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中学校 第２学年 理科学習指導案 

日 時：平成２６年○月○○日（ ）第○校時 

   ○○：○○～○○：○○ 

対 象：第○学年○組○○名  

授業者：職・氏名 

                      会 場：○階  理科室 

１ 単元名 

第１分野 「化学変化と原子・分子」 第１章「物質の成り立ち」 

（未来へひろがるサイエンス 2 啓林館） 

 

２ 単元の目標 

・ 身近な金属を例にとり、酸化したり還元したりする変化から、金属は変化しても消えてなくなる

わけではないことに気付き、物質は何からできているのか、どのように変化するのかについての

興味・関心をもつ。 

・ 物質を分解する実験を行い、分解して生成した物質から元の物質の成分が推定できることを見い

だする。 

・ 物質は原子や分子からできていることを理解させ、原子は記号で表されることを知らせる。 

・ 化学変化は原子や分子のモデルで説明できること、化合物の組成は化学式で表されることを理解

する。 

①  身の回りの物質の分解実験を行い、物質の分解から物質をつくっているものは何かという

興味・関心を高めさせる。 

②  原子や分子のモデルによって化学変化を説明できること、化学式・化学反応式によって、

物質の組成や化学変化が簡潔に記述できることを理解させる。 

 

３ 単元の評価規準 

ア自然事象への 

関心・意欲・態度 
イ科学的な思考・表現 ウ観察・実験の技能 

エ自然事象についての 

知識・理解 

①身の回りの物質の分

解実験に興味をもち、

物質の分解生成物か

ら物質をつくってい

るものについて進ん

で考えようとしてい

る。 

②原子や分子のモデル

によって化学変化を

説明しようとする。 

①身の回りの物質の分

解実験を行い、物質の

分解生成物から物質

をつくっているもの

は何かということを

科学的に考察すると

ともに、自らの考えを

他者に伝えている。 

②原子や分子のモデル

の学習を踏まえて化

学式・化学反応式に

よって、物質の組成

や化学変化を記述し

ている。 

③これまでの物質の学

習を踏まえて仮説を

立てて、実験方法を計

画し、話し合ったり、

論述したり、発表した

りすることで考えを

深めている。 

①身の回りの物質の分

解実験を安全に実施

している。 

②これまでの物質の学

習を踏まえて、自らが

立てた実験計画にし

たがって適切に実験

をおこなおうとして

いる。 

①身の回りの物質の分

解実験の方法につい

て理解し、物質の分解

から物質をつくって

いるものは何かとい

うことを正しく理解

している。 

②原子や分子のモデル

を理解しているとと

もに、元素記号を知識

として身に付け、化学

式・化学反応式を正

しく理解している。 

※ただし、上記の内容以外にワークシートを用いた協働型学習活動そのものについても評価を行う

ものとする。 
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４ 指導観 

（1） 単元（題材）観 

 本単元は、化学の基本となる粒子の概念を身に付けさせ、世界を形づくっている元素と、それら

を記号で表す方法について理解し、種々の化学反応を式で表すことができるようにすることがねら

いである。１年生の時に溶質が溶媒に溶ける様子や物質の状態変化について粒子モデルで考え、粒

子の概念を導入した。また、２年生に入り、幾つかの化学実験（熱分解、電気分解）を行い、化学

反応そのものにも粒子の概念を導入し、化学反応を粒子モデルで考えられるように下地をつくって

きた。ICT教材や原子模型を使用しながら、繰り返し学習した効果があり、ほとんどの生徒は粒子に

ついての基本的な考え方を身に付けることができている。本時は、粒子にも様々な種類があり、そ

れらの組合せで物質ができていることを学び、今後化学式や化学反応式を考えていくための動機付

けとしていく。なお、よく知られている元素について幾つか例として提示するが、班テーマである

「科学的な思考力を高め、表現する力を育む指導の工夫」に基づき、実験班で検討、討論すること

で、調べて学んだことを活用し、主体性をもって探究的な姿勢を養えるようにしていく。 

 探究する過程を通じて、物質について更に興味・関心を高めることができる。また、言語活動を

通して、科学的で論理的な思考力や表現力を育むことができる。 

 

