
  回路のつなぎ方や，回路につなぐ物についての見方や考え方をもつようにするとともに，

乾電池や豆電球，導線を使ったものづくりを通して，電気の回路について興味・関心をもって

追究する態度を育てよう。 

乾電池に豆電球などをつなぎ，電気を通すつなぎ方や電気を通す物を調べ，電気の回路

についての考えをもつことができる。 

第３章  各学年の目標と内容  第１節  第３学年   B 物質とエネルギー（２）より 

○ 「比較する」能力の育成に重点をおこう 

→ 児童自らが「比べる」という手法を積極的に用いるような場を設定しよう。 
   ・「豆電球が点灯するつなぎ方」と「点灯しないつなぎ方」の比較 
   ・「電気を通す物」と「電気を通さない物」の比較 
○ 「ものづくり」を行いながら回路や電気を通す物についての見方や考え方を深めていこう 

→ 豆電球の明かりを利用したものづくりの場を設定しよう。 
   ・応用製作としての懐中電灯などのおもちゃづくり   
   ・電気を通す物と通さない物を見分ける活動に使用するテスターづくり 等 
○ 次単元「磁石につけよう」との関連を大切にしよう 

→ 電気の性質と磁石の性質との違いを意識させるような場を設定しよう。 
   ・電気を通す物（金属）と磁石に付く物（金属の仲間の鉄）との比較 

 ・回路が切れていると流れない電気，物と離れていても働く磁力 等 

【ポイントを押さえた指導事例】 

小学校 第３学年 「 電気 」 

単元名 「 明かりをつけよう 」 
１ この単元で身に付けさせたい力は何か 

  

 

 

 

 

２ この単元事例で解決しようとしている課題はこれだ！ 

 

 

 

 

 

３ 指導のポイントはこれだ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実際に授業をしてみよう 

単元名 「 明かりをつけよう 」  

（１）目 標 

  ①身の回りの明かりに興味をもち，豆電球，乾電池，導線をどのようにつなぐと明かりがつくかを比較

しながら調べ，回路ができると明かりがつくことをとらえることできるようにする。 

  ②いろいろな物を回路につないで明かりがつくかを比較しながら調べ，電気を通す物と通さない物を

判別することができる。 

  ③電気の性質や回路の考えを利用したおもちゃなどを工夫して作ることができる。 



   

