
第３学年 理科学習指導案 
第３学年２組 ３０名 

 

＜研究主題＞ 主体的に学ぶ児童の育成～読み解く力を高めるチーム学習を通して～ 

１ 単元名  明かりをつけよう（「新しい理科 ３」東京書籍 ｐ129～ｐ131） 

２ 単元の目標 

・電気の回路について調べる活動を通して、それらについての理解を図り、実験などに関する技能を身

に付ける。 

・乾電池と豆電球などのつなぎ方と乾電池につないだ物の様子に着目して、電気を通すときと通さな

いときのつなぎ方を比較しながら、主に共通点や差異点を基に問題を見いだす力を身に付ける。 

・電気の回路についての問題を主体的に解決しようとする。 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 

①電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方があることを理解している。 

②電気を通す物と通さない物があることを理解している。 

③電気の回路について器具や機器などを正しく扱いながら調べ、それらの過

程や得られた結果を分かりやすく記録している。 

思考・判断・表現 

①電気の回路について、差異点や共通点を基に、問題を見いだし、表現するな

どして問題解決している。 

②電気の回路について、実験などを行い、得られた結果を基に考察し、表現す

るなどして問題解決している。 

主体的に学習に 

取り組む態度 

①電気の回路についての事物、現象にすすんで関わり、他者と関わりながら問

題解決しようとしている。 

②電気の回路について学んだことを学習や生活に生かそうとしている。 

４ 研究主題に迫るための指導の工夫 

〈視点① 読み解く力を高める〉 
○INPUT（取り出す・読み取る） 

  乾電池の＋極、―極、豆電球、導線のつながり方の共通点と差異点を読み取る。また、簡潔・明瞭に
表現された教科書のまとめに書かれてある内容を的確に読み取る。 
○THINK（考えをもつ） 
実験結果を図に表したり、明かりがつく、つかないの実験データを表にまとめたりすることにより、

考察をしやすくする。実験結果を見比べながら、明かりがつくつなぎ方のきまりを考えられるようにす
る。 
○OUTPUT（伝える） 

  言葉による表現とともに、表や図を用いて、乾電池の＋極、―極、豆電球、導線、電気が通る、輪、
電気の通り道、回路などの科学的な言葉や概念を使用して、考えたり、説明したりする。 

〈視点② 思考をバージョンアップする〉（練り上げる） 
○つなげる 
 既習の内容や生活経験とつなげて根拠のある予想や仮設を発見して表現できるようにする。本時で
は、前時の実験結果を基に、明かりがつくつなぎ方とつかないつなぎ方を比較して共通点や差異点を考
えるように促すことで、回路に関する概念的な理解につなげることができるようにする。 
○チーム学習 
３人で話し合う時間を設定し、図や言葉を使ってチームで意見を伝え合い、探究的な学習過程の中で

比較したり関係付けたりしたことや規則性、因果関係などを明らかにしていく。 
 



５ 単元指導計画 

次 時 ○学習活動 ☆指導の工夫 ◆評価規準 

１ 

 

