
小学校 第６学年 理科学習指導案 

平成２３年１１月１６日 

指導者 岡原 恵子 

１ 単元名 われら、水溶液なんでも鑑定団 

２ 単元について 

(1) 児童観 

児童の身の回りには、いろいろな水溶液があり、日常の生活で、それらを飲んだり、使ったりし

ている。また、酸性雨やアルカリイオン水、中性洗剤など、「酸性」「アルカリ性」「中性」といっ

た言葉も耳にしたことがあるであろう。しかし、それらの水溶液を区別したり、性質を調べたりと

いった経験はほとんどないと思われる。 

第５学年の「物の溶け方」で、物が溶けている水のことを水溶液ということや、物が水に溶ける

量には限度があること、物が水に溶ける量は水の温度や量、溶ける物によって違うこと、物が水に

溶けても、水と物とを合わせた重さは変わらないことなどを、学んできた。また、第６学年の家庭

科で行った洗濯の実習では、衣服の取り扱い絵表示の中に、洗濯液の性質にふれたものがあること

を目にしてきている。 

これまでの授業では、班のメンバーを中心に意見交換を行ったり、協力して実験や観察を実施し

たりしてきた。みんなの前で自分の考えを説明し、互いの考えの違いやよさに気付くことで、共に

学び伸びていこうとする気持ちの高まりが見られた。 

ＩＣＴの活用については、「体のつくりとはたらき」や「月と太陽」で、デジタル教材を使って

学習を進めてきた。また、外国語活動では、電子黒板を使って、英語に慣れ親しむ活動を進めてい

る。しかし、実物投影機等を用いて、自分の考えを説明するといった経験は乏しい。 

(2) 教材観 

本単元では、いろいろな水溶液を使い、その性質や金属を変化させる様子を調べ、水溶液の性質

や働きについての考えをもつことができるようにすることをねらいとしている。水溶液は、酸性、

アルカリ性及び中性に分けられることや、水溶液には気体が溶けているものがあること、金属を変

化させるものがあることといった内容は、第５学年「物の溶け方」の学習を踏まえて、「粒子」に

ついての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「粒子の結合」、「粒子の保存性」にかかわる

ものである。 

また、いろいろな水溶液の性質や金属を変化させる様子を調べる過程で、水溶液の性質について

推論する能力を育て、水溶液の性質や働きについての見方や考え方をもたせると同時に環境問題に

ついても関心を広げることもできると考える。 

さらに、計画的に実験を行う中で、問題解決の能力や態度を育てたり、結果を整理し、考察、表

現する活動を通して、思考力、表現力を高めたりすることもできるであろう。 

(3) 指導観 

そこで、指導に当たっては、次の点に留意したい。 

・ 鑑定士として、最終的に名前の分からない水溶液を鑑定することを意識させ、水溶液の性質や

働きを知ろうとする意欲につなげる。 

・ 学習した水溶液の性質や働きを、写真で記録したりモデル図で表したりし、デジタルノート（One 

Note）を用いて鑑定団ノートとしてまとめていく。みんなで協力して一つのノートを作り上げた

り、作り上げたノートを学習に生かしたりして、学びの過程にＩＣＴを効果的に活用する。 



・ 薬品には危険なものもあることを意識させ、事故などを起こさないように安全な薬品の扱い方 

や実験方法を身に付けさせるため、理科支援員と連携し、指導にあたる。 

３ 単元の目標 

(1) いろいろな水溶液の性質や溶けている物、及び金属を変化させる様子に興味・関心をもち、水溶

液の性質や働きを進んで調べようとする。（関心・意欲・態度） 

(2) 実験の結果から水溶液の性質や働きを推論し、自分の考えを表現することができる。（思考・表

現） 

(3) リトマス紙や加熱器具などを適切に使って安全に実験をし、水溶液の性質を調べることができる。 

（技能） 

