
プログラムを取り入れた指導事例（小学校６年 理科）
第６学年 理科学習指導案

１ 単元名 電気の性質とその利用

２ 単元について

（１）単元の目標

学習指導要領には次のように述べられている。

１ 目標

A（４）電気の利用については、手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方などを推論
しながら調べ、電気の性質や働きをとらえるようにする。

評価規準

自然事象への 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての

関心・意欲・態度 知識・理解

・電気の利用の仕方 ・電気の性質や働きに ・手回し発電機やコ ・電気は、作り出すことができ

に興味・関心を持 ついて、自ら行った ンデンサーなどを ることを理解している。

ち、自ら電気の性 実験の結果と予想を 適切に使って、安 ・電気は、ためることができる

質や働きを調べよ 照らし合わせて推論 全に実験をしてい ことを理解している。

うとしている。 し、自分の考えを表 る。 ・身の回りには、電気の性質や

・電熱線の発熱が太 現している。 ・電気の性質や働き 働きを利用した道具があるこ

さによって変わる ・電熱線の太さと発熱 を調べ、その過程 と、電気は、光、音、熱など

ことに興味・関心 の仕方について、予 や結果を定量的に に変えることができることを

を持ち、自ら電気 想をし、推論しなが 記録している。 理解している。

の性質や働きを調 ら追究し、表現して ・電気の性質や働きを ・電熱線の発熱は、その太さに

べようとしている。 いる。 利用して、おもちゃ よって変わることを理解して

作りをしている。 いる。

（２）単元観

学習指導要領には本学習内容にかかわるものとして、以下のように記されている。

２ 内容

A 物質・エネルギー （４）電気の利用

手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方を調べ、電気の性質や働きについての考え

を持つことができるようにする。

ア 電気は、作り出したり蓄えたりすることができること。

イ 電気は、光、音、熱などに変えることができること。

ウ 電熱線の発熱は、その太さによって変わること。

エ 身の回りには、電気の性質や働きを利用した道具があること。

本単元は、第５学年「電磁石の性質」の学習を踏まえて、「エネルギー」の内容のうちの「エ

ネルギーの変換と保存」、「エネルギー資源の有効利用」に関わるものである。

電気を利用する道具も身の回りに数多く存在する。しかし、児童は電気の性質や働きを意識し

て利用してきた経験はほとんどない。

本単元では、手回し発電機などを使って電気を光や音、熱などに変えて利用する活動を通して、

エネルギーが蓄えられることや変換されることについて体験的にとらえられることができるよう

にすることがねらいである。また、エネルギー資源の有効利用という観点から、電気の効率的な



利用についてとらえるようにする。

（３）単元の系統（小中連携の観点から）

（省略）

（４）児童の実態

（省略）

（５）指導観

電気が光、音、熱などに変換すること、電気は作り出したり蓄えたりできることなど、電気の

働きや性質について正しく理解させるためには、児童一人一人が明確な目標を持ち、（A)自らの
手を使って実験を進めていくことが大切である。また、私たちの身の回りには様々な電気製品が

あり快適な暮らしを支えていることに目を向け、「電気エネルギー」は不可欠であることをしっ

かり認識させる必要がある。そのために、コンデンサーや発光ダイオード（LED)など児童が初
めて手にする器具等の扱い方や特徴について丁寧に指導するとともに、具体物を提示しながら

（B）実生活との関連を踏まえた指導を展開していきたい。また、グループで考える場において、
お互いの方法を紹介し合うことで、（C）児童同士の学び合いができるように指導していきたい。