(2） 生徒観 

   略 

 

（3） 教材観 

 学習指導要領には、「問題を見いだし観察、実験を計画する学習活動、観察、実験の結果を分析し

解釈する学習活動、科学的な概念を使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよ

う配慮すること。」と示されている。しかし、実際の授業においては、あらかじめ教師が実験方法を

示し、適切に観察や実験を行わせる指導は多いが、生徒に自ら計画を立案させ、主体的に探究させ

る指導事例は少ない。また同じく学習指導要領には、「生徒の思考力、判断力、表現力等をはぐくむ

観点から、基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに、言語に対す

る関心や理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え、生徒の言語活動

を充実すること。」と明記されている。このことから、知識を身に付け、理解する学習活動において

も、得た知識を活用する学習活動や、言語活動を取り入れた指導が求められている。 

 そこで、本時においては、通常使用しているワークシート教材に加えて、グループ調査用のＰＣ

を用意し、元素に興味・関心をもたせると同時に、授業者が講義によって教授するだけでなく、研

究ユニット（実験班）内での討議によって課題の解決を図る恒常的な言語活動を通じて、生徒が主

体的に探究活動を行えるようにした。調査する元素に制限を設けないことで生徒の探究心は高まり、

意欲的に元素についての探究活動を行うことができると考えている。 

 

 

 

５ 年間指導計画における位置付け   ※（  ）内の数字は配当学年 

小学校 

理科 

中学校 

理科 

高等学校 

化学基礎 

高等学校 

化学 

■物質・エネルギー 

・物と重さ(3) 

・金属、水、空気と

温度(4) 

・物の溶け方(5) 

・燃焼の仕組み(6) 

■身の回りの物質 

・物質のすがた（１） 

・水溶液(1) 

・状態変化(1) 

■化学変化と原子・分子 

・物質の成り立ち(2) 

■化学変化とイオン 

・水溶液とイオン(3) 

■物質の構成 

・物質の構成粒

子 

・物質と化学結

合 

・物質の構成に

関する探究活

動 

■物質の変化 

・物質量と化学

反応式 

・化学反応 

■物質の状態と平衡 

・物質の状態とその変化 

・溶液と平衡 

・物質の状態と平衡に関する探究活動 

■物質の変化と平衡 

・化学反応とエネルギー 

・化学反応と化学平衡 

・物質の変化と平衡に関する探究活動 

■無機物質の性質と利用 

・無機物質 

・無機物質と人間生活 

・無機物質の性質と利用に関する探究
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活動 

■有機化合物の性質と利用 

・有機化合物 

・有機化合物と人間生活 

・有機化合物の性質と利用に関する探

究活動 

■高分子化合物の性質と利用 

・高分子化合物 

・高分子化合物と人間生活 

・高分子化合物の性質と利用に関する

探究活動 

 

６ 単元（題材）の指導計画と評価計画 

 【物質単元】身の回りの物質（配当…35時間） 

《第 1章》ひろがる世界（配当…16時間） 

※ＷＳ：オリジナル・ワークシート  ＰＳ：プレゼンテーション・シート 

時間 ねらい 学習内容・学習活動 

学習活動に即した 

具体的な評価規準 

（評価方法） 

１ ・ 第２学年化学分野の流れを理解

し、目的をもって学習活動に取

り組む素地をつくる。また、研

究ユニット（実験班）の編成と、

討論の仕方について確認する。 

・ 第１学年の時に習ったことを復

習することで、次回から行う第

２学年の化学分野の学習にうま

く接続できるようにする。 

（実験を安全に行うために） 

第２学年化学分野ガイ

ダンス 

 

