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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像により本時のめあてをつかむ。 

(1) 火山の資料映像を見る。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

 

 

 

・火山のライブ映像 

・噴火の動画 

さぐる 

２ 火山噴出物を観察し、火山活動はどういうものかを

さぐる。 

(1) 火山噴出物を観察し、その特徴を記入する。 

(2) 火山噴出物の特徴から、火山活動との関係を考えプ

リントにまとめる。 

 

３ 火山噴出物の特徴を出し合い、火山活動（火山の噴

火）との関係について班で話し合う。 

(1) 出し合った考えを整理し、火山活動の仕組みについ

て話し合う。 

(2) 演示実験を見て、考えを交流する。 

 

 

 

 

・炭酸飲料の吹き出す様子 

 

 

 

 

・学習プリントの図を表示 

まとめる ４ 本時の学習をまとめる。 
○噴火映像を電子黒板で見せ、噴火

の違いに気づかせる。 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 火山噴出物の観察を通して、火山の特徴をつかむ。 

(1)火山噴出物から火山活動について考える。【本時】 

(2)マグマの性質と火山や火山活動の特徴が違うこと

を考える。 

さぐる 

【１時間】 

２. 火山灰の観察を通して、鉱物の色や性質をさぐる。 

(1)火山灰や軽石に含まれる鉱物を観察する。 

まとめる 

【３時間】 

３. 火成岩の観察を通して、火成岩のでき方とつくり

の関係をまとめる。 

(1)火山岩と深成岩のつくりの違いを調べる。 

(2)火山岩と深成岩のできる場所とでき方の違いを考

える。 

(3)火成岩の色と含まれる鉱物の関係を考える。 

第 7学年（中 1） 理科 

単元名：大地の変化 
 

観察・実験の結果から 
自分の考えを説明しよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 火山噴火に興味をもち、大地の

変動や災害と関係づけて考え

ようとすることができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 火山に関する事物・現象の観

察・実験から、成因を推論でき、

大地の変化に気づくことがで

きる。   （思考・判断・表現） 

○ 火山に関する観察・実験の基本

を習得し、その結果を的確に表

現できる。           （技能） 

○ 火山に関する事物・現象、火成

岩の特徴や成因を説明できる。    

（知識・理解） 

 

・火山活動の仕組みを考える活動に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・火山噴出物を観察し、その特徴から火山活動との関連を記述することができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い資料映像

を提示する。 
① 
A1 

実物投影機・電子黒板で

演示実験を提示する。 

実物投影機と電子黒板を

使い、生徒に説明させる。 

② 
A1 

③ 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 火山の映像を見せ

る。 A1 

◇ 電子黒板、ネット上コンテンツ 
御嶽山や桜島の噴火映像や現在のライブ

カメラの映像を見せた。 

生徒は、記憶に新しい噴火や身近な火山

の迫力ある映像、現在の様子を熱心に観て

いた。また、教師の発問に積極的に答える

様子から、興味・関心を高めるだけでなく、

噴火についての疑問を引き出すためにも効

果的だった。 

 ② 演示実験を見せ

る。 A1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

教卓で行っているペットボトルの炭酸飲

料が吹き出す様子を電子黒板で拡大して見

せた。 

生徒は、炭酸の吹き出す様子を興味深く

見ていた。大きな映像で見ることができた

ので、細かい変化に気づく生徒も多かった。

また、変化が一瞬で分かりにくい実験だっ

たが、事前に撮った映像を再生・停止を繰

り返しながら見せることで、生徒は変化を

しっかりつかむことができていた。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班で話し合った結果を実物投影機で電子

黒板に映して説明させた。 

生徒は、電子黒板に気泡が膨らむようす

を書き込みながらわかりやすく説明した。

また、発表を聞く生徒も電子黒板に注目し、

しっかりと聞いていた。噴火の仕組みにつ

いて各自が考えたことを発表し合う中で、

火山活動について理解を深めることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

○ 最新の映像やライブ映像を見せることで興味を高めることができた。 
○ 生徒自身が電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、自分の考えと比べることがで

きたので生徒の科学的思考力が高まった。 
● 炭酸の吹き出しが瞬時なので、ハイスピード・カメラで撮影できるとよかった。 

授業を振り返って 

 