（A)自らの手を使って実験を進める
児童は、乾電池の電気は使うとなくなるが、光電地の電気は作り出すことができるという考え

を持っている。また、ゲーム機で遊んだ経験などから、充電という言葉も抵抗なく使用している

が、自分の力で電気を作ったり、蓄えたりすることができることに気付いている児童は少ない。

そこで、①自由思考の場を設定すること、②事物との出会いの場を工夫することで、児童の思い

や願いを引き出しながら、学習課題を作り上げ、追究していくことができるようにしたい。

①については、例えば、モーターをたこ糸で回転させることで発電する体験ができ、その電気

で豆電球を点灯させたり、電子オルゴールを鳴らしたりするなど、自由に体験する時間を設ける

ことである。

②に関しては、コンデンサーという未知の部品が、身の回りの様々な電気製品に入っているこ

とを、使えなくなった電気機器から、実際に分解して基盤を取り出して見たり触れたりすること

で、実体をとらえることができる。

（B)実生活との関連を踏まえた指導
単元の導入では、生活に利用されている電気について意識させ、電気がどのようにして作られ

るかに興味を持たせてから、手回し発電機を使って一人一人に電気が作り出せるようにする。電

気の利用について実感を伴った理解を図るために、作った電気がどのように使えるか、様々なも

のにつないで確かめる。また身の回りにある電気製品を自分たちで作った電気で動かすことがで

きるか確かめることで、電気製品を動かすための電気の大きさが実感できると考える。

そこで、実験器具をそろえることで、多くの児童が直接実験ができるようにし、自らが課題解

決を図っていけるようにしたい。

（C）児童同士の学び合い
結果を予想する場面を一人で思考するだけでなく、グループや全体で練り上げていくところも

重視したい。

まず、グループにおいて、自分たちの予想を検証するために、方法等についても自分たちで考

え確かめることができるようにしたい。そうすることで、アイデアを共有でき、複数の目で見合

い、自分たちの考えや実験方法に自信が持てるようになるだろう。

また、全体を通して、ホワイトボードを活用し、結果について互いのグループで見合えるよう

にし、考えや方法について紹介し合うことで、学び合いがさらに効果的に行えるようにしたい。



３ 指導計画（１０時間扱い）

次 時 学習課題と主な学習内容 指導観との関わり

記号 具体的な内容

つ 電気を利用したものには、どのよう （A） 乾電池、豆電球、モーター、導線を

く １ なものがあるだろうか。 グループに配付し、自由に操作させ

る ・これまでの電気に関する学習を振り返 ることで、これまでの学習を想起し

電 る。 やすくする。

気 ・電気を使った道具探しをする。 （C） 教師が「身近な場面での必要リスト」

・ ・今後の学習の見通しを持つ。 を提示し、どのような電気製品が必

た 要か話し合い、考えさせる場を設定

め する。

る 電気は自分で作ることができるのか。 （A） 児童の思いや願いを引き出させるた

電 ２ ・モーターをたこ糸で回転させて発電す めに、モーターとたこ糸だけで発電

気 る。 する実験を通して、自分の力で電気

・手回し発電機を使って、豆電球を点灯 を作ることができたという喜びを味

させたり、モーターを動かしたり、電 （B） わわせる。

子オルゴールを鳴らしたりする中で、 発電したことを確かめるために、豆

ハンドルから受ける手ごたえを感じ取 電球や電子オルゴール、モーターと

ることができる。 いった身の回りにある電気製品を用

いる。

電気をためることはできるのだろうか。 （A） 自由に遊ぶ時間を設け、コンデンサ

３ ・コンデンサーに蓄電し、豆電球や LED ーにためる電気の量によって車の走

を点灯させる。 る距離を調節できることに目を向け

・モーターカーを使って遊ぶ。 る。

・どのモーターカーが一番遠くに進む （B） コンデンサーは身の回りの様々な電

か。 気製品に入っていることを理解し、

・ゴール（目標）を作り、モーターカー 目に見えないところで生活を支えて

をその目標に止める遊びを行う。 いることに気付く。

「回す速さ」と「回転数」に注目する （C） 友達と協力しながら、モーターカー

ことで、ためる電気の量に注目しなが をゴールさせる遊びを通して、コン

ら取り組む。 デンサーにためる電気の量を調節す

る。

電豆電球と LED、モーターでは、 （A） 「条件制御」を想起させ、それぞれ

４ どれが一番使われる電気の量が少な の実験で同じにする条件を統一させ

いか。 る。手回し発電機を回す速さと回数

本 ・豆電球、LED、モーターの電気の使わ を同じにし、コンデンサーにためる

時 れ方の違いを確かめる。 電気の量を一定にする。

３つの電気の使われ方について予想

・予想や仮説をもとに、実験結果から考 （C）や仮説を持ち、推論しながらグルー
察をする。 プで追求することができる。

身 電気は、光やモーターの他に、ど

の ５ ようなものに変わる性質があるだ

回 うか。 （A） 予想をもとに、例えば、



り ・手回し発電でいろいろな物をつなぎ、 電気→音（電子オルゴール）、

の 電気が何に変わるか調べる。 電気→熱（ドライヤー）、

電 電気→動き（換気扇）など、調べて

気 みたいものを用意し、自分で追究し

の ていこうとする態度を育てる。