１ 

○豆電球、乾電池、導線を

用いて明かりがつくつ

なぎ方を考え、気付いた

ことや疑問に思ったこ

とを発表し合い、電気の

通り道について調べる

問題を見いだす。 

☆明かりがつくつなぎ方に問

題意識をもてるようにする

ために、児童の多様な考えを

取り上げる。 

◆明かりがつくつなぎ方を

考える中で気付いたこと

や疑問に思ったことから

共通点や差異点を基に、

電気の通り道について問

題を見いだし、表現して

いる。（思・判・表―①） 

２ 

○豆電球に明かりがつく

ときのつなぎ方を調べ

て、図や表にまとめる。 

☆乾電池の＋極とー極、導線、

豆電球のつながり方をしっ

かりとかくことができるよ

うにする。 

◆豆電球に明かりがつくと

きのつなぎ方について、

豆電球、乾電池、導線を正

しく扱いながら調べ、得

られた結果を分かりやす

く記録している。 

（知・技―③） 

３ 

（
本
時
） 

○豆電球に明かりがつく

つなぎ方のきまりにつ

いて考え、読み取ったこ

とをまとめる。 

☆児童がかいた記録カードを

実験結果ごとに分類して黒

板に掲示する。つなぎ方の共

通点や差異点を比較できる

ようにすることで、回路に関

する概念的な理解につなげ

ることができるようにする。 

◆電気を通すつなぎ方と通

さないつなぎ方があるこ

とを理解している。 

（知・技―①） 

２ 

４ 

○回路の途中に鉄の釘や

木の爪楊枝をはさんだ

時の様子を見て、電気を

通す物について問題を

見いだす。 

○調べる物が電気を通す

かどうかを調べる方法

を考え、電気を通す物の

発見機を作る。 

☆見いだした問題を解決する

ために、電気を通す物の発見

機を作ろうとする関心を高

める。 

◆回路の途中に鉄の釘や木

の爪楊枝をはさんだとき

の様子を比べる中で、気

付いたことや疑問に思っ

たことから、共通点や差

異点を基に電気を通す物

について問題を見いだ

し、表現している。 

（思・判・表―①） 

５ 

○回路にいろいろな物を

つないで、電気を通す物

を探す。 

☆身近なものを準備し、興味を

もって調べられるようにす

る。 

◆電気を通す物を調べる活

動にすすんで取り組み、

友達と予想や実験結果な

どを互いに伝え合いなが

ら、問題解決しようとし

ている。 （主―①） 



６ 

○金属は電気を通すこと

をまとめる。 

○豆電球に明かりがつく

回路のつなぎ方と電気

を通す物について、学ん

だことをまとめる。 

☆前時と本時の実験結果を比

較しながら考察し、電気を通

す物の特徴に共通点を見い

だすよう促すことで、電気を

通す物の性質に関する概念

的な理解につなげることが

できるようにする。 

◆得られた結果を基に考察

し、電気を通す物と通さ

ない物に分類し、表現し

ている。（思・判・表―②） 

◆電気を通す物と通さない

物があることを理解して

いる。  （知・技―②） 

◆電気の回路について学ん

だことを学習や生活に生

かそうとしている。 

（主―②） 

６ 本時（３/６時間） 

（１）ねらい 

・乾電池の＋極、―極、豆電球、導線のつながり方の共通点と差異点を読み取ることができる。 

・簡潔・明瞭に表現された、教科書のまとめに書かれてある内容を的確に読み取ることができる。 

（２）展開 

  学習活動 

○主な発問 ・児童の反応 

☆指導の工夫（視点①②） 

【基礎的読解力の視点】 

◆評価規準 

（観点） 

導

入 

つ

か

む 

１ 前時の学習を振り返る。 
２ 明かりがつくときとつかない

ときに分類した結果を基に、
明かりがつくときの条件を確
認する。 

・明かりがついたときは、導線の
先を乾電池の＋極とー極につな
いでいる。 

・明かりがつかないときは、導線
が＋極とー極につながっていな
い。１つの輪のようになってい
ない。 

３ 個人でどんなときに豆電球に
明かりがつくのかを考え、ノ
ートに書く。 

４ めあてを設定する。 
 
 
 
 

☆既習事項を思い出せるよう、掲
示物やノートを使って振り返る
ことができるようにする。 

☆実験結果を基に、つなぎ方の共
通点や差異点を比較できるよう
にすることで、回路に関する概
念的な理解につなげることがで
きるようにする。 

 
 
 
 
☆前時にかいた図や表を基に考え
ることができるようにする。 

（視点①：INPUT） 

 

展

開 

読

み

取

る 

・ 

考

え

を

５ ３人組で、ワークシートに書
いてあるまとめの文章を読み
解き、ワークシートに書き込
む。 

○まとめの文をよく読み、豆電球
に明かりがつくのはどんなとき
か、図に分かりやすく書き込も
う。 

○「１つの輪のように」とは、図の
どこにあたるのかを赤鉛筆で色
を付けよう。（右図） 

○乾電池の＋極、豆電球、乾電池
のー極が１つの輪のように導線

☆ワークシートのまとめの文章
と、乾電池と豆電球だけがかか
れた図が一致するように、導線
のつながりをかいたり、乾電池、
＋極、豆電球、―極、導線の名称
を書いたりしながら、読み解く
ことができるようにする。 

（視点①：THINK、OUTPUT） 
（視点②：チーム学習） 
【係り受け解析、イメージ同定】 
       
 
 

◆電気を通すつな
ぎ方と通さない
つなぎ方がある
ことを理解して
いる。 
（知・技―②） 

めあて  明かりがつくつなぎ方のきまりについて考え、 

読み取ったことをノートにまとめよう。（共書き） 



も

つ 

・ 

伝

え

る 

でつながると、なぜ豆電球に明
かりがつくのかを考えて書こ
う。 

・電気が通るからです。 
○「回路が１カ所でも切れている
とき」とはどのようなときか、図
に○を囲んで示そう。（右図） 

 
 
 
 
 
 

豆電球 
 
 
 
 
 

 ＋極       ―極 

      乾電池 

ま

と

め 

練

り

上

げ

る 

・ 

伝

え

る 

６ 全体で確認する。 ☆順序、条件、原因、結果をおさえ
る。 

（視点①：THINK、OUTPUT） 
☆１つの輪とはどのようなことか
を問い返し、文章と図の関係を
確実に理解できるようにする。 

☆回路という、理科の学習語彙を
理解できるようにする。 

（視点②：つなげる） 

 

７ 本時の学習を振り返る。 ☆理科の見方、考え方に触れた振
り返りや、さらに活用しようと
いう視点で書かれた振り返りを
紹介し、価値付ける。 

 

７ 板書計画 

 
めあて 明かりがつくつなぎ方のきまりについて考え、読み取ったことをノートにまとめよう。 

 

 

 

 

実験結果の表 
まとめ 

乾電池の＋極、豆電球、乾電池の―極が

１つの輪のように導線でつながっている

とき、電気が通って豆電球に明かりがつ

きます。電気の通り道のことを回路とい

います。回路が１カ所でも切れていると

明かりはつきません。 

 

図 

まとめ 

乾電池の＋極、豆電球、乾電池の―極が１つの輪のように導線でつながってい 

電気の流れの順序            豆電球に明かりがつく条件 

るとき、電気が通って豆電球に明かりがつきます。電気の通り道のことを回路 

    原因        結果 

といいます。回路が１カ所でも切れていると明かりはつきません。（共書き） 

        豆電球に明かりがつかない条件 

 

 

 