ＷＳ ２Ｃ－01① 

１年化学分野の復習 

ウ－① 生成した物質の性質を調

べるための実験器具等を適

切に選択し、これらの基本操

作を行っている。 

（探究したり、討議したり、発表し

たりする様子の観察・ワークシー

ト記述の観察） 

２ ・ 第１学年の時に習ったことを復

習することで、次回から行う第

２学年の化学分野の学習にうま

く接続できるようにする。 

（ガスバーナーの使い方、電子

天秤の使い方、薬品の扱い方、

実験終了後の後片付け等） 

・ 酸化銅（Ⅱ）とエタノールの反

応を行い、変化について考える。 

ＷＳ ２Ｃ－01② 

１年化学分野の復習 

ア－① 銅の針金の変化に注目

し、その変化について自分

の考えを発言しようしてい

る。 

ウ－① 生成した物質の性質を調

べるための実験器具等を適

切に選択し、これらの基本

操作をおこなおうとしてい

る。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

３ ・ 炭酸水素ナトリウムの加熱前後

の違いを比べ、加熱によって変

化するのかしないのかを調べ

る。 

・ 炭酸水素ナトリウムがどのよう

な物質なのか、加熱することで

その手掛かりを調べる。 

・ 科学的かつ論理的な仮説を、論

拠をもって立て、研究ユニット

（実験班）メンバーと討論しな

がら適切な実験計画を立案す

実験書 ２Ｃ－02 

炭酸水素ナトリウムの

熱分解 

（実験計画） 

ア－② ケーキやカルメ焼きがふ

くらむことに興味を示し炭

酸水素ナトリウムの変化

や、酸化銀（Ⅰ）の変化につ

いて考ている。 

イ－① これまでの物質の学習を

踏まえて、仮説を立てて、

実験方法を計画し、話し合

ったり、論述したり、発表

している。 

（探究したり、討議したり、発表
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る。 したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

