
第４学年 理科学習指導案 

北九州市立熊西小学校  

 

１ 単元名 電池のはたらき 

２ 授業づくりの視点 

 

 

 

 

○ 子どもの興味・関心の実態 

夏休みの作品展では、出品されていた光るお

もちゃを見て「これ乾電池で光るんだよね。」

という発言や、動くおもちゃを見て「電池はど

こにあるんだろう。」という発言をする子ども

の姿が見られた。学校にある太陽光発電設備を

見て、エコ係による発電量のお知らせの際に「今

日は、天気がよかったからたくさん発電したは

ずだよ」という予想をする子どもの姿も見られ

た。 

また、教室に置いた乾電池やモーターを見て、

「モーターを電池につないだら回るよ」「乾電

池を増やして、たてにつなぐと速く回るんだよ」

と話す子どもの姿が見られた。このように、豆

電球の明るさやモーターの回り方など、そのは

たらきが変化する現象と光電池の光の当て方や

光の強さとの要因との関係、太陽光発電につい

て子どもたちの関心が高まっている。 

 

○ 子どもの能力の実態 

本学級の子どもたちは、日常生活において、

ポケットゲーム機やラジコン、リモコンなどで

乾電池や充電池などを使用している。そして、

それらの機器を使用する中で、電池の中にある

電気によって働いていることや、電気の量が十

分でないとうまく働かないことを理解してい

る。しかし、それらの電気機器の働きを電流の

向きや大きさと関係付けて考えることはでき

ていない。 

 学び方については，問題解決の方法を身に付

けつつあり，実験・観察から事実をとらえ，結

果を言葉に表したり，結果と考察を分けて考え

たりすることができるようになってきている。

しかし，変化を引き起こす目に見えない要因を

目に見えるものに置き換えて追究したり、見出

した変化（働き）と、それを引き起こした要因

を関係付けながら考察し、結論を導いたりする

力は十分ではない。 

 

 

