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教  科  書

観察・実験の技能【技】

　自ら考え，見通しをもって主体的に観
察，実験を行い，化学的に探求する技
能を身につけている。

関 思 技 知

○

日常生活を支える物質に関心をもち，
化学が人間生活に果たしている役割
について，意欲的に探究しようとする。
（行動観察）

○

物質のはたらきには有効性がある反
面，危険性もある。適切な評価に基づ
き，化学が果たしている役割について
考察できる。（提出課題，定期考査）

○

生活を支える物質である金属やプラス
チック，洗剤や食品添加物の性質を調
べる実験を通して，物質の物理的性質
や化学的性質を調べることができる。
（行動観察，提出課題，定期考査）

○

金属・プラスチックの製造や再利用，洗
剤や食品添加物の有効性と危険性に
ついての知識を身につけている。（定
期考査）

○

物質の構造や性質，粒子の熱運動と
粒子間に働く力に関する事象に関心を
もち，意欲的に物質を探究しようとす
る。（行動観察）

○

身近な物質の分離や元素の確認など
の実験から，単体や化合物・混合物に
ついて考察できる。また，物質の状態
変化がおきることを，粒子の熱運動と粒
子間に働く力の関係から説明すること
ができる。（提出課題，定期考査）

○

身近な物質の分離・精製，炎色反応な
どの元素の確認実験など，安全に留意
して基本的な実験操作を行うことがで
きる。（行動観察，提出課題，定期考
査）

○

化学的に探究する方法の基礎を理解
するとともに，粒子の熱運動と三態との
関係を理解し，物質についての微視的
な見方や考え方を身につけている。
（定期考査）

○

物質を構成する原子の構造や，元素
の性質に興味を持ち，元素の性質が
周期的に変わることを探究しようとす
る。（行動観察）

○

原子は原子核と電子からなっていて，
価電子が物質の性質を決めていること
を，推論できる。導いた考えを的確に
表現できる。
（提出課題，定期考査）

○

単体の性質を確かめる実験を行い，原
子の電子配置と周期表の属や周期と
の関係を探究することができる。（行動
観察，提出課題，定期考査）

○

原子の構造についての知識を身につ
け，元素の周期性について最外殻電
子数と関連付けて理解している。（定期
考査）
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5 １章　物質と化学結合
　１節　物質の探究

・物質の分離・精製や元素の確認な
どの実験を通して，単体，化合物及
び混合物について理解するととも
に，実験における基本操作と物質を
探究する方法を身に付ける。

・粒子の熱運動と温度及び物質の
三態変化との関係について理解す
る。

・身近な物質を取り上げ，物質の
分離・精製や元素の確認などの
実験を通して，単体や化合物，混
合物について理解させるととも
に，基本的な実験操作及び物質
を探究する方法を身につけさせ
る。

・粒子の熱運動よ粒子間に働く力
との関係により，物質の状態変化
が起こることを理解させる。

6
前
　
期

4 序章　化学と人間生活
　物質の製造
　物質の利用
　物質の性質と役割

・日常生活や社会を支える物質の利
用とその製造の例を通して，化学に
対する興味・関心を高める。

・日常生活や社会において物質が
適切に使用されている例を通して，
化学が果たしている役割を理解す
る。

・生活を支える物質として，その特
性を生かして使われている金属
やプラスチックが，様々な化学の
研究成果に基づいて製造されて
いることや再利用されていることを
学び，物質を対象とする学問であ
る化学への興味・関心を高め，化
学の学習の動機付けとする。

・洗剤や食品添加物など日常生
活や社会で使われる物質に注目
させ，これらの物質の化学的な働
きを理解させるとともに，有効性と
危険性の評価に基づいた適切な
使用量について考察させ，化学
が果たしている役割を理解させ
る。

・化学と人間生活に関する学習活
動と関連させながら，観察，実験
を通して，情報の収集，仮説の設
定，実験の計画，実験による検
証，実験データの分析・解釈など

１章　物質と化学結合
　２節　物質の構成粒子

・原子の構造及び陽子，中性子，電
子の性質を理解する。

・元素の周期律及び原子の電子配
置と周期表の族や周期との関係に
ついて理解する。

・原子の構造及び陽子，中性子，
電子の性質を理解させる。
・元素の周期律及び原子の電子
配置と周期表の族や周期との関
係について理解させる。

趣    旨
　日常生活や社会との関連を図りなが
ら，物質とその変化への関心を高め，
それらを積極的に探究しようとする。

　身近な物質とその変化の中から問題
を見いだし，研究する過程を通して，
化学的に正しく判断し，的確に表現で
きる。

　観察，実験などを通して，化学の原
理・法則を見いだすとともに，基本的な
概念を身につけている。

学
期

月 学習内容 学習活動・学習のねらい
評価の観点

評価規準（評価方法） 備考
時
数

教科の目標
　自然の事物・現象に対する関心や探究心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に探究する能力と態度を育てるとともに自然の事物・現
象についての理解を深め，科学的な自然観を育成する。