４ ・ 炭酸水素ナトリウムの加熱前後

の違いを比べ、加熱によって変

化するのかしないのかを調べ

る。 

・ 炭酸水素ナトリウムがどのよう

な物質なのか、加熱することで

その手掛かりを調べる。 

・ 自らが立てた実験計画に基づ

き、研究ユニット（実験班）メ

ンバーと協働して実験を行う。 

実験書 ２Ｃ－02 

炭酸水素ナトリウムの

熱分解 

（本実験） 

ア－① 身の回りの化学変化に興

味・関心を示し、炭酸水素

ナトリウムや酸化銀（Ⅰ）の

分解の実験を行おうとして

いる。 

イ－② 実験結果から、元の物質

とは異なる性質をもった別

の物質に分かれたことを説

明している。 

③ 実験結果から、分解して生

成した物質の成分を推定して

いる。 

ウ－① 生成した物質の性質を調

べるための実験器具等を適

切に選択し、これらの基本

操作を行っている。 

② 発生した物質の性質を調べ

るための実験器具等を適切に

選択し、それらの基本操作を

行っている。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

５ ・ 炭酸水素ナトリウムの熱分解の

理論を学び、その現象について

理解する。 

・ 実験レポートにおける論理の組

み立て方を学ぶ。 

ＷＳ ２Ｃ－02 

炭酸水素ナトリウムの

熱分解 

（まとめ） 

ア－② ケーキやカルメ焼きがふ

くらむことに興味を示し炭

酸水素ナトリウムの変化

や、酸化銀（Ⅰ）の変化につ

いて考えている。 

エ－① 化学変化、分解について

理解している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

６ ・ 酸化銀（Ⅰ）を加熱すると銀が

得られることを確かめる。 

・ 酸化銀（Ⅰ）とそれを加熱して

得られる銀との性質の違いを比

べ、仮説を検証する。 

・ 酸化銀（Ⅰ）がどんな物質から

できているのか確かめる。 

実験書 ２Ｃ－03 

酸化銀（Ⅰ）の熱分解 

（実験計画・本実験） 

ア－① 身の回りの化学変化に興

味・関心を示し、炭酸水素

ナトリウムや酸化銀（Ⅰ）の

分解の実験を行おうとして

いる。 

イ－① これまでの物質の学習を

踏まえて、仮説を立てて、

実験方法を計画し、話し合

ったり、論述したり、発表

したりしている。 

② 実験結果から、元の物質と

は異なる性質をもった別の物

質に分かれたことを説明して

いる。 

③ 実験結果から、分解して生

成した物質の成分を推定して

いる。 
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ウ－① 生成した物質の性質を調

べるための実験器具等を適

切に選択し、これらの基本

操作を行っている。 

② 発生した物質の性質を調べ

るための実験器具等を適切に

選択し、それらの基本操作を

している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

７ ・ 酸化銀（Ⅰ）の熱分解の理論を

学び、その現象について理解す

る。 

・ 実験レポートにおける論理の組

み立て方を学ぶ。 

ＷＳ ２Ｃ－03 

酸化銀（Ⅰ）の熱分解 

（まとめ） 

ア－② ケーキやカルメ焼きがふ

くらむことに興味を示し炭

酸水素ナトリウムの変化

や、酸化銀（Ⅰ）の変化につ

いて考えようとしている。 

エ－① 化学変化、分解について

理解している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

８ ・ 水を電気分解すると何が生成す

るのかを調べることで、水が何

からできているのかを知る。 

・ ホフマン型、簡易型など、様々

な電気分解装置の操作方法・操

作技術を習得する。 

実験書 ２Ｃ－04 

水の電気分解 

（実験計画・本実験） 

イ－① これまでの物質の学習を

ふまえて、仮説を立てて、

実験方法を計画し、話し合

ったり、論述したり、発表

したりしている。 

② 実験結果から、もとの物質

とは異なる性質をもった別の

物質に分かれたことを説明し

ている。 

③ 実験結果から、分解して生

成した物質の成分を推定して

いる。 

ウ－① 生成した物質の性質を調

べるための実験器具等を適

切に選択し、これらの基本

操作を行っている。 

② 発生した物質の性質を調べ

るための実験器具等を適切に

選択し、それらの基本操作を

行っている。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

９ ・ 水の電気分解の理論を学び、そ

の現象について理解する。 

・ 実験レポートにおける論理の組

み立て方を学ぶ。 

ＷＳ ２Ｃ－04 

水の電気分解 

（まとめ） 

ア－① 水素の燃焼によって水が

生成することから、水が分

解するとどうなるのか考え

ようとしている。 

エ－② 電気分解について説明し

ている。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ
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ート記述の観察） 