演示実験の細かな変化を観察している生徒 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 

火山のライブ映像を熱心に観る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前時までの学習を振り返る。 

2 本時の学習課題を知り、見通しをもとにめあてを立

てる。 

(1) 学習問題を知り、見通しをもつ。 

(2) 見通しをもとに本時のめあてを立てる。 

 

 

 

・各植物の種類分けとその特徴 

 

さぐる 

3 学習問題に取り組む。 

(1) 植物の種類分けの特徴を確認する。 

(2) 植物の分類の仕方を考える。 

 

(3) 全体で発表を行う。 

 

 
 

まとめる 

4 本時の学習のまとめをする。 

(1) まとめを行う。 

(2) 次時の学習について知る。 

 

 

単元計画（全 23 時間） 

つかむ 

【4 時間】 

１. 植物の観察や顕微鏡を使った観察を通して、植物の生活

の様子をつかむ。 

(1)身の回りの植物を観察し、植物の生活を考える。 

(2)顕微鏡を使った微生物の観察を行い、生き物の生活を考える。 

さぐる 

【15 時間】 

２. 植物の種類について理解し、植物の生活の仕方をさぐ

る。 

(1)花のつくりを学習し、花のはたらきを考える。 

(2)光合成について学習し、植物の生活について考える。 

(3)葉のつくりや蒸散について学習し、葉のはたらきを考える。 

(4)茎、根のつくりを学習し、維管束の役割について知る。 

(5)呼吸について学習し、植物中の気体等の出入りを考える。 

まとめる 

【4 時間】 

３. 植物の種類分けの特徴をつかみ、植物の分類についてま

とめる。 

(1)各種類の植物の特徴をつかみ、さらなる種類分けを考える。 

(2)種子を作らない植物を学習し、特徴について考える。 

(3)植物の種類分けの特徴をつかみ、植物を分類する。【本時】 

第 7学年（中１） 理科 

単元名：植物の生活と種類 
 

植物を分類する 
方法を考えよう 

○ 理解を深める映像提示  ○ 考えを引きだすタブレット PC の活用 単元の目標 

○ 植物の生活に関心を持ち、積極

的に実験・観察等を行う。 

      （関心・意欲・態度） 

○ 目的を持って実験・観察に取り

組み、予想・結果をもとに目的

に沿った考察を行うことができ

る。  

      （思考・判断・表現） 

○ 顕微鏡などの実験器具を正しく

扱い、実験・観察を素早く行う。 

（技能） 

○ 植物の種類や名称などを理解

し、植物の生活についての知識

を身に付ける。 （知識・理解） 

・植物の分類を学習した内容をまとめ、どのように分類できるかを考えることができる。 

（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、実物の

写真を提示する。 
① 
A1 

タブレット PC を使い、植

物の分類の方法を考える。 
② 
C2 

生徒の意見を、電子黒板

を使い全体で発表する。 
③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 

 

 

  

① 実物の写真を見

る。 A1 

◇ 電子黒板 
電子黒板で、写真を見ながら分類の復習

を行った。その際、各種類の特徴を押さえ

ながら、分類の基礎知識を表にしてまとめ

させた。 

生徒は、熱心に電子黒板に目を向け、教

師の質問に的確に答えており、しっかりと

復習することができていた。 

 ② 植物の分類の仕方

を考える。 C2 
◇ タブレット PC  

 今まで学習した植物の種類分けをもと

に、タブレット PC を使用して、植物とい

う大まかなくくりを、根拠を持って分類さ

せた。 

生徒たちは、分類方法の例をもとに、ど

の様に分類されるかを2人もしくは班員と

話しながら、ペン機能などを使って分類し

ていた。 

 ③ 自分の意見を全体

で発表する。 C1 
◇ タブレット PC、電子黒板 

班で話し合った内容を、協働ソフトを使

用して電子黒板に映し、生徒が前に出て自

分たちの考えを発表した。 

全体ですぐ共有できることで、生徒は他

の生徒の考えをすぐに、視覚的に知ること

ができ、植物の分類について、さらに考え

を深めることができていた。 

 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を使うことで、生徒の多様な考え方を引き出すことができた。ま