(4) 水溶液には、酸性、アルカリ性及び中性のものがあること、金属を変化させるものや気体、固体

が溶けているものがあることを理解している。（知識・理解） 

４ 学習計画 （全１４時間）（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

次 主な学習活動・内容 ○の中の数字は時間 評価規準（観点） 

１ 

酸性・アルカリ性の水溶液（６時間） 

①②  身の回りの水溶液を色や様子で区別する。 

・水溶液とは物が溶けている水のこと（透明・ 

有色透明） 

・身の回りには、たくさんの水溶液があること 

☆OneNoteに水溶液の名前別シートを作成する。 

③④ リトマス紙を用いて、いろいろな水溶液を酸 

性・アルカリ性・中性になかま分けをする。 

・リトマス紙の使い方 

・酸性・アルカリ性・中性 

・水溶液のなかま分け 

☆OneNote の水溶液の名前別シートに性質を

記入する。 

⑤⑥ 身近な植物の葉から植物色素を抽出し、液の

性質によってどんな色を示すか調べる。 

・ムラサキキャベツの液の色の変化 

☆ムラサキキャベツの液の色の変化をデジタ

ルカメラで記録して、OneNoteに記入する。 

・いろいろな水溶液の性質に興味・関心

をもち、自ら水溶液のなかま分けをしよ

うとしている。(関) 

 

 

 

 

 

・リトマス紙を適切に使用し、安全に水

溶液をなかま分けしている。（技） 

・水溶液は、酸性・アルカリ性・中性の

３種類になかま分けできることを理解

している。（知） 

 

 

・身の回りにある水溶液を使って、ムラ

サキキャベツの液の色の変化を調べよ

うとしている。(関) 

 

２ 

金属を溶かす水溶液（４時間） 

① 塩酸がアルミニウムを溶かすか調べる。 

・塩酸はアルミニウムを溶かす性質があること 

② アルミニウムが溶けた塩酸を熱し、様子を観

察する。 

・溶けているものの取り出し方 

・アルミニウムは塩酸により別なものに変化 

したこと 

  ☆金属の変化の様子をモデル図で表現し、

OneNoteに記入する。 

③ 塩酸は、鉄も溶かすか調べる。 

・塩酸は、鉄も溶かすこと 

 

 

・水溶液と金属の変化に興味・関心をも

ち、水溶液の働きについて自ら調べよう

としている。(関) 

・薬品や加熱器具を適切に使用し安全 

に水溶液の働きを調べている。(技) 

 

 

 

 

・水溶液に金属を入れると起こる変化に

ついて推論し、自分の考えを表現してい

る。（思） 



④ 水酸化ナトリウムの水溶液も金属を溶かす

か調べる。 

・水酸化ナトリウムの水溶液は、アルミニウ 

  ムを溶かすこと 

・水溶液によって、溶かすことのできる金属 

  は違うこと 

☆OneNote の塩酸と水酸化ナトリウムの水溶

液のシートに金属との反応を記入する。 

・いろいろな水溶液と金属の変化を調

べ、その過程と結果を記録している。

（技） 

 

・水溶液には、金属を溶かすものがある

ことを理解している。(知) 

 

 

３ 

気体が溶けている水溶液（２時間） 

①② 二酸化炭素が水に溶けるか調べる。 

・二酸化炭素は水に溶けること 

・二酸化炭素の水溶液が炭酸水であること 

☆気体（二酸化炭素）が溶けている様子をモデ

ル図で表現し、OneNoteの炭酸水のシートに記

入する。 

・二酸化炭素を水に溶かしたときの現象

について推論し、自分の考えを表現して

いる。(思) 

・水溶液の中には、気体が溶けている水

溶液があることを理解している。（知） 

４
（
本
時
１
・
２
／
２
） 

水溶液なんでも鑑定団（２時間） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水溶液の性質や働きをもとに、鑑定の