10 ・ 物質の性質を決める最小の単位

粒子である「分子」の概念を理

解する。 

・ 物質を構成するこれ以上分割で

きない最小の粒子である「原子」

の概念を理解する。 

ＷＳ ２Ｃ－05 

原子・分子① 

（理論） 

ア－② 粒子モデルを用いて、分

子がどのようにできている

かを考えようとしている。 

エ－② 物質は原子からできてお

り、原子は原子の記号で表

すことができることを理解

している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

11 ・ ドルトンが考え出した原子説に

基づいて、原子について理解す

る。 

・ アボガドロが考え出した分子説

に基づいて、分子について理解

する。 

ＷＳ ２Ｃ－06 

原子・分子② 

（理論） 

ア－① 粒子モデルを用いて、分

子がどのようにできている

かを考えようとしている。 

イ－② 調べたことや考えたこと

を、論述したり、発表した

りしている。 

エ－② 物質は原子からできてお

り、原子は原子の記号で表

すことができることを理解

している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

12  

本時 

・ 元素記号に関心をもって、元素

の周期表にある様々な元素を記

号で表すことができるようにす

る。 

・ 基本的な元素記号と元素名の対

応を習得して、正しく書き表す

知識を身に付ける。 

ＷＳ ２Ｃ－07 

元素記号 

（調査・発表） 

ア－① 元素に興味・関心を示

し、様々な元素について調

べたり、それらを記号で表

そうとしたりしている。 

エ－② 物質は原子からできてお

り、原子は原子の記号で表

すことができることを理解

している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

13 ・ 化学式に関心をもって、様々な

物質を化学式で表すことができ

るようにする。 

ＷＳ ２Ｃ－08 

化学式 

（理論） 

ア－① 粒子モデルを用いて、分

子がどのようにできている

かを考えようとしている。 

イ－② 化学式を用いて物質を適

切に表現している。 

エ－② 化合物の組成が化学式で

表せることを理解してい

る。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

14 ・ 化学式を使って化学変化を表す

方法（＝化学反応式）について

の基本を理解する。 

ＷＳ ２Ｃ－09 

化学反応式 

（理論） 

ア－② 粒子モデルを用いて、

種々の化学反応がどのよう

な変化であるか、考えよう

としている。 

ウ－② 分子の様子について、粒

子モデルをつくっている。 
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エ－② 化学変化を、モデルや化

学反応式で表すことができ

ることを理解している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

15 ・ 今までに行った実験について化

学反応式を正しく記述できるよ

うにする。 

特別演習 ２Ｃ－09 

化学反応式 

（基本演習） 

ア－② 粒子モデルを用いて、

種々の化学反応がどのよう

な変化であるか、考えよう

としている。 

イ－② 化学変化を化学反応式で

適切に表している。 

 

エ－② 化学変化を、モデルや化

学反応式で表すことができ

ることを理解している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

16 ・ 未知なる化学反応について、物

質の化学式から化学反応式を組

み立て、反応生成物を推測する。 

ＰＳ ２Ｃ－09 

化学反応式 

（討論） 

ア－① 粒子モデルを用いて、

種々の化学反応がどのよう

な変化であるか、考えよう

としている。 

ウ－② 分子の様子について、粒

子モデルをつくっている。 

エ－② 化学変化を、モデルや化

学反応式で表すことができ

ることを理解している。 

（探究したり、討議したり、発表

したりする様子の観察・ワークシ

ート記述の観察） 

 

７ 指導にあたって 

（1）生徒の学習活動を支援するために、以下の補助教材・教具を使用する。 

・ オリジナル・ワークシート２Ｃ－07「元素記号」 

・ 最新の元素周期表（長周期型） 

・ 単体の標本（25種類程度） 

・ ＩＣＴ機器（タブレットＰＣ、プロジェクター） 

・ ＩＣＴ教材（グループ調査用、プレゼンテーション提示用） 

（2）言語活動を通じて生徒が主体的に探究活動を行いやすいように、日常から理科室の実験机の配置

を「ディスカッション・テーブル」と「ラボ・テーブル」に分離している。なお、本時においては、

ラボ・テーブルは実物展示スペースとして使用することとする。 

（3）ＩＣＴ教材を活用しつつも、体験的活動を重視する観点から、単一元素による物質（単体）の実

物をできる限り用意する。また、可能なものについては元素の違いを比較・検討できるようφ15.0

×100mmの丸棒状のサンプルとする。 

（4）通常の授業では最初の５分間に「おさらいテスト」という名称の前時の復習テストを行った上、

ワークシートの相互点検、相互評価を行っている。これは、採点基準に基づいて生徒が相互にワーク

シートの内容を評価し、アドバイスを行うことによって、学んだ科学的な内容を活用して、自分の言

葉で相手に説明する能力を育むとともに、互いが学び合う雰囲気を醸成することが目的である。今回

は、学校行事の練習の天候による時間割変更から、前時までにこの部分が終了しているため、本時で

はこの前時の復習は行わず、そのまま本時の学習内容を扱うものとする。 
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８ 本時の学習（全 16時間中の第 12時間目） 

（1） 目標・評価 

①【関心・意欲・態度】 

          ・元素に興味・関心を示し、様々な元素について調べたり、それらを記号で表そうとしたり

している。 

②【 思 考 ・ 表 現 】 

   ・元素を記号で適切に表すことがしている。 

   ・元素について調べたことや考えたことを、論述したり、発表したりしている。 

③【 知 識 ・ 理 解 】 

   ・物質は原子からできており、原子は原子の記号（元素記号）で表すことができることを理

解している。 

 