た、紙でなくタブレット PC を使うことで、考えを何度も練り直したり、素早く

分類したりすることができた。 

○ 普段考えることに対して困難な生徒でも、積極的に考えようとしていた。 

○ タブレット PC の準備（立ち上げや、ソフトウェアへのログイン）を、生徒が行

うのではなく教員側が事前に行っておくことで、授業内での時間短縮などを図る

ことができた。 

● 分類をスムーズに行なえない生徒に対する支援的な手立てが必要だった。 

 

授業を振り返って 

 

電子黒板に映した写真で復習をする生徒 

植物の分類の仕方をタブレット PC 上で協力して考える生徒 

自分たちの考えを電子黒板に映して全体に発表する生徒 



- 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前時までの学習を振り返る。 

2 本時の学習問題を知り、見通しをもとにめあてを立

てる。 

(1) 学習問題を発見する。 

(2) 本時のめあてを確認する。 

 

 

○実物投影機を使って実験の様子を

電子黒板に映し、学習問題をつか

む。 

さぐる 

3 学習問題に取り組む。 

(1) 学習事項を確認する。 

(2) 実験方法の確認を行い、準備する。 

(3) 実験の予想を立てる。 

(4) 屈折の実験・撮影を行う。 

 

(5) 撮影した画像を処理し、考察する。 

 

 

(6) 全体に向けて発表を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習のまとめをする。 

(1) 本時のまとめを行う。 

(2) 次時の学習について知る。 

 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 光の直進性と反射性の実験を通して、光の直進・反射

の性質の規則性をつかむ。 

(1)光の直進性、反射性とその規則性を見出す。 

(2)鏡の見え方に関する実験を通して、光の反射と実生活

での利用の仕方を見出す。 

さぐる 

【2 時間】 

２. 境界面での光の動きを確かめる実験を通して、光の反

射・屈折の性質の規則性をさぐる。 

(1)光の境界面に入る光の進み方の規則性を見出す。 

                    【本時】 

(2)屈折の角度と反射の規則性についてさぐる。 

まとめる 

【2 時間】 

３. 凸レンズと光の見え方に関する実験を通して、光の屈

折の規則性についてまとめる。 

(1)凸レンズのつくる像についての実験を通して、凸レン

ズと像の作り方の関係を見出す。 

(2)凸レンズの作る像の規則性から、実生活での応用例を

考え、まとめる。 

第 7学年（中 1） 理科 

単元名：光の性質 
 

現象の結果から 
屈折の規則性を見出そう 

○ タブレット PC での撮影  ○ 電子黒板での映像提示 単元の目標 

○ 光の進み方や性質に興味・関心を

持ち、光の性質に関する実験を通

して、積極的に理解しようとして

いる。   （関心・意欲・態度） 

○ 光の性質に関わる事物・現象を実

験結果から考察することを通し

て、身近な現象を光の性質の規則

性に基づいた見方や考え方で表現

することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 光の性質を確かめる実験を通し

て、規則性を見出すことができる。     

（技能） 

○ 光に関する事物・現象についての

知識を身につけ、規則性や実生活

での利用について理解を深めるこ

とができる。   （知識・理解） 

 

・屈折実験の考察を通して、光の屈折の規則性を見出し、表現することができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレット PC を使い、

