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第 ６ 学 年 理 科 学 習 指 導 記 録
６年２組（理科室）

１ 単元名 「ものの燃え方」

２ 単元について
（１）単元の概要

学習指導要領では，次のような位置付けになっている。

【第６学年】Ａ（１）燃焼の仕組み
物を燃やし，物や空気の変化を調べ，燃焼の仕組みについて考えをもつことができるように

する。
ア 植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができること。

本内容は，「粒子」についての基本的な見方や概念を柱とした内容のうちの「粒子の存在」，「粒子
の結合」にかかわるものであり，中学校第１分野「（４）化学変化」の学習につながるものである。
ここでは，物の燃焼について興味・関心をもって追究する活動を通して，物の燃焼と空気の変化と

を関係付けて，物の質的変化について推論する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，
燃焼についての見方や考え方をもつことができるようにすることがねらいである。
導入では，火のついたろうそくにペットボトルをかぶせると火が消える現象から，「なぜ火が消え

てしまったのか」「燃え続けるにはどうしたらよいのか」などの問題意識をもたせて，課題解決して
いく。第１次では，物の燃え方と空気の動きをよく観察し，これらを関係付けながら，ペットボトル
の中で物が燃え続けるには空気の入れかわりが必要であることに気付くことができるようにする。そ
して，空気の中でも酸素に物を燃やす働きがあり，物が燃えるには酸素が必要であることを実験を通
して理解する。第２次では，物の燃焼による空気の変化を，石灰水や気体検知管を用いて調べ，植物
体を燃やすと酸素が使われて二酸化炭素ができることを理解する。
これらの物の燃焼の仕組みについて興味・関心をもって追究する活動を通して，物の燃焼と空気の

変化を関係付けて，物の質的変化について推論する能力を育てるとともに，それらについての理解を
図り，燃焼の仕組みについて見方や考え方をもつことができるようにする。学習のまとめとして，単
元の終わりに活用課題を設定し，燃焼の仕組みについてのより深い理解を図りたい。

（２）単元の観点別目標
自然事象への関心・意欲・態度：①物を燃やしたときに起こる現象に興味・関心をもち，自ら物の燃焼の仕組み

を調べようとする。
②物の燃焼の仕組みを適用し，身の回りの現象を見直そうとしている。

科学的な思考・表現：①物の燃焼と空気の動きを関係付けながら，物の燃焼について予想をもち，推論
しながら追究し，表現している。

②物の燃焼と空気の動きについて，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。

③物の燃焼と空気の変化について，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。

観察・実験の技能：①びんの中で，物が燃えるようすを調べ，その過程や結果を記録している。
②気体検知管や石灰水などを適切に使って安全に実験を行っている。

自然事象についての知識・理解：①物が燃えるときには，酸素が必要であることを理解している。
②ろうそく，紙，木が燃えるとき，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができる
ことを理解している。

（３）児童の実態と指導上の留意点
【児童の実態】 在籍33名
・空気は温められると上にいくとほぼ全員の児童が理解していたが，その温められた空気が上へいく
ことによって温度の低い空気が下にいくと理解している児童は約半数だった。

・ふたをしたペットボトルにろうそくを入れて火をつけると，燃えている火が弱くなると答えた児童
が少数いた。

・物が燃えるには，空気が必要であると考えた児童がほとんどであった。
・物を燃やすと酸素が使われ，二酸化炭素が発生することを知っている児童が少数いた。

【指導上の留意点】
・活用課題を通して，「燃焼に使われた空気は温められて上にいく」「燃焼には酸素が必要である」
「燃焼させ続けるには，空気の通り道を作る必要性がある」ことを理解深化させたい。また，仮説
を立てて実験し，結果についてグループで話し合い，考察をより深めていきたい。

・正しく安全に実験ができるように，実験器具の使い方を丁寧に指導する。
・物が燃えるときには，酸素が必要であることに加え，酸素が使われ，二酸化炭素が発生すること
を調べ，その結果を，言葉だけでなく，イメージ図などを使って表現し，説明できるようにする。
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３ 研究仮説とのかかわり
仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀を

生き抜く力を育てることができる。
① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
※「５ 本時の指導」にて
仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。
④ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考

えを理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。
※「５ 本時の指導」にて
仮説３ 「目的意識」をもたせる単元構成をすることで，21世紀を生き抜く力を育てることが

できる。
⑤ 単元の導入において，これから学習する知識・技能を活用できる課題を示す。

燃焼に使った空気が上昇する様子を線香の煙などを使って確認させる。そこから，４年生「物
の温まり方」で学習した温められた空気の動きを思い出し，活用課題で空気の循環について意
識することができると考える。