（2）本時の展開 

段階 時刻 学習内容・学習活動 指導上の留意点 評価 

 

 

 

授業開始 

導入 

（12分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開１ 

（25分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 

 

 

 

13:31 

 

 

 

 

 

13:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:42 

 

 

13:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・授業の態勢を整え、挨拶をする。 

 

 

 

・本時のワークシート２Ｃ－０７を見なが

ら、本時の学習の目的を把握し、興味・

関心度をワークシートに記入する。 

 

 

 

・最新の元素の周期表を見ながら、よく知

っている元素や、実物の単体に触れた

り、映像で見たりしたことのある元素に

印をつけ、研究ユニット（実験班）内で

情報を共有する。 

 

 

 

 

・元素記号についての説明を聞き、表記の

ルールを確認する。 

 

・研究ユニット（実験班）で話し合いなが

ら、ＩＣＴ機器を用いて調べたり、実物

や資料集を見たりしながら、よく知られ

た元素を中心に元素記号、元素名、元素

名の由来などをワークシートに書き込

む。それと同時に、元素記号と元素名が

結び付くようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・授業コンディション（生徒の表情、

教室環境、生徒の準備状況）を確

認する。 

 

・ワークシート２Ｃ－０７を配布す

る。 

・ワークシートに記載されている学

習の目標を提示・音読し、学習の目

的を確認させることで、生徒が主体

的に学習活動が行えるようにする。 

・机間指導を行い、話し合いがうま

くいかない研究ユニット（実験班）

に適宜助言する。 

・場合によっては全体で取り上げ、

クラスで共有する。 

 

 

 

 

・気持ちがしっかり切り替わるよう

に、全体が静かになるのを待つ。 

 

・机間指導をしながら、話し合いに

参加できていない生徒がいないか

を確認する。 

・ワークシートに記入ができない生

徒がいたら、どこを見ればよいの

か、どこに書けばよいのか生徒同士

で助け合うよう適宜助言する。 

・ワークシートに記入しながら、元

素記号と元素名が結び付けられる

ように促す。 

・適宜補足説明を行い、興味を高め

られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関】 

ア－① 

 

 

 

 

 

 

 

【知】 

エ－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前知識の確認とグループでの共有 

新しい知識の獲得と調査 
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段階 時刻 学習内容・学習活動 指導上の留意点 評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開２ 

（10分） 

 

 

 

 

 

まとめ 

（3分） 

 

 

 

授業終了 

14:00 

 

 

 

 

 

 

 

14:07 

 

 

 

 

 

 

14:17 

 

 

 

 

14:20 

・興味をもった元素やお気に入りの元素を、

グループ調査用ＩＣＴ機器を用いて調

べ、ワークシートに書き込む。 

 

 

 

 

 

・実物やＩＣＴ映像を使いながら、プレゼ

ンテーションを行う。（場合によっては、

取り上げたい元素をリクエストして、提

示された資料を見る。） 

 

 

 

・今後の化学分野の学習で元素記号と元素

名が基礎・基本であることを聞きながら、

今後も継続して学んでいこうという態度

を身に付ける。 

・早く調査が終わった研究ユニット

（実験班）に対しては、実物をよく

観察するように促すと同時に、プレ

ゼンテーションの練習を行うよう

に助言する。 

 

 

 

・実物があれば実物の準備をさせ、

ＩＣＴ機器操作のサポートを行う。 

・進行によっては、教員が提示する

形をとる。 

 

 

 

・実物やＩＣＴ映像を使いながら、

単一元素による物質（単体）につい

て振り返り、今後の化学分野の学習

で元素記号と元素名が基礎・基本で

あることを伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 板書計画 （ＩＣＴ機器においても同様の提示を行う） 

＜ＷＳ ２Ｃ－07 元素記号＞ 

★元素記号 

 元素・・・（説明文） 

 

★元素記号・元素名とその名の由来 

（表） 

 

本日準備している単一元素

による物質（単体) 

リスト 
 

 

 

調査の発表と全体での共有 

本時の振り返り 