物体が浮かび上がって見

える様子を撮影する。 

① 
B1 

撮影した画像を、ソフト

ウェアを用いて処理し、

考察する。 

電子黒板に考察した内容

を映し、説明する。 

② 
C2 

③ 
C1 



- 35 - 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 実験の様子を撮影

する。 B1 

◇ タブレット PC 
水を入れた時に物体が浮かび上がって見

える様子をタブレット PC で撮影させた。 

生徒は、どのように撮影したら考察を行

えるかを考えながら実験できていた。また、

着眼点を提示した上で撮影を行わせたの

で、目線の先に物体があるのかないのか考

えながら撮影できていて、学習問題に対し

て考えさせる上でも効果的だった。 

 ② 撮影した画像を処

理し、考察する。 C2 
◇ タブレット PC 

撮影した画像を別のソフトウェアに取り

込ませ、線を引かせる等の処理を行わせて、

考察を行わせた。 

生徒は、線を引くなどの処理によって客

観的に見ることで、目線の先に物体がない

ことに気付くことができていた。また、境

界面で目に入る光が曲がること、その角度

が違うことを視覚的に見ることで、屈折の

規則性について考えることができていて、

非常に有効であった。 

 ③ 考察した内容を説

明する。 C1 
◇ タブレット PC、電子黒板 

タブレット PC 上で考察した内容を、協

働ソフトを使用して電子黒板に映し、説明

させた。 

生徒は、電子黒板に映した自分たちの考

えをもとに、わかりやすく説明できていた。

また、考察につまずいていた生徒も、他の

生徒の考察内容を聞くことで、光の屈折の

規則性について理解を深めることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC の撮影・処理の機能を使うことで、生徒の問題に対する興味を高めることができた。 
○ 自分たちが実験している様子を撮影し、客観的に見ることで、実感を持って考えさせることができ

た。 
● 物体から出る光の概念は生徒にとって非常に難しく、見る物体を光源にするなどの工夫が必要であ

った。 

授業を振り返って 

 

実験の様子を撮影する生徒 

撮影した画像を処理し、考察を行う生徒 

考察した内容を、全体に説明する生徒 
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タブレットを使い、元素

記号の確認を行う。 

 

① 
B3 

シミュレーションソフト

を活用し、様々な化学反

応式をつくる。 

 

② 
C2 

タブレットで作った化学

反応式を電子黒板で発表

する。 

③ 
C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 元素記号チェックドリルを行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・原子記号暗記度チェック 

さぐる 

２ 原子の性質と分子の構造の関係を知る。 

(1) 原子によって結合のし方が決まっていることを確

認する。 

(2) 原子の結合の仕方を理解し、分子の化学式を作り分

子構造の確認を行う。 

３ 様々な化学反応式を作る。 

(1) 化学反応式の作り方を確認する。 

(2) 分子モデルを使い、化学反応式を作り学習プリント

に記入する 

(3) 化学反応式を完成させ、学習プリントに記入する。 

(4) 化学反応式を作る練習問題を行う。 

 

・化学反応式モデル組み立て練習 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1)完成した化学反応式を発表する。 

 

 

・完成した化学反応式の説明 

単元計画（全１３時間） 

つかむ 

【６時間】 

１. 物質を分解する実験を行い化学変化がどういうも

のかをつかむ。 

(1)酸化銀は何から構成されているか考える。 

(2)炭酸水素ナトリウムは何から構成されているか考え

る。 

(3)水が水素と酸素からできていることを知る。 

さぐる 

【５時間】 

２. 化学変化と原子・分子の関係をさぐる。 

(1)原子の性質について知る。 

(2)分子は原子で構成され、物質の性質を示す最小の単

位であることを知る。 

まとめる 

【２時間】 

３. 化学反応式を化学式を使ってあらわす。 

(1)化学変化と状態変化の違いを考える。 

(2)化学反応式を作る。【本時】 

第８学年（中２） 理科 

単元名：化学変化と 

原子・分子 
 

化学反応式を作ろう 

○ 分子構造の理解  ○ タブレットＰＣで化学反応式を作成 単元の目標 

○ 化学式や化学反応式に興味を

持ち、式が示す意味を調べよう

とする。 

（関心・意欲・態度） 

○ 化学変化についてモデルを活

用し科学的に考察することが

できる。 （思考・判断・表現） 

○ 原子のモデルをもとに分子の

モデルを考え、化学反応式を作

ることができる。     （技能） 

○ 主な物質を化学式で表したり

例示して説明できる。化学反応

式が示す意味を具体的に説明

できる。       （知識・理解） 

 

・化学反応式を意欲的に作ることができる。(関心･意欲･態度) 

・原子のモデルを組み合わせて分子モデルを作り、化学反応式を正しく作ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 元素記号の確認を

