第６学年 理科学習指導案
１．単 元 名 「発電と電気の利用 ―持続可能で快適な暮らしを考えよう―」
２．単元目標
電気は作り出したり蓄えたりすることができることを知り，その電気をさまざまな器具に流すこ
とによって，電気は光，音，熱，運動などに変えることができるという考えをもつことができるよ
うにする。また，身の回りには電気をつくり出したり蓄えたり，光，音，熱，運動などに変えるさ
まざまな道具があることを知るとともに，より妥当な考えをつくりだす力を育成する。
３．単元の評価規準
知識・技能
思考・判断・表現
主体的に学習に取り組む態度
①電気は，つくりだしたり蓄え ①電気の量と働きとの関係，発 ①エネルギーの有効利用につ
たりすることができること
電や蓄電，電気の変換につい
いて，既習学習を生かしなが
を理解している。
てより妥当な考えをつくり
ら，粘り強く，他者と関わり
②電気は，光や音，熱，運動な
だし，表現している。
ながら問題解決しようとし
どに変えることができるこ ②電気を無駄なく使うための
ている。
とを理解している。
工夫について問題を見出し， ②電気の効率的な利用につい
③手回し発電機やコンデンサ
予想した条件や動作の組み
て，学習したことを学習や生
ーなどの器具を正しく使っ
合わせをもとに，解決の方法
活に生かそうとしている。
て実験を行い，結果を適切に
を発想する。
記録している。
４．単元の指導計画【全１２時間】
次 時
単 １
元
導
入

児童の活動

重点 記録 指導上の留意点(・)と評価(○)
●発電
思
思①/【発言分析】
・電気のない生活を想像させる。
それぞれの発電の共通点や差異
・発電について知っていることを出し合う。
点を基に，問題を見出すことが
・それぞれの発電についてのメリット，デメリット
できている。
について考える。

知 〇 知③/【行動観察，記述分析】
第 ２ ●手回し発電機での発電
電流の大きさや向きについて，
１ ・ ・身の回りにある，発電できる道具について考える。
次 ３
手回し発電機などを正しく扱い
問題：手回し発電機は，乾電池と同じようなは
ながら調べ，それらの過程や得
たらきをするのだろうか。
られた結果を分かりやすく記録
・手回し発電機でも，電流の大きさを変えたり，電
している。
流の向きを変えたりすることができるかを予想
し，話し合う。
・発電量が大きくなると，豆電球の
・手回し発電機のハンドルを回す向きを変えたり，
明かりが明るくなったことやモ
速さを変えたりして，豆電球の明るさやモーター
ーターの速さが速くなったこと
の動きを比べてみる。
とともに，手回し発電機の手ご
・手回し発電機と乾電池について，同じ点と違う点
たえが重くなったことも確認す
を考えてみる。
る。
結論：手回し発電機は，ハンドルを回すと発電
できる。ハンドルを逆に回すと，電流の
向きも逆になり，回る速さを変えると，
電流の大きさが変わる。
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４ ●光電池での発電
・
問題：光電池は，乾電池と同じようなはたらき
５
をするのだろうか。
・光電池でも，電流の大きさを変えたり，電流の向
きを変えたりすることができるかを予想し，話し
合う。
・光電池とモーターのつなぐ向きを変えたり，光の
強さを変えたりして，モーターの回り方を確認す
る。
・光電池と乾電池について，同じ点と違う点を考え
てみる。

知

知①/【行動観察，記述分析】
・電気は，手回し発電機や光電池で
つくりだすことができることを
理解している。
・光電池の結果から，学校にある太
陽光発電の発電量の推移を考え
られるように，資料を用意して
おく。

結論：光電池は，つなぐ向きを逆にすると，電
流の向きも逆になり，当たる光の強さを
変えると，電流の大きさが変わる。
思 ○ 思①/【発言分析，記述分析】
第 ６ ●豆電球と発光ダイオード
実験結果をもとに，豆電球と発
２ ・ ・コンデンサーは電気を蓄えておくことができるこ
次 ７ とを知る。
光ダイオードの違いについて，
より妥当な考えをつくりだし，
問題：豆電球と発行ダイオードでは，同じ電気
表現している。
の量でどちらが長く明かりをつけられ
るだろうか。
・豆電球と発光ダイオードの電気の付き方の違いを
予想し，話し合う。
・同じ電気の量で，豆電球と発光ダイオードの明か
りがどのくらいつくかを実験して，確認する。
結論：同じ電気の量では，豆電球より発光ダイ
オードの方が長くつく。
８ ●電気の利用
問題：身の回りで，電気をどのように利用して
いるのだろうか。
・身近な電気製品が，電気を光・音・熱・運動など
のどれに変えて使っているかを調べて仲間分け
をする。
・発光ダイオードのように，電気を使う量を少なく
するための工夫があるかを考える。
結論：身の回りの電化製品は，電気を光や音，
熱，運動などに変えて利用している。
電気を無駄なく使うための工夫もある。
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知 〇 知②/【発言分析，記述分析】
電気は，光や音，熱，運動などに
変えることができることを理解
している。

・ 態
第 ９ ●レゴ®WeDo 2.0 でプログラミングしよう（１）
「条件」と「動作」を指示する
３ ・ コンピューターに，
次 10 ものをプログラミングということを知る。
課題：信号機は，どのようなプログラムで動い
ているか考えよう。