○ 教材の分析 

本単元のねらいは、乾電池のつなぎ方や光電

池に当てる光の強さを変えて、豆電球を点灯し

たり、モーターを回したりするなど、豆電球の

明るさやモーターの回り方の変化を興味・関心

をもって追究する活動を通して、乾電池のつな

ぎ方や光電池に当てる光の強さと回路を流れ

る電流の強さとを関係付ける能力を育てると

ともに、それらについての理解を図り、電気の

働きについての見方や考え方をもつようにす

ることである。 

 本単元では、まず、モーターの回る速さや向

き、豆電球の明るさの変化などの目に見える電

池の働き（現象）を、乾電池のつなぎ方や光電

池に当てる光の強さなどの目に見える要因と

関係付ける。次に、その目に見える要因と回路

を流れる電流の大きさや向き（目に見えない要

因）を関係付けることにより、問題の解決を図

る。このように段階的に思考を深めていく本単

元は、自然の事物・現象の変化とその要因とを

関係付ける能力の育成をねらう意味から意義

深いと考える。 

○ 本単元の系統 

子どもたちは第３学年までに、電気を通すつ

なぎ方・通さないつなぎ方や、電気を通す物・

通さない物を、それらの共通点や差異点をもと

に比較しながら調べ、電気の働き（発光作用）

や電気の通り道（回路）について学習してきた。 

 そこで本単元では、乾電池の数やつなぎ方、

光電池に当てる光の強さを変えたときの豆電

球の明るさやモーターの回り方の変化を、回路

を流れる電流の強さや向きと関係付けながら

調べ、電気の働きについて学習する。 

 これらのことは、第５学年で電磁石の強さの

変化にかかわる条件を制御しながら、電流の働

き（磁化作用）を追究する学習へ発展する。さ

らに、第６学年で手まわし発電機や畜電器など

を使い、電気の利用の仕方を推論しながら、電

気の性質や働き（発電・蓄電・変換・発熱作用）

を追究する学習へと発展し、エネルギーに対す

る見方や考え方を拡充・深化することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本単元の系統 

 本学級の子ども達は，これまでに 



３ 単元の目標 

自然事象への 

 関心・意欲・態度 

○ 乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつないだときの明るさや回り 

 方に興味・関心をもち，進んで電気の働きを調べようとする。 

○ 電気の働きを使ってものづくりをしたり，その働きを利用したものを見 

つけたりしようとする。 

科学的な思考・表現 

○ 乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつないだときの明るさや回り

方を関係付けて，それらについて予想をもち，表現することができる。 

○ 乾電池の数やつなぎ方，光電池に当てる光の強さを変えて，回路を流れ

る電流の強さとその働きの違いを関係付けて考察し，自分の考えを表現す

ることができる。 

観察・実験の技能 

○ 簡易検流計などを適切に操作し，乾電池と光電池の性質を調べる実験や

ものづくりをすることができる。 

○ 豆電球の明るさやモーターの回り方の変化などを調べ，その過程や結果

を記録することができる。 

自然事象についての 

    知識・理解 

○ 乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明るさや回り方が変わるこ

とを理解する。 

○ 光電池を使ってモーターを回すことができることを理解する。 

４ 展開計画と評価規準 （総時数 １１時間＋予備時数１時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 

１＜第１時＞ 

 乾電池を使ってモータ

ーを回して気付いたこと

や疑問をもとに，本単元

の学習問題を設定する。

          ① 

○ ３年生で学習した豆電球に明

かりをつけた経験を想起させ、

回路を作ってモーターを回すこ

とができるようにする。 

○ 回路によってモーターの回る

向きが取り上げ、乾電池の向き

や電流の流れる向きに目が向く

ようにする。 

[関] 乾電池にモーターをつないで

回路をつくり，モーターの回り方

に興味・関心をもち，その変化を

進んで調べようとしている。  

（行動観察・発言分析） 

[技]モーターと乾電池をつないで回

路を作ったり，モーターの回り方

の変化を調べたりしている。 

（行動観察・記述分析） 

２＜第１時＞ 

 乾電池の向きを変えた

ときのモーターの回る向

きと電流の向きの関係を

調べる。     ① 

○ 簡易検流計を活用し、目に見え

る乾電池の向きから、目に見えな

い電流の向きを捉えることがで

きるようにする。 

[関]乾電池の向きによって、モーター

の回る向きが変化することに関心

をもち、何度も乾電池の向きを変

えて簡易検流計で電流の向きを確

かめたり、友だちと考えを交流し

たりしながら、モーターの働きを

変化させている要因を見出そうと

している。（行動観察・発言分析） 

[知]電流には向きがあり、その向きに

よってモーターの働きが変わるこ

とを理解している。 

（発言分析・記述分析） 



＜第１・２時＞ 

 乾電池２個をつなぎ，

モーターがより速く回っ

たり，豆電球がより明る

く光ったりするつなぎ方

やあまり変わらないつな

ぎ方を調べる。    

         ② 

【本時４－３】 

[安全上の留意点] 