行う。 B3 

◇ タブレット PC、シミュレーションソフト 
２～３人に１台タブレットを準備し、

協働ソフトを使ってソフトを配布した。

ここでは、元素記号確認のドリルソフト

を使った。 

覚えたりすることが苦手な生徒も積極

的に取り組んでいた。ゲーム感覚で問題

に取り組むことができていた。 

 ② モデルの化学反応

式をつくる。 C2 
◇ タブレット PC、シミュレーションソフト 

タブレットを活用し、モデルを使った

化学反応式を作った。その後、タブレッ

トで作ったモデルを元に、学習プリント

に化学式を使った化学反応式を作ること

ができた。 

自由に原子の数が変えられるので、分

子モデルを簡単に作ることができた。図

で数を確認しながら作ることができた。 

 ③ 化学反応式を発表

する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班でシミュレーションソフト活用し、

メタンの燃焼の化学変化をモデルで表現

し、作った化学反応式を話し合った。タ

ブレットで作ったモデルを電子黒板に写

して説明させた。 

生徒は電子黒板に映った他の班のモデ

ルと自分の班のモデルを見比べ、違いに

気づく生徒も見られた。タブレットで作

ったモデルをそのまま映すことができた

ので、上手に説明することができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 元素記号確認ドリルは、積極的に取り組む姿勢が見られ、意欲の高まりを感じることができた。 
○ タブレットを活用し化学反応式をモデルで作ることができたので、今までのようにモデルを色

画用紙などで作る手間が省け、準備が格段に容易になった。 
● 発表の時に説明を難しそうに行う生徒も見られた。 

授業を振り返って 

 

タブレットを使い元素記号の確認ドリルを行う様子 

分子の化学式を確認しながら化学反応式を作る様子 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 



- 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 電流と電圧について復習する。 

(2) 教師の発問から、電流と電圧の関係性について予

想をたてる。 

(3) 本時の学習内容を知り、めあてを確認する。 

  

さぐる 

２ 電熱線にかかる電圧を変え、電流の変化を調べる

実験の方法を確認し、実験を行う。 

(1) 実験で作成する回路を回路図で書き表す。 

(2) 回路を作成し、電熱線にかかる電圧を変えなが

ら、電流の値の変化を調べる。 

 

３ 実験結果から、電流と電圧の関係性を見出す。 

(1) 実験結果をタブレットPC上にある実験ノートに

入力する。 

(2) 表への入力によって得られたグラフから、実験で

わかったことを考察する。 

(3) 自分の考えを他者と共有することで深め、電流と

電圧の関係性を見出す。 

 

 

 

・実験方法を確認 

 

 

 

 

 

・完成させたグラフで電流と電圧

の関係性。 

 

 

 

まとめる 
４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 電流と電圧には比例の関係が成り立つ。 
 

単元計画（全１６時間） 

つかむ 

【７時間】 

 

１ 回路に流れる電流と電圧を測定する実験を行い、各点の

電流や電圧の規則性をつかむ。 

(1)身近な電化製品を例に、電流が流れる条件を知る。 

(2)直列回路や並列回路の各点で電流や電圧の大きさを測定

する。 

(3)測定結果から、その規則性を考える。 

さぐる 

【４時間】 

２ 電熱線にかかる電流と電圧を測定する実験を行い、電流

と電圧の関係性をさぐる。 

(1)電熱線にかかる電流と電圧の関係性を見出す。【本時】 

(2)２つの抵抗を直列や並列につないだときで合成抵抗の大

きさに違いがあることを見出す。 

まとめる 

【５時間】 

３ 電力について知り、電熱線の温度上昇の実験から、発熱

量と電力、時間の関係を整理する。 

(1)実験結果から、加熱時間・温度上昇・電力の関係を明らか

にする。 

(2)電気の利用と私たちの暮らしについて考える。 

第８学年（中２） 理科 

単元名：電流とその利用 
 

電流と電圧の 
関係性を見つけよう 

○ 関係性を見いだす実験ノートの活用 〇 生徒が電子黒板で発表 単元の目標 

○ 電流と電圧の関係について関心をも

ち、積極的にそれらの規則性を見出

そうとする。  （関心・意欲・態度） 

○ 実験結果のグラフから、電流と電圧

が比例するということを見出すこと

ができる。     （思考・判断・表現） 

○ 電熱線にかかる電流と電圧の関係を

調べる実験を行い、その結果から表

とグラフを作成できる。    （技能） 

○ 電流・電圧・抵抗の関係を理解し、

知識を身につけている。抵抗が電流

の流れにくさであることを理解する

ことができる。       （知識・理解） 

 

