性

質やはたらきが一般化できることを捉えさせる。なお，アルカリ性については，「酸のはたら

きを打ち消すもの」として導入することで，「中和」の意味も感じ取らせる（詳しくは中学校

で学ぶことになる）。

本単元は，児童にとって，初めての本格的な化学変化を学ぶ単元でもある。危険な薬品やさ

まざまな実験器具が登場することにもなるが，安全に配慮しながら，一つ一つの器具の扱い方

や廃液の処理についても学習させていきたい。

また，身近な物質を取り上げることで，日常生活で見てきた水溶液を見直すことができる単

元でもある。

（２）児童観

本学級の子どもたちは，理科を楽しみにしてくれている子が多い。これまでも，「課題（問

題）」「予想」「理由」「実験方法」「結果」「考察」という流れを大切にし，書く活動・話し合

う活動を取り入れながら学習を進めてきた。その中で，予想は全員立てることができたが，場

合によっては理由がかけない子もいた。討論に積極的に参加する子は，ある程度決まっている。

しかし，積極的に発言しない児童でも，授業後のノートやプリントを見ると，ちゃんと友だち

の意見に反応していることがわかる。

どの児童も，グループで協力して実験や観察を進めることができる。本単元では，多数の児

童実験があるが，係を分担して，楽しく学習させていきたい。

指導上の迷いとして，ノート指導と討論指導の両立がある。「予想と理由」「友だちの意見

を聞いて」「実験結果」「考察（感想）」「まとめ」などの段階で書いていると，討論や実験の



時間が十分取れなくなる。ノートに書く時間には個人差があり，ケース・バイ・ケースで授業

を進めているのが現状である。

（３）指導観

子どもたちの日常生活には，すでにさまざまな水溶液が存在している。たとえば、お茶やジ

ュース、調味料など様々な水溶液が身の回りにある。また…児童が十分判断しているとはいえ

ないものの…果汁も水溶液の一つである。

そこで、導入として，果物やジュースに入っているクエン酸や酒石酸を取り上げることにし

た。どの児童も，食品には「酸っぱい味のものがある」という感覚を共通認識として持ってお

り，授業の出発点としてこれらの酸を取り上げることは，興味を引くだろう。また，これらの

物質は粒状のものとして手に入れやすく，家庭によっては台所にあるだろう。そして，粒状の

ものを水に溶かす実験からはじまるので，5 年生の「もののとけ方」からの学習につながりや
すい。

さらに，単元全体を通して，このような身近な素材を授業の中に多く取り入れることで，子

どもたちにとって実験室で起きた奇妙な化学変化というものを，もう一度自分の生活にもどし

て考えるきっかけとしていきたい。それが，実感を伴った，有用性のある理科学習に繋がって

いくと思う。

1 時間 1 時間の授業では，実験結果などを考察する中で，まずは，自分なりのまとめをさせ
ていきたい。

（４）本校の研究と関連して

本校の研究テーマ「確かな学力をつけるための授業づくりをめざして～伝え合うことを通し

て～」と関連して，次の 3点に重きを置きたい。
①予想→理由（討論）の段階では，自分の予想と友だちの予想を比べて，再考する。

②児童実験の段階では，グループで協力して，実験を行う。

③まとめの段階では，グループ内で「自分で考えたまとめ」を出し合い，クラスに発表する。

４．指導と評価の計画（総時数 12時間）
次 配時 小単元名 主な学習活動 評価規準【評価観点】

１ 酸の水溶液 身のまわりにある酸として「クエン クエン酸を溶かした水溶液が炭酸カル

一 を調べよう。酸」を取り上げ，溶かしたり，なめ シウムをとかすことなどに興味をもち，

たりして，その性質を調べる。 進んで調べようとしている。

【関心・意欲・態度】

２ 酒石酸について，前時と同様の実験 酒石酸をとかした水溶液がどのような

を行い，「酸性の水溶液」の性質や はたらきをするのかをリトマス紙など