 ショート回路は熱をもち、やけど

をする危険があるので、絶対にしな

いように安全指導を徹底する。 

○ 単一の回路に、ちがう種類の電

池や新旧の電池が混在しないよ

うにする。 

○ 調べたつなぎ方と、そのときの

モーターの回り方や豆電球の明

るさを整理して記録することが

できるよう、記録カードを工夫す

る。また、電気用図記号を使って

表わすことができるよう指導す

る。 

[関]乾電池２個のつなぎ方によって、

モーターの回る速さが変化すること

に関心をもち、何度もモーターの速

さを調べたり、友だちと考えを交流

したりしながら、モーターがより速

く回ったり、豆電球がより明るく光

ったりするつなぎ方やあまり変わら

ない回り方を見つけようとしている

。（行動観察・発言分析） 

[技]乾電池、モーター、導線、スイッ

チを適切に使って、いろいろなつな

ぎ方を試したり、調べたつなぎ方を

絵図で表したりしている。 

（行動観察・記述分析）） 

＜第３時＞ 

 乾電池２個を直列つな

ぎや並列つなぎにしたと

きのモーターの回る速さ

と電流の大きさの関係を

しらべる。    ② 

【本時４－１，４－２】 

○ はじめに乾電池 1 個のときの

電流の大きさを調べ、それと比較

しながら直列つなぎと並列つなぎ

のときの電流の大きさを調べるよ

うにする。 

◎ 直列つなぎと並列つなぎをし

たときの電流の大きさをグラフに

表わして一覧掲示し、友だちと交

流する事で、電流の大きさとモー

ターの回る速さや豆電球の明るさ

との関係を考えることができるよ

うにする。 

[関]乾電池２個の直列つなぎや並列

つなぎをしたときの電流の大きさに

関心をもち、進んで２つの回路の電

流の大きさを測定したり、豆電球の

明るさを比べたり、友だちと考えを

交流したりしながら、モーターの働

きを変化させている要因を見出そう

としている。（行動分析）          

[思]乾電池２個のつなぎ方によって

豆電球の明るさやモーターの回り方

が変わることを、回路を流れる電流

の大きさと関係付けて考え、表現し

ている。（記録分析） 

＜第４・５時＞ 

 乾電池２個を直列つな

ぎや並列つなぎにしたと

きのモーターの回り続け

る時間と電流の大きさと

の関係を調べる。  ② 

 

 [関]乾電池２個の直列つなぎや並列

つなぎにしたときの物を働かせるこ

とができる時間に関心をもち、働き

が持続する時間や電流の大きさを測

定したり、友だちと考えを交流した

りしながら、２つのつなぎ方の特徴

を考えようとしている。（行動観察） 

[思]乾電池２個のつなぎ方によって

働きが持続する時間が変わること

を、回路を流れる電流の大きさと関

係付けて考え、表現している。     

（発言分析・記録分析） 



４＜第１時＞ 

 光電池を使って回路を 

作り、光電池に当たる光

の強さと電流の大きさの

関係を調べる。   ① 

○ 身の回りにある光電池を使っ

た器具（学校にある太陽光発電設

備）を取り上げ、光電池の働きに

興味をもつ事ができるようにす

る。 

○ 光電池を日なたや日かげに置

いたり、太陽に向ける角度を変え

たり、透明シートを間に入れたり

する等、光の強さを変えてモータ

ーの回り方や回路を流れる電流

の大きさを調べ、光の強さと回路

を流れる電流の大きさとの関係

をとらえることができるように

する。 

 

[関]光を受けて電気をつくる光電池

の働きに関心をもち、何度も光源を

近づけたり遠ざけたり、友だちと考

えを交流したりしながら、モーター

の働きの変化と光の強さとの関係を

見出そうとしている。（行動分析） 

 

[思]光の強さによってモーターの回

り方が変わることを、回路を流れる

電流の大きさと関係付けて考え、表

現している。（発言分析・記録分析）          

５＜第１時＞ 

 乾電池や光電池を利用

したおもちゃを作る。① 

 

 

○ 作品例として、ソーラーカーや

電気自動車、メリーゴーランド等

を提示し、速く回転した方がいい

ものやゆっくり回転した方がい

いものなど、電池の働きを生かし

たおもちゃをつくることができ

るようにする。 

[関]乾電池や光電池、モーター等でお

もちゃを作ることに関心をもち、自

分の考えた用途に合わせて、電池の

種類を選んだり、電流の大きさや向

きに着目して回路を工夫したりしな

がら、おもちゃ作りをしようとして

いる。  （行動分析） 

[技]乾電池、光電池、モーター、豆電

球、導線、スイッチ等を正しくつな

ぎ、自分の作りたいおもちゃの用途

に応じた回路を作っている。     

（行動分析） 

＜第１時＞ 

 乾電池や光電池のつな

ぎ方やその働きについて

学習のまとめをする。① 

○ 回路図と対応させながら、「直

列つなぎ」「並列つなぎ」「電流の大

きさ」「モーターの回る速さ」とい

う言葉を使って電池の働きについ

てまとめ、表現することができるよ

うにする。 

[関]生活の中にある乾電池や光電池

を利用したものを進んで見つけよう

としている。                           

（行動分析） 

[知]電流には向きがあり、その向きに

よって働きが変わることや、乾電池

の数やつなぎ方を変えると、回路に

流れる電流の大きさが変わること、

光電池に光を当てると電流が流れ、

光の強さによって流れる電流の大き

さが変わることを理解している。 

（発言分析・記述分析）                           

 