４ 指導計画（全10時間扱い）

時 学習のねらい 児童の学習内容と評価

１ ・物の燃焼の仕組みに ・缶の中で木を燃やし，燃える様子を観察する。
ついて興味・関心を ・物が燃える時に必要なものや，燃えたあとにできるものについて話
もつことができる。 し合う。

評 物を燃やしたときに起こる現象に興味・関心をもち，自ら物の燃
焼の仕組みを調べようとする。 （関①）

２ ・ペットボトルの中で ・火のついたろうそくにペットボトルをかぶせると，火はどうなって
・ 物が燃え続けるには しまうかを実験する。
３ 空気の入れ替えが必 ・ペットボトルの中でろうそくが燃え続けるにはどうすればよいか予
・ 要であることを理解 想する。
４ できる。 ・燃やし続ける方法を話し合い，実験の計画を立てる。

・キャップを開けたり，底にすき間を作ったりしてろうそくの燃え方
を調べる。

・空気の流れを線香の煙を使って調べる。
・実験の結果から，わかったことや自分の考えを表現する。
評 物の燃焼と空気の動きを関係付けながら，物の燃焼について予想
をもち，推論しながら追究し，表現している。 （思・表①）

評 ペットボトルの中で，物が燃えるようすを調べ，その過程や結果
を記録している。 （技①）

評 物の燃焼と空気の動きについて，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・表②）

５ ・物を燃やす働きがあ ・空気中のどの気体に物を燃やす働きがあるのかを予想する。
・ る気体は，酸素であ ・酸素，二酸化炭素，窒素，それぞれの中での燃え方を調べる。
６ ることを理解するこ 評 物が燃えるときには，酸素が必要であることを理解している。

とができる。 （知①）

７ ・物が燃えると，空気 ・ろうそくを燃やす前と燃やした後の瓶の空気には，どのような違い
・ 中の酸素の一部が使 があるか予想する。
８ われて減り，二酸化 ・石灰水や気体検知管を使ってろうそくを燃やす前と燃やした後のペ

炭素が増えることを ットボトルの空気の違いを調べる。
理解することができ ・イメージ図などを利用して，燃やす前と燃やした後の空気の変化
る。 を考え，表現する。

評 気体検知管や石灰水などを適切に使って安全に実験を行ってい
る。 （技②）

評 物の燃焼と空気の変化について，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・表③）

評 物が燃えるとき，空気中の酸素が使われて二酸化炭素ができる
ことを理解している。 （知②）

⑨ ・これまで学習したこ ・アルミホイル１枚で，ろうそくの火を燃やし続けるにはどうすれ
との知識を活用し ばよいか，仮説を立て実験をする。
て，ペットボトル内 【活用課題】

本 のろうそくの火を燃 ・イメージ図など利用して，その現象について説明する。
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時 やし続ける方法を推 評 物の燃焼と空気の動きについて，自ら行った実験の結果と予想を
論し，論理的に説明 照らし合わせて推論し，自分の考えを表現している。 （思・表②）
できる。

10 ・空気が入れ替わらな ・空気のあるところとないところで，木や紙を熱する。
い燃焼を，今までの ・炭ができることを確認する。
燃焼と比較して調 評 物の燃焼の仕組みを適用し，身の回りの現象を見直そうとしてい
べ，身の回りの現象 る。 （関②）
を見直すことができ
る。

５ 本時の指導（９／10）
（１）目 標

これまで学習したことの知識を活用して，ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続ける方法を
推論し，論理的に説明できる。

（２）研究仮説とのかかわり

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀
を生き抜く力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
本時までに，物が燃え続けるためには，空気の入れ替えが必要であること，古い空気（燃焼で使

われた空気）は温められて上へ行くこと，物を燃やす働きがあるのは酸素だけで，物を燃やすとき
には一部の酸素が使われて二酸化炭素が増えること，二酸化炭素，窒素には火を消すはたらきがな
いことを学習する。本時では，アルミニウム１枚でペットボトル内のろうそくの火を燃やし続ける
には，どうしたらよいか考える活用課題を設定している。ここでは，燃焼で使われた空気が上へ行
くことと，物を燃やし続けるには，空気の入れ替えが必要であるということの知識を活用して，ア
ルミホイルで空気の入り口と出口の仕切りを作って空気の循環を行うことを推論することができ
る。空気の入り口と出口を作ることで，空気の体積変化によっても空気の入れ替えをできることに
気付かせ，空気中の循環についての理解深化を図っていく。
○活用課題に対する評価基準を明らかにする。
本時の指導にあたり，以下の評価基準を設定した。Ｃ評価になってしまう児童には，理解を深め

