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１．単元名 電気のはたらき

２．目標

（１）電流のはたらきに興味を持ち，乾電池や光電池で動くおもちゃを進んでつくろうとする。

【自然事象への関心・意欲・態度】

（２）乾電池のつなぎ方や数を変えてモーターの回り方や豆電球の明るさを調べ，電流の向きや強さ

の変化と，電気のはたらきの変化を関係づけてとらえることができる。【科学的な思考・表現】

（３）「乾電池のつなぎ方や数」「光電池への光の強さ」による電流の大きさや向きについて，モー

ターや豆電球，検流計を使って回路を作って調べ，結果をまとめることができる。

【観察・実験の技能】

（４）乾電池のつなぎ方や数で電流の大きさや向きを変え，それによりモーターの回る向きや速さを

変えたり，豆電球の明るさを変えることができることを理解している。また，光電池は光が当

たると電気を起こし，その当て方によって電流の強さやはたらきが変わることを理解している。

【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

電気に関しては，3 年生～ 6 年生まで，毎学年，学習することになっている。このことは，
「電気」に関わる内容が，それだけ生活に密着した，大切な概念であると同時に，応用範囲の

広いことだということであろう。

3 年生では，乾電池と豆電球で回路を作って豆電球をともしたり，回路の間に〈もの〉を入
れて「電気を通すものと通さないもの」を見分け，〈金属〉という概念を導入した。

それを受け，本単元では，乾電池のつなぎ方や数を変えたり光電池に当てる光の強さを変え

たりして，回路に流れる電流の向きや強さが変わるとモーターの回り方や豆電球の明るさが変

わるという見方や考え方ができるようになることをねらいとしている。そのとき，簡易検流計

などを用いて電流の向きや強さを〈半数量化・半数値化〉することで，これまでの〈定性的な

ものの見方だけ〉の世界から〈定量的なものの見方もある世界〉へと橋渡しする単元でもある。

（２）児童観

この 4 月から理科を担当することになった 18 名のクラスである。理科を楽しみにしている
子が多く，前単元についての 5段階評価は，「大変楽しかった… 11人」「楽しかった… 7人」（評
価 3，2，1なし）であった。討論好きな子が多いが，まだ，友だちの意見とかみ合うように述
べることができているとは言えない。今後，少しずつ，お互いの考え方を絡み合わせることが

できるようになるのではないかと思う。「今度の授業はなんだろう」という，理科への前向き

な好奇心を失わせないように指導していきたい。

子どもたちは，すでに，前学年で学んでいるとはいえ，〈回路〉や〈金属〉という概念がし

っかりできているとは思えない。しかも，本単元では，一人一人が自分で回路を組んで車を走

らせたり豆電球を光らせたりすることが多くなるので，個人差が現れると予想される。そこで，

グループやペアで教え合って回路を組むことで，抵抗感をなくしていきたい。

（３）指導観

「乾電池や光電池をつかって車やおもちゃをつくる」という本単元の学習内容は，この頃の

児童にとって大変興味のあることである。それだけに教師が計画的に授業の舵取りをしないと

「電池をつなげて遊んだだけの活動」になる恐れがある。〈子どもによる自由な活動の時間〉

と〈教師主導の説明の時間〉をしっかり区別することで，電池のつなぎ方や光の強さによる電



流の強さや向きの変化についての学習内容を定着させていきたい。

そこで，単に乾電池やモーターを使って試行錯誤させるのではなく，自分の予想を確かめる

ために回路を組み，結果を記録しながら児童実験をさせるようにしたい。また，毎時間の授業

後には，授業を通して「わかったこと」「感想」などを自分なりの言葉でまとめる活動を通し

て，新しく発見したことや得た知識を確認しながら単元の学習を進めていきたい。

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，ペアで協力して，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。

なお，理科の実験は，グループ実験になることが多いが，本単元は，個人で回路を組むこと

が多くなるので，「できている子からアドバイスをもらう」ということを促していきたい。

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 電気のはた 身のまわりで電気を利用したものに 乾電池でモーターを回したときのよう