５ 本単元における具体的手立て 

本単元においては、目に見える働きの変化と目に見えない電気の存在や流れとの関係を実感して知

的好奇心を喚起しながら，電気の働きについての見方や考え方を広げ，深めることができるように，

「働きを変えたのは電気の流れ方だ」という子どもたちの要因追究の意欲を核とし，目に見えるモー

ターや豆電球の働きの変化から，要因である目に見えない電流の向きや強さへと追究が深まるように

学習展開を工夫する。 

 （１）「出会う」段階での事象提示の工夫 

 単元の「出会う」段階において，，子どもが知的好奇心をもつことができるように，自分がすでにも

ち合わせている知識（概念）や今まで経験したこととの間に，ずれや矛盾を感じ，「おかしい。どうし

てそうなるのかな。」という思いをもつことができるような事象を選定し，その事象との出会わせ方を

工夫する。そして，「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という「知的好奇心」をもつことがで

きるようにする。 

 本単元では、直列と並列の回路を事象提示する。 

 まず、直列と並列の回路（どのようにつないでいるかを見えないようにした回路）を提示し、モー

ターの回る速さの違いに気付かせる。次に、モーターの回り方の違いが、回路のつなぎ方にあること

に気付かせ、「どんな回路を作ると違いがでるのかな。」「自分も回路を作って試してみたい。」という

子どもの興味・関心を高めていくように考えた。 

 （２）「かかわる」段階での工夫 

 事象提示の後，子ども達が事象に主体的にかかわり，根拠をもった予想を立てることがることがで

きるように位置づけた段階である。事象提示で「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という知

的好奇心をもった子どもが，実際に事象と自らかかわり，要因の抽出やその要因と現象との関係付け

を行いながら，問題意識を高めていく段階である。この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）

をもつことを目的とした段階である。子どもは，事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その

情報を基に，思考して自分の考え（予想）を構築していく。収集した情報（事実）からの思考である

ため，根拠を伴って想像した子ども自身の予想になると考える。 

本単元では，事象提示で見せた後、「モーターの回る速さの違う２つの回路作り」という活動を子

ども達に自由に行わせ，事象とかかわらせることで、回路のつなぎ方に興味をもち、進んで調べてい

こうとする態度が高まっていくように考えた。 

 （３）言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 言語活動モデルとは，「かかわる」段階で明らかになった事実の確認から，予想を立て，その予想を

確かめる実験方法を考える場面と，結果の処理から考察，まとめに至るまでの過程において，見方や

考え方を深め，実感を伴った理解を図るための場面において様々な手立てを構造化したものである。 

 この言語活動モデルは，知的好奇心の引き出された子どもの，その子なりの素朴概念や既習経験に

よる予想や仮説を，観察や実験の結果からまとめに至る過程において，段階的に思考を深め，科学的

な見方や考え方へと変容させる方策である。このことにより，「自然事象に対する心情の深まりを伴っ

た知的な認識へと変容した姿（科学的な見方や考え方を高まった姿）」，つまり，「ああ，そういうこと

か」「だから，そうなのか」「わかってスッキリした」という子どもの姿を具現化できると考える。 

 

 まず，「かかわる」段階で明らかになった事実を確認する「対話①」を行う。次に「書く・描く①」

の活動に取り組み，個々の子どもが，明らかになった事実を基に，自分の考え（予想）を書かせるよ



うにする。その後，自分の考えを出し合う「対話②」を行い，予想を共有する。そして，予想を確か

める方法の話し合いを行うようにする。 

 このようなステップで，その子なりの素朴概念や既習経験を根拠に予想や仮説をもつことができる

ように，段階的に思考を深めるようにする。 

＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

見
通
す 

事実確認 

対話① 

 

・「かかわる」の段階で明ら

かになった事実の確認。 

Ｔ：1 個のモーターと 2 個の乾電

池を使ってモーターがより速

く回ったり、1 個の乾電池のと

きとあまり変わらなかったり

するつなぎ方を見つけよう。  

Ｃ：どんなつなぎ方をすると、モ

ーターの回る速さに違いがで

るのかな。。 

関係づけ 

書く・描く① 

 