・電熱線にかかる電圧を変え電流の変化を調べる実験を意欲的に行うことができる。 

（関心・意欲・態度） 

・実験結果から電流と電圧の関係性を見いだすことができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

実験方法と実験で使用す

る回路図を提示する。 

① 
A1  

タブレットＰＣ上の実験

ノートに結果を入力し、グ

ラフを完成させる。 

② 
C2  

電子黒板を活用し、実験結

果をクラスで共有する。 

 

③ 
C1  
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 実験方法を視覚的

に確認させる。 A1  

◇ 電子黒板 
電子黒板を使い、実験方法と実験で使用

する回路図を確認させた。 

教師は、実験方法や実験で使用する回路

を生徒に視覚的に確認させることで、実験

方法や回路図の理解を促した。生徒は、集

中して教師の説明を聞いており、授業での

実験やタブレット PC への結果の入力をス

ムーズに行うことができた。その結果、実

験・結果の入力・考察と適切な時間配分で

授業を行うことができた。 

 ② 実験の結果をタブレ

ットＰＣに入力する。 C2 
◇ タブレット 

タブレットＰＣ上の実験ノートに実験結

果を入力した。 

タブレット PC 上の実験ノートの表は、

実験結果を入力することで表の色が変わる

よう工夫されており、タブレットＰＣの操

作に戸惑うことなく、結果の入力を行って

いた。結果の入力によって完成したタブレ

ットＰＣ上のグラフをもとに、電流と電圧

の関係性について班員と考察した。 

 ③ 電子黒板に写して

説明する。 C1 
◇ 電子黒板 

タブレットＰＣ上に完成させたグラフを

使い、電流と電圧の関係性について班で考

察した結果を電子黒板に映し生徒に発表さ

せた。 

生徒は、電子黒板のグラフを指しながら

電流と電圧の関係性を分かりやすく説明し

た。電流と電圧の関係性をタブレットＰＣ

上のグラフをもとに班で考察し、電子黒板

を使いクラス全体で意見を共有した。その

結果、電流と電圧の関係性は比例の関係で

あることを見出し、学習の理解を深めるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 実験方法や実験で使用する回路図を視覚的に確認させたことで、実験をスムーズに行うことが
できた。 

○ 電子黒板を使い、生徒の発表からクラス全体に意見を共有したことで、新たな知見を得た生徒
が多くみられ生徒の科学的な思考が深まった。 

● 学習場面の適正に応じて黒板と電子黒板の使い分けにめりはりをつけるとさらにとよかった。 

授業を振り返って 

 

教師による実験方法の説明を聞いている生徒 

実験結果をタブレットＰＣに入力している生徒 

電子黒板でグラフについて説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 二酸化炭素中でマグネシウムが酸化されている映

像を見て本時の学習方法を知り、めあてを確認す

る。 

 

 

 

・マグネシウムが二酸化炭素中で

燃焼されている映像 

さぐる 

２ 化学反応式を原子・分子モデルを用いて作る。 

(1) タブレット PC 上のシミュレーションソフトを用

いてマグネシウムの燃焼についての化学反応式を

作る。 

(2) 二酸化炭素中でマグネシウムを燃焼すると、白い物

質と黒い物質が生成されることを知る。 

(3) 白い物質と黒い物質の正体を、シミュレーションソ

フトで化学反応式を作りながら考える。 

３ マグネシウムの酸化と銅の酸化を比較する。 

(1) マグネシウムの酸化と銅の酸化を比較して、マグネ

シウムの酸化の方が速いことを知る。 

(2) マグネシウムの酸化の方が速いことから、マグネシ

ウムが酸素を引きつけやすいことに気づく。 

 

 

 

 

・マグネシウムの酸化と銅の酸化

の資料写真 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 検証結果を整理する。 

(2) 本時のまとめを書く。 

 

単元計画（全１４時間） 

つかむ 

【６時間】 

 