結果を分かりやすく表現している。（思） 

５ 本時案 

(1) 本時の目標 

既習の実験方法を用いて水溶液を見分ける活動を通して、性質や働きを基に、鑑定結果を分かり

やすく表現することができる。 

(2) 研究テーマとのかかわり 

鑑定団修業として水溶液の性質や働きについて学習し、その結果を One Note に鑑定団ノートと

してまとめてきた。本時は、One Noteの鑑定団ノートを活用し、鑑定の方法を考えたり鑑定結果を

話し合ったりしながら、それぞれの水溶液の性質や働きについての見方や考え方を高めていく。 

(3) 準備物 

食塩水、炭酸水、酢、水酸化ナトリウムの水溶液、塩酸、リトマス紙、ムラサキキャベツの液、

試験管、ビーカー、アルコールランプ、蒸発皿、スチールウール、アルミニウム片、鑑定団ノート

（One Note）、プロジェクタ、電子黒板 

① 名前の分からない水溶液を区別する方法

を話合い、実験の計画を立て、調べる。 

・実験方法や順序の工夫 

・水溶液の見分け方 

 ☆実験の結果と OneNote に記録していた今

までの結果を比較し水溶液の鑑定に利用する。 

② 水溶液の鑑定結果を話合い、水溶液の性

質についてまとめる。 

・水溶液の性質と働き 

・水溶液の効率的な見分け方 

☆実験の結果と OneNote に記録していた今

までの結果を用いて、水溶液の鑑定結果を

発表したり、話合ったりする。 



(4) 学習過程（   は、協働的な学びの場面 ☆はＩＣＴ活用） 

学習活動・内容 予想される子どもの反応 教師の支援 

１ 本時の課題をつかみ、学習

の進め方を知る。 

 

 

２ 今までに調べた水溶液の

性質や実験方法を想起し、予

想を基に、実験の計画を立て

る。 

・酸性・中性・アルカリ性 

・金属を変化させる水溶液 

・気体が溶けている水溶液 

・リトマス紙を使った方法 

・ムラサキキャベツ液を使っ 

た方法 

・金属を入れる方法 

・蒸発させる方法 

 

３ 自分たちの考えた方法で、

水溶液の性質や働きを調べ、

見分ける。 

・水溶液の見分け方 

  

４ 自分たちの鑑定結果を鑑

定団ノートを用いて、発表す

る。 

 ・水溶液の性質と働き 

 

 

 

 

 

５ 鑑定結果から、効率的な見

分け方について、まとめる。 

 ・効率的な見分け方 

・今日は、何の水溶液か、鑑定

するんだな。 

 

 

・リトマス紙で、酸性・アルカ

リ性・中性を調べることができ

たね。 

・塩酸は、金属を溶かすよ。 

・石灰水は、息を吹き込むと 

白く濁ったね。 

・鑑定団ノートを使うぞ。 

・まず、酸性かアルカリ性か調

べてみよう。 

 

 

 

 

・証拠を集め、水溶液を鑑定し

よう。 

 

 

 

・リトマス紙で調べたら酸性

で、アルミニウムを溶かしたの

でＡ液は塩酸だと思うよ。 

・Ａ液は、においだけで、塩酸

だと分かったよ。 

・ムラサキキャベツの液の反 

応は赤色だったので、塩酸に間

違いないと思うよ。 

 

・まず始めに、何を使って調 

べるといいかな。 

 

☆本時までの鑑定団ノートを

提示し、意欲につなげる。 

 

 

○予想を基に実験の計画をホ

ワイトボードに図示し、安全

で効率的な方法かどうか、確

認させる。 

 

☆必要に応じて、鑑定団ノート

を活用できるようにしておく。 

 

 

 

 

 

 

○安全めがねの着用や口に入

れないこと等を確認し安全に

気を付けて実験を行わせる。 

○鑑定に結び付く証拠を挙げ

るようにし、根拠に基づいて鑑

定させる。 

☆これまで学習した水溶液の

性質や働きをまとめた鑑定団

ノートを利用しながら、実験

結果と結びつけて発表させる

ようにする。（思） 

 

 

 

○自分たちの実験方法を振り

返り、より効率的な調べ方につ

いてノートにまとめさせる。 

  (5) 評価（思考・表現） 

 実験の結果とこれまで学習したことをもとにし、多面的に水溶液の性質や働きを見つめ、鑑定の  

  結果を分かりやすく表現している。（発言・ノート） 

 

水溶液の働きや性質を調べ、鑑定団ノートを使って水溶液を鑑定しよう。 

 