 

対話② 

 

・事実を根拠に予想する。 

 

・自分の予想を出し合い話

し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実験方法を考え，話し合

う。 

Ｔ：どんなつなぎ方を見つけまし

たか。 

Ｃ：電池ホルダー縦に 2 個つない

で電池を入れると、モーターの

回り方が速くなった。 

Ｔ：モーターの回り方が速くない

回り方を見つけましたか。 

Ｃ：電池ホルダーを横に並べ、同

じ極同士でつなぐとモーター

の回り方は速くなくなるよ。 

 

Ｔ：乾電池のつなぎ方には、速く

回るつなぎ方 (直列つなぎ )と 1

個の乾電池のときの回り方と

あまり変わらない 2 個の乾電

池のつなぎ方 (並列つなぎ )が

あるんだね  

Ｃ：この２つのつなぎ方でモータ

ーの回り方が違うのかな。 

Ｔ：次時は、モーター・豆電球・

乾電池・スイッチを使って回路

を作り、予想を確かめていくと

よいですね。   

Ｃ： 次の学習では、黒板のよう 

に２つの回路を作ってモータ

ーの回る速さや豆電球の明る

さを比べるといいんだね。 

 

 

  

 



本時においては、まず、直列つなぎ、並列つなぎの電流の大きさを一覧表示することで、流れる電
流の大きさの違いを確かめることができるようにする。そして、自分たちの実験結果に納得した子ど
もたちから、書く・描く活動①に取り組むようにする。ここでは、事実を言葉にして表わす。その後、
事実確認の対話を行う。 
 次に、乾電池のつなぎ方（目に見える要因）と電流の大きさ（目に見えない要因）との関係付けを
問う発問を行い、書く・描く活動②を設定して、自分の予想と関係付けて、実験から考えたこと（考
察）を書くようにし、思考の深まりをねらう。それぞれで高まった考えを対話する中で、前時の結果
「モーターの回る速さ（電気の働き）は乾電池のつなぎ方によって変わる（目に見える要因）」と「電
流の大きさ（（目に見えない要因））の関係付けを行う。 

最後に、「つなぎ方」「電流の大きさ」「回る速さ」の言葉を提示し、書く・描く活動③を設定して、

結論を導き出す。 

＜「考察・結論」段階の言語活動モデル＞ 

 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

考
察
・
結
論 

事実確認 

対話③ ・「観察，実験する」で明ら

かになった事実の確認。 

Ｔ：直列つなぎ、並列つなぎでは、

検流計の針のふれ方は、乾電池

1 個の時と比べて、どうなりま

したか。 

Ｃ：直列つなぎは 1 個の時より、

たくさんふれた。並列つなぎは

1 個の時と変わらない。 

関係づけ 

書く・描く② 

 

 

対話④ 

 

 

 

 

 

書く・描く③ 

 

・事実と事実を関係づけて，

予想がどうであったかを

踏まえて，自分の考えを

書く。 

・自分の考えを出し，合い

話し合う。 

 

 

 

・めあてと結んで，まとめ

る。 

Ｔ：電気の力がどうなったとき、

モーターの回る速さは、どうな

ったといえますか。 

Ｃ：直列つなぎは、電気の力が大

きくなったので、モーターの回

る速さが速くなった。 

Ｃ：並列つなぎは、電気の力が変

わらないので、モーターの回る

速さも変わらなかった。 

Ｔ：「直列つなぎ」「並列つなぎ」

「電流の大きさ」「回る速さ」

の言葉を使って、まとめを書け

ますか。 

Ｃ：直列つなぎは、電流の大きさ

が大きくなるので、モーターが

速く回る。並列つなぎは、電流

の大きさが電池 1個のときと変

わらないので、回る速さも変わ

らない。 

ま
と
め
る 

意味づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 本時の指導 

 （１）日時・場所  平成２７年 ９月 ８日（火）    於 理科室 

 （２）主眼 

     乾電池 2 個をつなぎ、モーターの回り方の違うつなぎ方を進んで見つけ、本時への興味関

心を高めると共に、見通しをもつことができるようにする。 

      