態①/【発言分析】
・エネルギーの有効利用について，
既習学習を生かしながら，粘り
強く，他者と関わりながら問題
解決しようとしている。

・個人で実現させたいことを考えた後，交流しどの
ようなステップを踏めばよいか考える。
・班で相談しながら，どのようなプログラムを組め
ば良いか，考える。
11 ●レゴ®WeDo 2.0 でプログラミングしよう（２）
（
思 〇 思②/【記述分析】
課題：省エネルギーで便利な玄関灯のプログラ
電気を無駄なく使うための工夫
本
ムを考えよう。
時
について問題を見出し，予想し
）
た条件や動作の組み合わせをも
・個人で実現させたいことを考えた後，交流しどの
とに，解決の方法を発想する。
ようなステップを踏めばよいか考える。
・班で相談しながら，どのようなプログラムを組め
ば良いか，考える。
●レゴ®WeDo 2.0 でプログラミングしよう（３） 態 〇
態②/【記述分析】
12 課題：自分たちの考えたプログラムを発表し，
電気の効率的な利用について，
互いに評価しよう。
学習したことを学習や生活に生
かそうとしている。
・各自で考えたプログラムを，レゴ®WeDo 2.0 に入
力し，プログラムをより良いものにする。
・各班で考えたプログラムを発表する。
・
「省エネルギー」と「利便性」の観点からそれぞ
れのプログラムを評価する。
まとめ：プログラミングを用いることで，少な
いエネルギーでより便利な生活を送る
ことができる。
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５．本時の学習【１１/１２時】
（１）目標
・電気を無駄なく使うための工夫について問題を見出し，予想した条件や動作の組み合わせをもと
に，解決の方法を発想する。（思考・判断・表現②）
・エネルギーの有効利用について，既習学習を生かしながら，粘り強く，他者と関わりながら問
題解決しようとしている。
（主体的に学習に取り組む態度①）
（２）指導計画
児童の活動
指導上の留意点(・)と評価(○)
１．前時までの振り返りをした後，本時の課題を確認 ・前時までに学習した信号機のプログラミングを
する。
振り返させ，本時の学習に生かせることを伝え
る。
課題：省エネルギーで便利な玄関灯のプログラ
・レゴの組み立てや，操作方法は本時までに習得
ムを考えよう。
しておく。
２．各自でどのようなことを実現させればよいか考 ・自分の家にどのような機能があれば，省エネル
えた後，班で交流する。
ギーで，便利かを考えさせる。その際に，今ない
児童の考えるプログラム（予想）
機能を考えても良いと助言する。
・人が近づくと，明かりがつく。
・発想の幅を広げるために，様々な場面を想定し
・声がすると，明かりがつく。
たスライドを用意しておく。
・通る人によって，明かりの大小が変わる。
・昼は明かりがつかないが，夜は明かりがつく。 主①/【発言分析】
・通る人によって，明かりの時間が変わる。
エネルギーの有効利用について，既習学習を生
・ドアが開くと，明かりがつく。
かしながら，粘り強く，他者と関わりながら問
・常に暗くついているが，人が通ると明るくつく。 題解決しようとしている
３．班でどのようなことを実現させたいかを交流し，・班で一つ，実現させたいプログラムを考えさせ
ホワイトボードに書く。
る。その際に，
「省エネルギー」
「利便性」の２点
を意識するように伝える。
４．各班の考えたことを全体で交流する。
・各班の違いが，明確になるようにホワイトボー
ドを黒板に分けて貼り，グルーピングを行う。
５．それぞれでプログラミングを行い，自分たちの考 ・1 からプログラムを考えるのは難しいと思われ
えている動きが再現できるか確かめる。
るので，ヒントカードを用意しておく。
６．いくつかの班に考えたプログラミングを，発表さ 思②/【記述分析】
せる。
電気を無駄なく使うための工夫について問題を
見出し，予想した条件や動作の組み合わせをも
とに，解決の方法を発想する。
・自分たちの班にも使える工夫がないか，改善の
余地はないかという視点を与える。
予想される児童の意見
エコな玄関灯（抽象的）
↓（どのようなことをさせたい）
点灯時間を変えたい（長く・短く・つけない）・明るさを変えたい（明るく・暗く・つけない）個別・
↓（どのような条件によって）
具体化
人が来る（距離）
・明るさによって（明度）・人によって（顔認証）
・声によって（音センサー）
ドアが開くことによって（距離）
・複数要因によって
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（３）本時の評価基準
Ｂ：おおむね満足できる
思考・判断・
表現
主体的に学習に
取り組む態度

努力を要する児童への手立て

電気を無駄なく使うための工夫に
ついて問題を見出し，予想した条
件や動作の組み合わせをもとに，
解決の方法を発想する。
エネルギーの有効利用について，
既習学習を生かしながら，粘り強
く，他者と関わりながら問題解決
しようとしている。
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レゴ®WeDo 2.0 のコマンドの機能を想起さ
せ，どのような順でプログラムを行うと自分
の考えが表現できるかアドバイスを行う。
課題の視点や達成する方法を明確に伝え，適
宜アドバイスを与えたり，価値づけしたりす
る。