はたらきについてまとめる。 を使って調べている。 【技能】

３ 酢酸について，クエン酸や酒石酸と 酢酸や酢酸水溶液のはたらきを，炭酸

本 同じ性質があるかどうかを，実験方 カルシウムやリトマス紙などを使って

時 法を考えて調べ，酸の性質について 調べ，記録している。 【技能】

まとめる。

４ 塩酸や炭酸水について，今までの水 酸性の水溶液には，固体，液体，気体

溶液と同じ実験をし，気体がとけて が溶けているものがあることを捉え，

いる場合について，まとめる。 説明している。 【思考・表現】

１ 金属に水溶 塩酸には，金属を変化させるはたら 金属に水溶液を注ぐと変化するかどう

液を注ぐと きがあるかどうかを調べる。 かに興味をもち，進んで調べようとし

二 どうなるか ・鉄，アルミニウム，マグネシウム，ている。 【関心・意欲・態度】

調べよう。 銅，亜鉛など。

２ 塩酸に鉄がとけた液を蒸発させて， 水溶液や加熱器具を安全に注意しなが

溶けているものを取り出す。 ら操作して，水溶液にとけた物をとり



とけていたものが鉄かどうかを，実 出し，その性質を調べ，結果を記録し

験方法を考えて，調べ，記録する。 ている。 【技能】

３ 塩酸にアルミニウムがとけた液を蒸 金属がとけた液を蒸発させて出てきた

発させて，溶けているものを取り出 ものが水にとけることから，金属は水

し，前時と同様な実験をする。 溶液によって別のものに変化したと考

え，表現している。 【思考・表現】

１ 酸とアルカ 塩酸に金属を入れたときに発生する 酸性の水溶液のはたらきを打ち消すは

三 リの水溶液 気体について調べる。 たらきがあるものをアルカリ性と呼ん

について， 水酸化ナトリウム水溶液を塩酸に加 でいることを理解している。

調べる。 えていき，反応が弱くなることを確 【知識・理解】

認し，アルカリ性を教える。

２ これまでに習ってきた水溶液や身の リトマス紙を正しく扱って，水溶液を

まわりの液体について，リトマス紙 調べ，色の変化のようすを整理して，

を使って，酸性・中性・アルカリ性 記録している。 【技能】

に分類する。

３ 何種類かの水溶液について，実験方 これまで学んできた実験方法を使い，

法を考え，結果を記録し，水溶液の 未知の水溶液を特定するために，進ん

名前を特定する。 で調べ，結果から分かることを表現し

ている。 【思考・表現】

４ 教科書「理科のひろば」を読み，酸 水溶液の性質を適用し，身の回りの現

性雨について知る。 象を見直そうとしている。

雨水や酸性雨について調べる実験を 【関心・意欲・態度】

する。

５ 水溶液の性質とはたらきについて， 水溶液の性質やはたらきの規則を理解

学習したことをまとめる。 している。 【知識・理解】

５．本時の学習活動（第一次の第３時）

（１）学習のねらい

・酢酸や酢酸水溶液のはたらきを，炭酸カルシウムやリトマス紙などを使って調べ，記録するこ

とができる。

（２）本時の評価規準

・酢酸や酢酸水溶液のはたらきを，炭酸カルシウムやリトマス紙などを使って調べ，記録してい

る。 【技能】（行動観察，ノート）

（３）準備

・保護めがね【児童数】，試験管（酢酸入），ビーカー小，ガラス棒，ピンセット，ピペット，薬

さじ，炭酸カルシウム，マグネシウム，青色リトマス紙，白い紙【班の数+１】，酢酸（液体，
固体），食酢，試験管（食酢入），クエン酸，酒石酸，廃液用ビン【教師用】

（４）展開

段階 時間 学習活動・児童の意識の流れ ・指導上の留意点 ◇評価 ◆支援

１．前時までの確認をする ・クエン酸と酒石酸の粉を見せる。

8 ・クエン酸と酒石酸を扱った。 ・「酸のはたらき」をふり返らせる。

つ ・水に溶かすと，酸性になった。

か ・酸の性質は，酸っぱい，炭酸カルシウムやマグ ・これらは，固体を水に溶かして実