 （３）準備  豆電球・モーター・乾電池ホルダー・導線・掲示物 

 （４）展開【見通す】段階 

学習活動と子どもの意識 教師の関わり（○）と評価（◆） 

１  二つの回路を見て、モーターの回る速

さに違いがあることに気付く。  

 

 

 

 

２  1 個のモーターと 2 個の乾電池を使っ

てさまざまな回路を作り、モーターの回

り方を調べる。  

 

 

 

 

３  見つけた予想をワークシートにまと

めていく。   

 

(1) 「かかわる」段階の事実を確認する。 

【対話①  事実確認】  

 

(2) 自分でみつけた予想を書く。  

【書く・描く①】  

 

(3) 自分の予想を出し合い，話し合う。 

【対話②予想の話し合い。】  

 

 

 

 

 

 

 

○  1 個のモーターと 2 個の乾電池を使った直列と並

列の回路（どのようにつないでいるかを見えないよう

にした回路）を提示し、回り方の違いが回路のつな

ぎ方にあることに気付かせる。  

 

 

○  ショート回路のつなぎ方を提示し、このつなぎ方  

  は乾電池が熱くなって危険なのでしないように指

導する。  

◎  Ｔ児を教師のいる所に近い場所の班に配置し、安

全面に特に気を付ける。学習に対する興味・関心

が途切れないように声かけ (励ましや賞賛 )を行っ

ていく。  

○  なかなか回路を作ることができない児童には声を

かけるなどして支援していく。  

○  机間巡視をしながら、「速く回るつなぎ方は見つ

かったか。」「 1 個の乾電池のときの回り方とあま

り変わらない 2 個の乾電池のつなぎ方は、見つかっ

たか。」など声をかけていくことで、常に課題意識

を持って活動していくようにしていく。  

○  子どもが自分の予想をワークシートにまとめるこ

とができるように、「見通す」段階の言語活動モデ

ルを活用する。  

○  なかなかまとまらない児童には、活動したことを

教師に話させるなど対話を通して少しずつ書けるよ

うにしていく。  

○  発言した児童と教師との対話を周りに広げていく

ことでより問題意識をもつことができるようにす

る。  

○  児童の発言を黒板に整理する中で、児童の目をモ

ーターの回る速さと回路のつなぎ方に向けさせる。  

めあて モーターの回る速さのちがう２つの回路はどんなつなぎ方をしているのか考えよう。 

右の図のようにか

ん電池を 2 個つな

ぐと、回る速さが

速くなったよ。 

右の図のようにか

ん電池を 2個つない

だら、回る速さがあ

まり速くなくなっ

たよ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

４  予想を確かめる方法について確認す

る。  

 

 

５  本時の学習を振り返り，次時の学習

について確認する。  

○  乾電池のつなぎ方には、速く回るつなぎ方 (直列つ

なぎ )と 1 個の乾電池のときの回り方とあまり変わ

らない 2 個の乾電池のつなぎ方 (並列つなぎ )がある

ことを伝える。  

   

 

 

○  次時は、モーター・豆電球・乾電池・スイッチを

使って回路を作り、予想を確かめていくことを確認

する。  

○  本時の学習を振り返らせ、かかわる段階で進んで

予想を立てることができたことを賞賛する。  

○  次時は、予想を確かめる実験を行うことを予告す

る。  

◆  乾電池のつなぎ方 (直列つなぎと並列つなぎ )によ

って、モーターの回り方に違いがあることを回路図と

関係付けて考えることができ、電球の明るさも違いが

あることを予想することができる。  

 【思】  (発言分析，記述分析 ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



（１）平成２７年９月１５・１７日 （火・木） ５校時     於  理科室 

（２）主 眼 

乾電池２個を直列つなぎにしたときと並列つなぎにしたときのモーターの回り方と電流の大き

さとの関係を調べる活動を通して、直列つなぎは乾電池１個のときよりも電流が大きいので回転が

速く、並列つなぎは乾電池２個のときと電流の大きさが変わらないので回転の速さも変わらないこ

とをとらえることができるようにする。  

（３）準 備  モーター、乾電池、導線、検流計 

（４）展 開【考察・結論】段階 

学習活動と子どもの意識 教師の関わり（○）と評価（◆）手立て（※） 

1．前時までの学習をふり返り、本時のめ

あてを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験方法を確認し、電流の大きさを

調べる実験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．各自の実験結果をまとめる。 

 