１. 物質を分解する実験を行い化学変化がどういうもの

かをつかむ。 

(1)酸化銀は何から構成されているか考える。 

(2)炭酸水素ナトリウムは何から構成されているか考え

る。 

(3)水が水素と酸素からできていることを知る。 

さぐる 

【５時間】 

２. 化学変化と原子・分子の関係をさぐる。 

(1)原子の性質について知る。 

(2)分子は原子で構成され、物質の性質を示す最小の単位

であることを知る。 

まとめる 

【３時間】 

３. 化学反応式を化学式を使ってあらわす。 

(1)化学変化と状態変化の違いを考える。 

(2)化学反応式を作る。 

(3)原子をもとに説明する。【本時】 

第８学年（中２） 理科 

単元名：化学変化と 

原子・分子 
 

原子をもとに説明しよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ タブレット PC での話し合い活動 単元の目標 

○ 化学変化に興味を持ち、その化
学変化がどのように起こって
いるかを調べようとする。 

（関心・意欲・態度） 
○ 原子分子モデルを活用し、化学

変化について科学的に考察す
ることができる。 

（思考・判断・表現） 
○ 原子分子モデルをもとに化学

反応式を作ることができる。 
（技能） 

○ 主な物質を化学式で表すこと
ができ、科学用語について説明
することができる。 

（知識・理解） 

 

・原子分子モデルを活用し、化学変化について科学的に考察することができる。（思考・判断・表現） 

・原子分子モデルをもとに化学反応式を作ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、資料映

像を見せて発問する。 

① 
A1 

電子黒板に資料写真を映

し、説明する。 

③ 
A1 

タブレット PC のシミュ
レーションソフトを活用
し、化学反応式をつくる。 

② 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料映像を見せ、

発問する。 A1 

◇ 電子黒板 
マグネシウムが二酸化炭素中でも燃焼

されることを映像で見せた。 

 生徒は、気体である酸素がなければ物

質は燃焼されないと考えていたため、マ

グネシウムが二酸化炭素中で燃焼される

様子を見て驚いていた。また、教師の発

問に積極的に答える様子から、興味・関

心を高めるだけでなく、疑問を引き出す

ためにも効果的だった。 

 ② 化学反応式を作

る。 C2 
◇ タブレットＰＣ 

タブレット PC のシミュレーションソ

フトを使い、原子分子モデルで化学反応

式を作らせた。 

生徒は、原子分子モデルで化学式や化

学反応式を的確に表していた。また、複

雑な操作もなく、プリント上で書いたり

消したりするよりも操作が簡単であっ

た。そのため、多くの時間を生徒の話し

合い活動に使うことができた。 

 ③ 資料写真を見せ、

説明する。 A1 
◇ 電子黒板 

 マグネシウムの燃焼と銅の燃焼を比較

して、マグネシウムの方が速く燃焼され

ることを説明した。 

 生徒は、マグネシウムの方が酸素を引

きつけやすいことを理解し、マグネシウ

ムが二酸化炭素中の酸素原子を使って燃

焼されることに気づいた。また、生徒は、

燃焼とは「気体の酸素がなければならな

い」ということではなく、「酸素原子と化

学反応する」ことだと理解することがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

○ 映像や写真を見せることで、生徒の興味を高めることができた。 
○ タブレット PC を使い生徒が効率的かつ自由に意見交流することで、新たな知見を得た生徒が多く

みられ生徒の科学的思考力が高まった。 
● タブレット PC を使って班で出した意見を電子黒板に映し、説明させるとよかった。 

授業を振り返って 

 

教師の発問に熱心に手を挙げている生徒 

話し合いながら化学反応式を作っている生徒 

教師の説明を聞いている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてを確認する 

(1) 前時までの学習内容の振り返り 

(2) 既習内容の確認とめあての確認 

 

さぐる 

２ タブレットＰＣを使い、天体の動きを再現すること

で天体がどのように動くか考える。 

(1) 北の空の星が北極星を中心に反時計回りに動いて

見える理由を学習プリントに記入 

(2) 教室内を宇宙と仮定し、自転と天球の動きの規則性

を考えながら、動画の撮影 

(3) 星の動きと撮影した動画を見て、地球の動きを学習

プリントの記入 

(4) 星の動きと撮影した動画を使い、地球の動きについ

て考えたことを発表 

・カメラ機能 

 

 