む ネシウムをとかす，青色リトマス紙を赤変する。 験したことを確認する。

２．課題をつかむ

・食酢を見せて，においを嗅がせる。



・食酢にも，酸の性質があるか，調べる。 ・教師実験して確認する。

・「酢酸」を見せる。 ・食酢は，酢酸などが水に溶けたも

・「液体」という意味を確認する。 のであることを伝える。

・酢酸は「液体」であることを確認

するが，水との違いが分からない

酢酸だけにすると，酸のはたらきはどのように 子もいるだろう。

変わるのだろうか。 ・冷蔵庫に入れた水と酢酸も用意し

ておく。

○「予想とわけ」をノートに書く。 ・予想が集中するかも知れない。

10 ○理由を発表する。 ・予想が集中した場合は，自信度を

見 聞き，揺さぶりをかけておく。

と ○「友だちの意見を聞いて」を書く。

お ・予想変更があれば取り上げる。 考えを持たせるための手立て

す ・これまでの実験結果から考えら

れることは何だろう。

○実験方法を確認する ・「迷っている」も許可し，友だ

・炭酸カルシウムを入れる。 ちの意見を聞いてから，意見を

・マグネシウムを入れる。 決めさせる。

・青色リトマス紙を使う。

３．実験をする

確 15 ○グループで実験する。 ・保護めがねを着用する。

か ・炭酸カルシウムを入れて反応を見る。 ・酢酸入の試験管を 3本配付。
め ・マグネシウムを入れて反応を見る

る ・リトマス紙で反応を見る ・酢酸や酢酸水溶液のはたらきを，

炭酸カルシウムやリトマス紙など

○実験結果を書く を使って調べ，記録している【技

・酢酸に炭酸カルシウムやマグネシウムを入れて 能】（行動観察）

も変化しない。

・青色リトマス紙が，しばらくすると赤変した。 ◆実験のやり方や注意事項，結果の

まとめ方をテレビ画面に映し出し

・酢酸に水を加えて水溶液にする ておく。

「あ～，とけた！」

４．まとめる

・なぜ，酢酸だけだとダメなのだろ

ま 10 酢酸だけにすると，酸のはたらきをしない。 う？という疑問を大切にする。

と

め

考えを深めるための手立て

５．これまでの実験から，水溶液と酸のはたらき ・これまでの実験結果から，何が

についてわかったことをグループでまとめる 分かったのかを，グループで考

えさせる。

酸は，水溶液になってはじめてはたらく。 伝え合いの場

2 ６．後かたづけをする ・後かたづけも，授業の時間内に終

えるように指導する。



（５）板書計画

12/1 水溶液の性質とはたらき 水に溶かす

課題 酢酸だけにすると酸のはたらきは，どのように変わ クエン酸 → クエン酸水溶液

るのだろうか。 酒石酸 → 酒石酸水溶液

予想 酢酸だけにすると 酸のはたらきは 酸のはたらき

大きくなる 13 ・炭酸カルシウムをとかす

変わらない 2 ・マグネシウムをとかす

小さくなる 0 ・青リトマス紙→赤

・酸っぱい味がする

実験 酢酸水溶液

方法 結果 水を加え水溶液にすると

・炭酸カルシウムを入れる 変化しない あわを出してとける 酸は水溶液になって

・マグネシウムを入れる 変化しない あわを出してとける はじめてはたらく

・リトマス紙につけてみる 最初，変化しない→だんだん赤色に

まとめ 酢酸だけにすると，酸のはたらきをしない

は次時にまわすかも

大型テレビ画面で（実験の諸注意，後かたづけについて）

≪実験について≫

①机の上には何も置かない。

②イスを机の下に入れて，立って実験する。

③保護メガネをかける(実験中）。

④ガラス棒は一回ごとに洗う。

⑤リトマス試験紙は，ピンセットで扱う。

≪あとかたづけについて≫

①廃液は，指定の場所へ（保護めがね着用のこと）。

②試験管，ガラス棒などは，しっかり洗い，水切りカゴ

へ。特に試験管は，ゲジゲジで洗う。

③リトマス紙は，教卓の上に持ってくる。

④机の上を台ふきでふく。