科目の目標
　日常生活や社会との関連を図りながら物質とその変化への関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，化学的に探究する能力と態度を育てる
とともに，化学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や考え方を養う。

評価の観点 関心・意欲・態度【関】 思考・判断・表現【思】 知識・理解【知】
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○

身近なイオン結晶の構成を探究しよう
とする。（行動観察）

○

イオン結晶について，その性質をイオ
ン結合と関連づけて考察することがで
きる。また，導いた考えを的確に表現で
きる。（提出課題，定期考査）

○

物質の性質を確かめる実験を通して，
イオン結晶の基本的な性質を調べるこ
とができる。（行動観察，提出課題，定
期考査）

○

イオン結合とイオン結晶について，基
本的な概念や原理･法則を理解し，身
につけている。（定期考査）

○

身近な分子結晶や，共有結合の結
晶，高分子化合物の構成を探究しよう
とする。（行動観察）

○

分子結晶や共有結合の結晶，高分子
化合物について，その性質を共有結
合や分子間力と関連づけて考察するこ
とができる。また，導いた考えを的確に
表現できる。（提出課題，定期考査）

○

物質の性質を確かめる実験を通して，
分子結晶や共有結合の結晶，高分子
化合物の基本的な性質を調べることが
できる。（行動観察，提出課題，定期考
査）

○

共有結合と分子や共有結合の結晶，
高分子化合物について，基本的な概
念や原理･法則を理解し，身につけて
いる。（定期考査）

○

身近な金属結晶の構成を探究しようと
する。（行動観察）

○

金属結晶について，その性質を金属
結合と関連づけて考察することができ
る。また，導いた考えを的確に表現でき
る。（提出課題，定期考査）

○

物質の性質を確かめる実験を通して，
金属結晶の基本的な性質を調べること
ができる。（行動観察，提出課題，定期
考査）

○

金属結合と金属結晶について，基本的
な概念や原理･法則を理解し，身につ
けている。（定期考査）

○

身近な物質が原子，分子，イオンなど
の構成粒子からなっていることを探究し
ようとする。（行動観察）

○

イオン結合，金属結合，共有結合でで
きた物質について，その性質を結合の
種類と関連づけて考察することができ
る。また，導いた考えを的確に表現でき
る。（提出課題，定期考査）

○

融点や沸点，溶解性，電気伝導性を
確かめる実験を通して，物質の基本的
な性質を調べることができる。（行動観
察，提出課題，定期考査）

○

物質を構成する粒子の結合について，
基本的な概念や原理･法則を理解し，
身につけている。（定期考査）

２章　物質と化学結合
　４節　粒子の結合と結晶

・結合様式の異なる物質の性質の違
いを実験により比較し，物質の性質
と化学結合の関係について理解す
る。

3

・イオン結合，金属結合，共有結
合と，それらの結合でできた物質
の性質について観察，実験を行
い，物質の性質が化学結合により
特徴付けられることを理解させる。

・物質の構成に関する学習活動と
関連させながら，観察，実験を通
して，情報の収集，仮説の設定，
実験の計画，実験による検証，実
験データの分析・解釈など化学
的に探究する方法を習得させる。 4

前
　
期

6 ２章　物質と化学結合
　１節　イオン結合

・イオンの生成を電子配置と関連づ
けて理解する。

・イオン結合及びイオン結合ででき
た物質の性質を理解する。

・イオン結合でできた物質の性質
については，融点や沸点，溶解
性，電気伝導性などを扱う。

・イオン結合でできた代表的な物
質については，塩化ナトリウム，塩
化カルシウム，炭酸カルシウムな
どを扱い，それらの用途にも触れ
る。

7 ２章　物質と化学結合
　３節　金属結合

・金属結合及び金属の性質を理解
する。

・金属の性質としては，電気伝導
性，熱伝導性，展性，延性，融点
などを金属結合と関連付けて扱
う。

・代表的な金属としては，鉄，アル
ミニウム，銅，水銀などを扱い，そ
れらの用途にも触れる。

4

２章　物質と化学結合
　２節　共有結合

・共有結合を電子配置と関連づけて
理解する。

・分子からなる物質の性質を理解す
る。

・分子からなる物質の性質につい
ては，融点，沸点，溶解性などを
扱い，構成原子の電気陰性度と
関連付けて分子の極性にも触れ
る。

・分子からなる物質の例として，代
表的な無機物質（水素，酸素，窒
素，塩化水素，水，アンモニア，
二酸化炭素など）と，有機化合物
（メタン，エチレン，エタノール，酢
酸，ベンゼンなど）を扱い，これら
の用途にも触れる。