るための手立てをうつ。
Ａ評価：ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには，空気の通り道を作ることが必要で

あること，空気の循環が「ものの温まり方」で学習した空気の体積変化によって行われてい
ることについて図を使うなどして，適切に表現している。

Ｂ評価：ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには，空気の通り道を作ることが必要で
あることについて図を使うなどして，適切に表現することができている。

Ｃ評価：なぜそのような現象が起きたのか，解を導き出せない。
（実験結果について書かせて，空気の通り道が必要であることを想起させる。）

仮説２ 伝え合い活動を効果的に取り入れることで，21世紀を生き抜く力を育てることができる。
③ 少人数グループでの話し合い活動を取り入れ，自分の考えを分かりやすく伝え，また相手の考え
を理解し，よりよい解や解決方法を導き出す場面を設定する。
本時では，予想の意見交換は二人組，実験結果の確認は全体，考察は個人で考える。実験では，

試行錯誤を行いながら，失敗の原因や修正点について話し合い，お互いの考えを共有する時間や人
の意見や考えを理解する時間を設け，考えを深められるような場を設定する。また，イメージ図な
どを効果的に取り入れながら説明をさせることで，自分の考えや事象を的確に伝えたり，表現の工
夫をしたりすることができ，話し合いが活発になり，理解がより深まると考える。
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（３）展 開 ◎印は，研究仮説とのかかわり 手（手立て）評（評価）
時配

学 習 内 容 授業の実際と考察 ()は実際に

実際の児童の様子 実際の実験結果 かかった時間

１ 本時の内容を把握する。 ・今までの学習が確認できるように，学習資 ２
・蓋の閉まったペットボトルと，蓋の空いた 料を掲示しておいた。 （３）
ペットボトル内のろうそくの火が消える既 ・児童から出たキーワードを黒板に書き留め
習を確認する。 た。

＜予想される児童の反応＞ 前時の学習のノートを見直して，物を燃
（蓋が閉まっている時） やすために必要な物をキーワードに挙げ，
・消える。 説明することができていた。また，掲示資
・消えるのは，酸素がすぐに無くなってしま 料を再度確認する児童も見られ，発問に対
うからだよ。 して反応が早かった。
（蓋が開いているとき）
＜予想される児童の反応＞
・消える。
・消えるのは，空気の通り道がないからだよ。

２ 本時の課題を把握する。 ・どのようにすればアルミホイルを使って，
ろうそくの火を燃やし続けることができる ８

アルミホイル１枚で，ろうそくの火を燃や かについて個人で考えた後，二人組で話し 個人
し続けるにはどうすればよいのだろうか。 合わせた。 （５）

◎イメージ図を描かせて空気の循環を意識さ ペア
・アルミホイル１枚でろうそくの火が燃え続 せた。 （９）
ける方法を話し合う。 アルミホイルの使い方に悩み，なかなか
・イメージ図を描いて，空気の循環の様子を イメージ図を書き始めないペアが多かっ
発表する。 た。
＜予想される児童の考え＞ 手 方法が思いつかないペアには，ろうそく
・ろうそくの火が燃え続けるためには，空気 が燃えるために必要な空気（酸素）の通り
の通り道を作る必要がある。 道をアルミホイルで作ることを助言した。
・空気の入り口と出口を作って，空気が出入 ・実験の条件をそろえるためにアルミホイル
りできるようにしないといけない。 は，各ペアに1枚とした。破れてしまった
・イメージ図では，空気が入るところと出る 場合は，新しいものと交換した。
ところを確認することができる

・実験の際には，机の上を整理整頓させ，安
全に配慮した。

・空気の通り道を意識させてイメージ図をか
かせた。
空気の通り道を意識している子どもは， 15

３ アルミホイルを使って実験を行う。 アルミホイルを平らで細長い形に変え，空 （13）
・一つの実験毎に結果をイメージ図に描き， 気の入り口と出口を作っていた。意識がで
黒板に貼る。 きていない子どもは，アルミホイルを丸め

たり，ろうそくに巻き付けている様子が見
られた。

◎イメージ図を比較検討し，共通点として空
気の通り道（入り口と出口）を確保してい
ることに気付かせた。

手 共通点が空気の通り道であることに気付
いていない児童には空気の通り道を表す矢
印に注目させた。 10

４ 実験結果を確認する。 （３）
・成功した実験のイメージ図と失敗した実験 ７つのグループが実験に成功し，９つ
のイメージ図を比較検討し，火が燃え続け のグループは時間内にろうそくの火を燃
るためには，空気の通り道が必要であるこ やし続ける方法を見つけることができな
とを確認する。 かった。また誤答の中には，空気の通り
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５ 実験結果から考察し，まとめる。 道を意識できていない図も含まれていた。 10
（７）