４．実験結果から考察を行い、考察をも

とに話し合い、結論まで導く。 

○ 学びの足跡を活用し、どちらも乾電池の数は２個で変

わらないのに、モーターの回る速さが変わった要因を話

し合う場を設け、電流の大きさに焦点化しながら、本時

のめあてへと導く。 

く。 

 

 

○ 前時で考えていた自分の予想（結果とその根拠）を想

起させ、見通しをもって実験にとりくむことができるよ

うにする。 

 

○ 導線のつなぎ方や記録の取り方など、技能、表現面や

安全面などについての全体指導を行う。 

◆ 乾電池２個の直列つなぎや並列つなぎをしたときの

電流の大きさに関心をもち、進んで２つの回路の電流の

大きさを測定したり、友だちと考えを交流したりしなが

ら、モーターの働きを変化させている要因を追求しよう

としている。（関・意・態） 

※ 実験の仕方や記録の取り方など、適切に個別指導を行

う。 

 

 

○ 班ごとの実験結果を一覧掲示して、全体で確認できる

ようにする。 

 

 

 

 

 

○ 子どもの素朴概念や既習経験による予想を、目に見え

ない電流の大きさが要因であるという科学的な見方や

めあて  直列つなぎと並列つなぎで、モーターの回る速さがちがうのは、 

電流の大きさと関係するのか調べよう。 

並列つなぎでは、回る速さが変わらないか

ら、電流は大きくなってないと思う。でも、

もう１個分の電流はどうなったんだろう。 

直列つなぎで速く回るのは、乾電池

が２個になって、電流の大きさが２

倍になったからだと思う。 

 
やっぱり、直列

つなぎは、電流

が大きい。 

 
やっぱり、並列つなぎは、 

直列つなぎより電気が流

れてない。でも、電池を

２個つないでいるのに不

思議だなあ。 

 

 

  

 

【結果の一覧表示】 

 



(1)実験結果を確認する。 

         【対話③ 事実確認】 

(2)結果をもとに考察する。 

      【書く・描く② 関係づけ】 

(3)自分の考えを出し合い、話し合う。 

         【対話④ 関係づけ】 

(4)めあてと結んでまとめる。 

      【書く・描く③ 関係づけ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本時の学習を振り返り，次時の学習

について話し合う。 

    

 

 

 

 

 

考え方に変容させることができるように、言語活動プラ

ンを活用する。 

◆ 乾電池２個のつなぎ方によってモーターの回り方が

変わることを、回路を流れる電流の大きさと関係付けて

考えて表現している。（思・表） 

※（考察）の欄に「予想と同じところはどこだったかな。

予想と違うところはどこだったかな。」と問い、自分の

予想と結んで考察するように助言する。また、キーワー

ドに目を向けさせ、「直列つなぎ」「並列つなぎ」 

「電流の大きさ」「回る速さ」を関連づけて考察するよう

に助言する 

 

 

 

 

 

 

○ 自分の考えの変容や学び方を価値付けている児童の

振り返りをモデルとして全体の場で発表する場を設け，

賞賛することで，一人一人が本時の学習の価値を具体的

に振り返ることができるようにする。 

○ 並列つなぎの乾電池を１つ取り除いても、モーターが

回り続けているなどの演示を行い、並列つなぎのよさに

ついて疑問を投げかける→時間外で耐久実験をして、並

列つなぎのよさを確認する。 

 

 

 

 

まとめ  直列つなぎは、かん電池 1 個分より電流の大きさが大きくなるので、モーターが

速く回る。並列つなぎは、電流の大きさが変わらないので、回る速さも変わらない。 

やっぱり、並列つなぎ

は、電流が乾電池１個

分しかながれていなか

ったんだ。 

 １個でも２個で

も一緒なら並列

つなぎなんてい

らないんじゃな

いかな。 

 

 １個より、長持

ちするんじゃな

いかな。 

 