・共有結合の結晶については，黒
鉛，ダイヤモンド，ケイ素，二酸化
ケイ素など，高分子化合物につい
ては，ポリエチレンやポリエチレン
テレフタラートなどを取り上げ，そ
れぞれの構造に触れる。
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前
期
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〇

化学変化の量的関係に興味をもち，意
欲的にその関係を探究しようとする。
（行動観察）

〇

原子量，分子量，式量と物質量及び化
学反応式を理解し，物質量を用いた基
本的な計算ができる。また，実験結果
から化学変化の量的関係を考察でき
る。（提出課題，定期考査）

〇

表やグラフから物質の性質を分析でき
る能力を身につけ，観察，実験の過程
や結果及び数的な処理から自らの考
えを導き出したり，観察，実験報告書を
作成して発表したりできる。（提出課
題，定期考査）

〇

物質を化学式で表せるとともに，原子
量，分子量，式量と物質量についての
知識を身につけている。また，化学変
化の量的関係を把握する方法を理解
し，知識を身につけている。（定期考
査）

〇

酸･塩基，中和反応に関心をもち，日
常生活と関連付けて意欲的に探究しよ
うとする。また，pHを測定して考察する
など，身近な現象と酸･塩基反応を関
連づけて意欲的に探究しようとする。
（行動観察）

〇

観察，実験をもとに，酸・塩基に共通す
る性質を見出すことができる。身近な
酸・塩基反応を，水素イオンの授受に
よる定義を用いて的確に説明すること
ができる。（提出課題，定期考査）

〇

正しく器具を扱い，中和滴定により酸
や塩基の濃度を求める技能を修得して
いる。また，指示薬やpHメータを用い
て，身近な物質のpHを測定することが
できる。（行動観察，提出課題，定期考
査）

〇

酸･塩基の定義を理解し，日常生活と
関連付けて酸･塩基反応を捉えること
ができ，さらに中和滴定の量的関係を
理解している。
pHの便利さと実用性を理解している。
（定期考査）

〇

燃焼や金属の溶解など，身近な酸化
還元反応に興味をもち，それらの共通
性を意欲的に探究する。（行動観察）

〇

酸化還元反応の共通性を見いだし，漂
白剤や電池など，日常生活の現象を
酸化還元反応と関連づけて考察し，自
らの考えで表現することができる。（提
出課題，定期考査）

〇

代表的な酸化剤，還元剤の観察，実
験の報告書を作成し，電子の授受とし
ての規則性を見出すことができる。（行
動観察，提出課題，定期考査）

〇

電子の授受や酸化数の変化から酸化
還元反応を理解し，知識を身につけて
いる。（定期考査）
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３章　物質の変化
　２節　酸と塩基

・酸と塩基の性質及び中和反応に
関与する物質の量的関係を理解す
る。

・酸，塩基の性質や中和反応に
おけるこれらの量的関係について
理解させる。

・酸と塩基に関する学習活動と関
連させながら，観察，実験を通し
て，情報の収集，仮説の設定，実
験の計画，実験による検証，実験
データの分析・解釈など化学的に
探究する方法を習得させる。
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３章　物質の変化
　３節　酸化還元反応

・酸化と還元が電子の授受によること
を理解する。また，酸化還元反応と
日常生活や社会とのかかわりについ
て理解する。

・酸化還元反応が電子の授受に
よって説明できることや，それが
日常生活や社会に深くかかわっ
ていることを理解させる。

・酸化還元反応に関する学習活
動と関連させながら，観察，実験
を通して，情報の収集，仮説の設
定，実験の計画，実験による検
証，実験データの分析・解釈など
化学的に探究する方法を習得さ
せる。

３章　物質の変化
　１節　物質量と化学反応式

・物質量と粒子数，質量，気体の体
積との関係について理解する。

・化学反応式は化学反応に関与す
る物質とその量的関係を表すことを
理解する。

・粒子の数に基づく量の表し方で
ある物質量の概念を導入し，物質
量と質量や気体の体積との関係
について理解させる。

・化学反応式を用いて化学反応
における物質の変化とその量的
関係について理解させる。

・物質量と化学反応式に関する学
習活動と関連させながら，観察，
実験を通して，情報の収集，仮説
の設定，実験の計画，実験による
検証，実験データの分析・解釈な
ど化学的に探究する方法を習得
させる。
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