物が燃え続けるためには，空気が入れ替わ ・区別がつくように成功したイメージ図と失
ることが必要だから，アルミホイルを使っ 敗したイメージ図を分けて貼った。
て，空気の通り道（入り口と出口）を確保 ・上手くいかなかった実験のイメージ図も振
するとよい。温められた空気が上昇して， り返り，どのように改善できるか考えた。
ペットボトルの外へ出て，冷えた空気がペ 評 物の燃焼と空気の動きについて，行った
ットボトルの中に入ることで空気の入れ替 実験の結果と予想を照らし合わせて推論
えを行っている。 し，自分の考えを表現している。

（思・表②）
（ノート・説明資料）

６ 本時の成果（○）と課題（●）

仮説１ 習得した知識・技能を活用して課題を解決する学習活動を取り入れることで，21世紀型
能力を育てることができる。

① 習得した知識・技能を適用させる活用課題を設定する。
本時までに，物が燃え続けるためには，空気の入れ替えが必要であること，古い空気（燃焼で使

われた空気）は温められて上へ行くこと，物を燃やす働きがあるのは酸素だけで，物を燃やすとき
には一部の酸素が使われて二酸化炭素が増えること，二酸化炭素，窒素には火を消すはたらきがな
いことを学習する。本時では，ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるには，どのような工
夫が必要であるかについて，アルミホイルを使って考える活用課題を設定している。ここでは，燃
焼で使われた空気が上へ行くことと，物を燃やし続けるには，空気の入れ替えが必要であるという
ことの知識を活用して，アルミホイルで空気の入り口と出口の仕切りを作って空気の循環を行うこ
とを推論することができる。このことによって，空気の入り口と出口を作ることで，空気の体積変
化によっても空気の入れ替えを行えることに気付かせ，空気中の循環についての理解深化を図って
いく。

○ペットボトルの中のろうそくの火を燃やすために必要な条件を思い起こして，アルミニウム１枚
を使って空気の通り道を作り，実験を行うことができた。

○空気が入れ替わる様子について，温かい空気は上へ，冷たい空気が下に行くという事象を使って
説明することができた。

●授業の導入で説明が多くなってしまい，時間がかかってしまった。言葉を吟味する必要があった。
●ろうそくの火が燃え続ける条件を整理させるため，予想の時間をしっかりと確保し，考えをもたせ
てから実験を行わせる必要があった。

７ 評価について
（１）本時の評価規準（科学的な思考・表現②）

物の燃焼と空気の動きについて，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。

（２）評価技法と評価規準
〈評価技法〉

アルミホイル１枚でペットボトルの中のろうそくの火を燃やし続ける方法について，実験の結
果をもとに考察し，物の燃焼と空気の動きの仕組みを理解しているかどうかを児童のノートの
記述から分析した。

〈評価規準〉

ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには，空気の通り道を作ることが必要であ
ること，空気の循環が「ものの温まり方」で学習した空気の体積変化によって行われているとに
ついて図を使うなどして，適切に表現している。 【Ａ評価】

ペットボトル内のろうそくの火を燃やし続けるためには，空気の通り道を作ることが必要であ
ることについて図を使うなどして，適切に表現することができている。 【Ｂ評価】

なぜそのような現象が起きたのか，解を導き出せない。 【Ｃ評価】
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（３）評価の実際
【Ａ評価とするポイント】

上の写真のように，物が燃えるためには，酸素が必要であり，ろうそくの火を燃やし続けるには，空
気の通り道（酸素が火に届く入り口と酸素の進入を阻止しない二酸化炭素の出口）を作ることが必要で
あることを適切に説明している。さらに，４年生の「ものの温まり方」で学習した温められた空気は上
へ上がっていく事象について，触れながら空気の循環の様子を説明することができており，習得したこ
れら２つの知識を生かして考察することができている。また，図を使うことで，空気の循環の様子を適
切に表現することができている。

【Ｂ評価とするポイント】
左の写真のように実験結果から空気の通り道を作る必要性があ

ることについて，記入しているが，温められた空気と冷たい空気
の対流による空気の入れ替えについては記入されていない。また，
空気の通り道をどのようにして作ったのかについても記入し，目
では見ることのできない空気の動きを説明する必要がある。

【Ｃ評価とするポイント】
今回はＣ評価の児童はいなかった。