一 らきでモー ついて話し合う。 すに興味をもち，進んでモーターの回

ターを回そ プロペラを付けたモーターを回し， る向きと電流の向きについて考えよう

う。 電流についてまとめる。 としている。

【関心・意欲・態度】（行動観察）

２ 回路に簡易検流計をつないで，電流 検流計を正しく操作し，乾電池の向き

の向きとモーターの回る向きを調べ を変えると回路を流れる電流の向きが

る。（実験①) 変わることを調べている。

【技能】（行動観察）

３ 乾電池の向きと，電流の向き・モー 乾電池の向きを変えると，電流の向き

ターの回る向きとの関係についてま が変わり，その結果，モーターの回る

とめる。 向きが変わることを理解している。

【知識・理解】（ノート）

１ 自動車を速 乾電池とモーターで走る自動車をつ 自動車をもっと速く走らせるためには

二 く走らせる くって，走らせる。 どうすればよいかに興味をもち，進ん

にはどうす で考えようとしている。

ればよいか。 【関心・意欲・態度】（行動観察）

２ 乾電池 2個のつなぎ方を考えて，自 ２個の乾電池を，直列や並列でつなぎ，

動車がはやく走るつなぎ方を調べ 自動車を走らせ，そのつなぎ方と自動

る。（実験②) 車の走る速さを記録している。

【技能】（行動観察，ワークシート）

３ 「直列つなぎ」と「並列つなぎ」と 乾電池が１個のときと２個直列・並列

いう言葉を使って，実験②の結果を につないだときの電気のはたらきを，

発表する。 電流の強さと関係づけて考え，表現し

ている。【思考・表現】（発表，ノート）

４ 乾電池の数やつなぎ方を変えて，電 乾電池の数やつなぎ方を変えたときの

本 流のはたらきを調べる。（実験③) 電流の強さを，検流計などを使って調

時 べ，記録している。【技能】(行動観察）

５ 乾電池の数やつなぎ方と電流のはた 乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆

らきについてまとめる。 電球の明るさやモーターの回り方が変

わることを理解している。

【知識・理解】（ノート，プリント）



１ 光電池には 光電池に光を当てて，光電池のはた 日光の当て方を変えて，光電池のはた

三 どんなはた らきを調べる。（実験④) らきを調べ，結果を記録している。

らきがある 【技能】（行動観察）

２ か。 光電池のはたらきについてまとめ 光電池のはたらきの大きさの変化を，

る。 光電池に当たる光の強さと関係づけて

考え，自分の考えを表現している。

【思考・表現】（発表，ノート）

３ 光電池を使ったおもちゃをつくる。 光電池の特性を考えながら，光電池を

利用したおもちゃなどを，意欲的につ

くろうとしている。

【関心・意欲・態度】（行動観察）

４ 電気のはたらきについて学習したこ 光電池に光を当てると，電気が起きる

とをまとめる。 ことを理解している。

【知識・理解】（発表，プリント）

５．本時の学習活動（第二次の第４時）

（１）学習のねらい

・乾電池の数やつなぎ方を変えたときの電流の強さを，検流計などを使って調べ，記録すること

ができる。

（２）本時の評価規準

・乾電池の数やつなぎ方を変えたときの電流の強さを，検流計などを使って調べ，記録している。

【技能】（行動観察）

（３）準備

・豆電球，ソケット，単三乾電池２個（新品のもの），電池ボックス２個，スイッチ，簡易検流計

（以上，ペア），検流計の使い方の図・豆電球の明るさの表し方の図（TV で），補助用回路プリ
ント

（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．前時の確認をする ・直列つなぎと並列つなぎを掲示模

8 ・車を速く走らせるには，乾電池を直列つなぎに 型で作らせて，つなぎ方を復習す

つ すればよかったな。 る。

か ・同じ 2個でも，並列ではだめだった。
む

２．課題をつかむ

かん電池の数やつなぎ方を変えると，電気のは

たらきは，どのように変わるのだろうか？

○電気のはたらきの大きさは，何によって変わる

のだろう。

・電池の数 ・電流の強さ

・電気のいきおい

３．実験をする

考 30
え 電池１この時とくらべて，直列つなぎと並列つ

る なぎの＜豆電球の明るさ＞や＜電流の強さ＞は

どうなるだろう。



考えを持たせるための手立て

・車を走らせた時のことを，思い

出させる。

・予想が立たない子は，「なぜ，

迷っているのか」を書いてもよ

いことにする。

・予想を立てた子から，理由をノ

ートに書かせる。

○予想を立てる（理由を書く）

○理由を発表する 考えを深めるための手立て

・モーターが速くまわったので，直列つなぎの方 ・予想分布を確かめ，人数の少な

が，電流も強い。 い方から発表させる。

・電池を２つ使っているのは同じだから，電流の ・友だちの意見を聞いて，考えた

実 強さも同じ。 ことをノートに書く時間をと

験 ・２つの電池から出てきた電流が合体するから， る。 伝え合いの場

す 並列つなぎの方がより大きい。

る ○予想変更する ・簡易検流計のつなぎ方，設定の仕

○実験をする 方を確認する。

・電池 1個の場合 ・並列の回路作りは難しいので，ペ

・電池 2個直列の場合 アでじっくり取り組ませる。

・電池 2個並列の場合 ◇乾電池の数やつなぎ方を変えたと

きの電流の強さを，検流計などを

使って調べ，記録している。

○結果をまとめる 【技能】（行動観察）

電池 1 豆電球の明るさ 強さ２ ◆簡易検流計の使い方を確認させる

電２直 は，絵で書き入 強さ３ とともに，検流計や豆電球を置く

電２並 れる 強さ２ 位置を示した「回路プリント」を

渡す。

・実験時間が足りない場合は，以下

の「わかったこと」以降を，次時

にまわす。

４．わかったことを書く

ま 5 ○今日の実験でわかったことをノートに書いて， ・同じところ，ちがうところをペア

と 友だちと読み比べましょう。 の一人に発表してもらう。

め

る 2 ５．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。

６．まとめる（次時で） ・次時では，並列回路の分かれる前

次 と分かれたあとの電流の強さを測

時 かん電池を直列につなぐと，回路を流れる電 る実験を取り入れてみる。

流は強くなり，電気のはたらきは大きくなる。

かん電池を並列につないでも，電流の強さや

電気のはたらきは，かん電池１このときとほと

んど変わらない。



（５）板書計画

6/30
課題 かん電池の数やつなぎ方を変えると，

電気のはたらきは，どのように変わるのだろうか？

問題 電池１この時とくらべて，

直列つなぎと並列つなぎの

＜豆電球の明るさ＞や＜電流の強さ＞はどうなるだろう。

予想 電池 1このときとくらべて，

直列つなぎ 並列つなぎ

・強くなる（明るくなる） ・強くなる
・あまり変わらない ・あまり変わらない

・弱くなる（暗くなる） ・弱くなる

理由

結果

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

乾電池 1こ

２こ直列

２こ並列

《わかったこと》

・直列つなぎの方が，電流の強さが大きかった。

・電池 1個と 2個を並列つなぎにしたときでは，同じくらいの電流だった。

大型テレビ画面で（「問題」提示時より，常時）