まとめる 

３ 全体交流する活動を通して本時の学習をまとめる。 

(1) 本時のまとめ 

(2) 地球上の他の地点（北極・南半球・赤道上）での星

の見かけの動きを考え、学習プリントに記入 

(3) タブレットＰＣのソフトを使って確認 ・Stellarium 

 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 太陽の１日の動きの観察を通して太陽の動きの規則性を

さぐる。 

(1)太陽の１日の動きを観察する。 

(2)観察結果から、太陽の動く経路や速さの規則性について

見出す。 

さぐる 

【２時間】 

２. 星の１日の動きの観察を通して、星の動きの規則性をさ

ぐる。 

(1)星の１日の動きを観察する。 

(2)東西南北それぞれの方位の星の動きの観察結果から、星

の動きの規則性について見出す。 

まとめる 

【２時間】 

３. 天体の日周運動を通して、地球の自転との関係について

まとめる。 

(1)タブレットＰＣを使って、太陽や星が天球上を東から西

に動いている様子を確かめる。 

(2)天球の回転は、地球の自転によって起こる見かけの運動

であることに気づく。【本時】 

第９学年（中３） 理科 

単元名：地球と宇宙 
 

星が動いて見える 
理由を説明しよう 

○ 理解が深まるソフトの活用  ○ タブレットＰＣの撮影動画から課題を解決 単元の目標 

○ 天体の動きと地球の運動について

関心を持ち、身近な天文現象を意

欲的に探求することができる。        

（関心・意欲・態度） 

○ 天体の動きについて地球の運動

とのかかわりから考察し、時間や

空間と関連づけた考え方ができ

る。    （思考・判断・表現） 

○ 天体の動きと地球の運動につい

ての規則性を見出したり、考えを

表現することができる。 （技能） 

○ 天体の動きや地球の運動に関す

る事物・現象について理解を深め

ることができる。 
（知識・理解） 

 

・天体の動きを観察して、地球の動きを主体的に探ろうとする。(関心･意欲･態度) 

・天体の日周運動が、地球の自転によって起こる相対的な動きによるものであることを説明できる。 

（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

Web カメラを使って日

周運動と自転の関係を説

明する。 

② 

A1 

タブレットＰＣのソフト

で地球上の他の地点での

星の動きを確認する。 

③ 

B1 

タブレットＰＣで星の動

きと同じ動きをする動画

を撮影する。 

① 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 星の動きの動画を

撮影する。 C2 

◇ タブレット PC 
北の空の星の動きと同じ星の動きをす

る動画を撮影し地球の動きを確認する。 

タブレットＰＣを回転板にのせて回転

させ動画を撮影させた。撮影した動画を確

認して、北極星を中心に反時計回りに星が

動いたときのタブレットの動きが地球の

動きと同じになる。予想と違っていたので

タブレットＰＣの動きと地球の動きを結

びつけることに苦労していた。 

 ② 日周運動と自転の

関係を説明する。 A1 
◇ Ｗｅｂカメラ、電子黒板 

天球儀の中の地球にＷｅｂカメラを取

り付け、その地球から見た星の動きを電子

黒板に映し出し地球の動きと星の動きを

確認する。 

今までは星が動いていると思っていた

生徒が、地球が動いても、星が同じ動きを

していることに気づき、本当は星が動いて

いるのではなく、地球が動いていることを

理解することができた。 

 ③ 他の地点での星の

動きを確認する。 B1 
◇ タブレット PC 

地球上の北極付近・南半球・赤道付近の

星の動きをシミュレーションソフトで観

察させた。 

地球上の他の地点では思いもよらない

動きをしていて生徒も驚いていた。実際に

その地点に行って観察することができな

いのに、その地点での星の動きが観察でき

たのはＩＣＴが有効な手だてとなったと

考えられる。生徒も意欲的に調べることが

できていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 天球儀の中にＷｅｂカメラを入れることで、地球上での星の動きは地球の動きによる見かけの運動
だと気づくことができた。 

○ 地球上の他の地点の星の動きは天体シミュレーションソフトでしか観察することができないので有
効な手だてになった。 

● タブレットの動きと地球の動きを結びつけるのに手間取っている生徒が多かった。 

授業を振り返って 

 

タブレットＰＣを回転させ撮影している生徒 

動いた地球の模型から見た星の動きを見ている生徒 

地球上の地点での星の動きを記入している生徒 