利

用 ・調べた結果をもとに話し合う。 （C） 身の回りで、電気を光、音、熱、動

きなどに変える道具を利用している

ことをまとめる。また、グループに

よってどのような物を調べたか広め、

学び合いの場とする。

電 電熱線は、太さによって発熱の様子

気 ６ が違うだろうか。

と ・予想し、調べ方を考える。 （C） 電熱線の太さと発熱の仕方について、

熱 予想を持ち、推論しながら追究し、

グループでまとめる。

７ ・太い電熱線と細い電熱線の発熱の違い （A） 実験の準備を整え、電源装置や電気

を、発泡スチロールを上に乗せ、どち を流す時間など、電熱線の太さ以外

らが早く融かすかで見比べる。 変えないように留意し、自ら調べよ

うとする。

今、どんな発電方法があるのだろうか。

８ ・風力発電を作る。 （A） モーターに羽根をつけ、送風機で風

を当てると発電することから、他の

発電方法に興味を抱き、実験装置を

自分なりに考えてみる。

・様々な発電装置の演示を見たり体験し （B） 光（光電地）・音（発電床〈振動〉）

たりする。 ・熱（ペチェ素子）→電気という変

換も成り立つことから、発電の方法

について多面的に考える。

電気を利用したおもちゃをつくろう。

９ ・コンデンサーを利用した電気自動車を （A） 自由思考の中で、電気の性質を利用

つくる。 したおもちゃを自ら計画し、電気の

・風力発電で蓄えた電気を電子オルゴー 変換を楽しむ。

ルにつないで音を鳴らす。（風力→電

気→音）

確かめよう・学んだことを生かそう。

10 ・学習内容の定着を確認する。

・学習内容を活用して新たな問題に取り

組む。

・日常生活と結びつけて、それぞれにつ

いて考える。

４ 本時の指導

（１）目標

○電気の性質や働きを調べ、その過程や結果を定量的に記録している。【技能】



○電気の性質や働きについて、自ら行った実験の結果と予想を照らし合わせて推論し、自分の考

えを表現している。【思考・表現】

（２）展開

過程 学習内容と活動 教師の支援（○）と評価（◎） 資料等

時配

見 １ 学習課題を確認する。 ○日常生活に溢れるエコ製品についての

出 話題に触れ、電気の使われ方にどのよ

す うな違いがあるか問うことで、学習課

(２） 題を作れるようにする。

モーターと豆電球と LEDでは、使われる電気の量が一番少ないのはどれか。
(８) ２ 予想を立て、根拠の交流をする。 ○最初に、自分の予想とその根拠をノー

・LED は省エネと聞いたことがある トに書かせることで、自分の考えを持

から使われる電気は一番少ないと思 たせる。

う。 ○手回し発電機のハンドルを回す手ごた

・手回し発電機のハンドルが一番軽か えを想起させ、予想を持たせるよう支

ったのが LEDだった。 援する。

・モーターと豆電球は、両方ともハン ○グループ内で話し合う場を設定して、

ドルが重く手ごたえがあったので、 自分の最終予想を持たせる。

どちらかがたくさん電気を消費す

る。

調 ３ 実験を行い、結果を整理する。 ○５年生時に学習した「条件制御」を想 豆電球

べ ・実験の条件を整える。 起させ、実験を行う際に、同じにする LED
る ストップウォッチを使い、手回し発 条件を統一させる。コンデンサーに同 ﾓｰﾀｰ

(20) 電機を回す速さと回転数を同じに 量の電気をためることを意識して取り 手回し

し、コンデンサーにためる電気の量 組ませる。 発電機

を一定にする。 ○手ごたえだけでは、客観的に比較しづ ｽﾄｯﾌﾟ

・豆電球、LED、モーターはどれぐら らいことに気づかせ、定量的に比較す ｳｫｯﾁ

いの時間、明かりがついたり、回転 る方法を考えるようにさせる。

したりしていたか記録する。 ○「点灯時間が長ければ、使われる電気

豆電球・・・５０秒 の量が少なくてすむ。」というように、

ＬＥＤ・・・３分以上 具体的な場面を想定することで、結果

モーター・・４０秒 の見通しが持てるようにさせる。

○実験結果をホワイトボードに表でまと ﾎﾜｲﾄ

回数 モーター 豆電球 ＬＥＤ め、各グループの実験結果を客観的に ﾎﾞｰﾄﾞ

１ 比較できるようにする。

２ ○一度だけでなく、何度か実験を行い、

３ 実験結果に再現性をもたせる。

◎電気の性質を調べ、定量的に記録をし

ているか。【ノート】

深 ４ 実験結果から考察する。 ○予想の段階で挙げた、手ごたえと結び

め ・予想通り、手ごたえの大きいモータ 付けて、結果を考察できるようにする。

る ーは、電気の使われ方が大きい。 ◎３つの電気の使われ方について予想を

(10) ・点灯時間が長い LED の方が、使う 持ち、推論しながら追究し、表現する

電気の量が少ないといえる。 ことができたか。 【ノート・発言】



・すぐに回転が止まったモーターは一

番使う電気の量が多いといえる。

・豆電球と LED を比べると、３倍以
上消費量が違う。

まと ５ まとめる。

めあ 豆電球と LEDとモーターでは、LEDが使われる電気の量が一番少ない。
げる

(３) ６ 次時の見通しを持つ。 ○この実験結果を通して、さらに追究で

(２) ・電気は、光や動きの他に、どのよう きることはないか考えさせる。他のも

なものに変化する性質があるか。 ので使われる電気の量がどのように違

うか、電気の変換について等、考えさ

せる。