（２）学習指導計画 

時 学 習 活 動 ポ イ ン ト 主な評価の観点 

第一次   豆電球の明かりをつけよう 

１ 

・豆電球，ソケット付き導線，乾電池

を使って，いろいろなつなぎ方を試

し，明かりのつくつなぎ方を調べる。 

・ページェントの写真や豆

電球を使った懐中電灯な

どを提示し，豆電球の明か

りをつけてみたいという

意欲を引き出す。 

□関 豆電球を点灯させる

ことに興味をもち，進

んで豆電球に明かりを

つけようとする。 

２ 

・豆電球の位置や乾電池の向きを変え

たり導線の長さを変えたりして調べ

る。 

・明かりのつくつなぎ方について話し

合い，明かりのつくつなぎ方，つかな

いつなぎ方についてまとめる。 

・「点灯するつなぎ方」「点

灯しないつなぎ方」を比較

して考えさせるようにす

る。 

□思 明かりがつくときと

つかないときを比較し

て，それらの違いを考

えることができる。 

３ 

・ソケットを外した豆電球のどこに導

線をつなぐと明かりがつくか調べる。 

・ショート回路の危険性，豆電球やソ

ケットの仕組みを理解する。 

・導線２本，導線１本を使

って明かりをつける実験

を通して，回路についての

認識を深めるようにする。 

□技 ソケットを使わずに

導線だけで豆電球を点

灯することができる。 

第二次   電気を通すものを探そう 

４ 

・電気の通り道に釘やクリップをつな

ぎ，明かりがつくかどうか調べる。 

・電気を通すことを調べる道具（テス

ター）を作る。 

・釘やクリップが電気を通

すことに気付かせ，それら

を用いたテスターを作成

し，身の回りにある電気を

通す物を見つけようとす

る意欲をもたせる。 

□関 テスター作りに興味

関心をもち，進んで製

作に取り組もうとす

る。 

５ 

・電気を通す物，通さない物を回路の

一部（テスター）につないで豆電球が

つくかどうか調べ，学習カードにまと

める。 

・磁石の学習との関連をは

かるため，鉄以外の金属

（アルミ，銅など）ででき

た物を入れておくように

する。 

□技 電気を通す物と通さ

ない物について調べ，

記録することができ

る。 

６ 

・実験結果を話し合い，金属は電気を

通すことを理解する。 

・はさみ，クリップなどの

ように複数の材質ででき

ている物を取り上げ，物の

名前ではなく材質に目を

向けさせるようにする。 

□知 物には電気を通す物

と通さない物があるこ

とが分かる。 

第三次   乾電池と豆電球を使ったおもちゃをつくろう 

７～

９ 

・スイッチや明かりのつくおもちゃを

工夫して作る。 

・作りたいものの設計図を

描かせ，どんな材料をどこ

に使ったらよいか考えさ

せるようにする。 

□技 明かりのつくおもち

ゃを自分なりに工夫し

て作ることができる。 

 



  （３）第１・２時の指導（できれば２時間連続で行うことが望ましい） 

     ①ねらい 

       ・豆電球と乾電池をつないで明かりをつけることに興味をもち，進んで明かりをつけよう

とする。 
・電気の通り道が一つの輪になっていると電球がつくという見方や考え方ができるように

する。 
     ②準備物 
       ・豆電球，ソケット付き導線，乾電池（以上人数分），ページェントの写真，懐中電灯 
     ③指導過程 

学 習 活 動 主な発問と予想される児童の反応 ◇留意点   ★評価の観点 

１「光のページェント」の写

真や懐中電灯の光などを見

る。 
 
２ 明かりをつけるために，

必要なものを考える。 
 

 

３ 乾電池，豆電球，導線を

使って，明かりをつける。 
 
４ 明かりをつける活動を行

いながら，「明かりがつくつ

なぎ方」「明かりがつかない

つなぎ方」を学習カードに記

録し，黒板に貼る。 

 

 

 

 

 

５ 明かりがつくつなぎ方と

つかないつなぎ方を比べ，ど

のようにしたら明かりがつ

くか話し合う。 

 

６ 話し合いで出てきたつな

ぎ方をもう一度試してみて

明かりがつくつなぎ方を確

認する。 

・ページェントの明かりはとてもき

れい。 

・豆電球がたくさん光っているんだ。 

 

・豆電球，乾電池，線（コード），

スイッチ  ソケット 等 
 
 
・明かりつけるには…。 
・あれ，つかないぞ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・乾電池の＋極と－極に導線がつな

がっている。 
・乾電池の向きや豆電球の位置，導

線の長さは関係ないようだ。 
 
・電気の通り道が一つの輪になって

いると豆電球がつく。 
・明かりがつかないときは導線が離

れているか豆電球がゆるんでいる。 

◇ページェントや懐中電灯
の明かりは，小さな豆電球が
光っていることを確認し，明
かりをつけることに興味を
もたせる。 
 

・「導線」「乾電池」「＋極，
－極」「ソケット」など，一
つ一つ名称を確認する。 
 

 

★明かりをつけることに興

味をもち，進んで豆電球に明

かりをつけようとする。 
□関 （行動観察） 

◇ソケットを使って明かり

をつけることができた児童

には，乾電池の向きや豆電球

の位置が点灯に関係がある

か調べさせる。 
★「明かりがつくつなぎ方」

「明かりがつかないつなぎ

方」をカードに記録すること

ができたか。 
□技 （学習記録） 

◇乾電池の＋極→導線→ソ

ケット→豆電球→ソケット

→導線→－極という電気の

通り道を指でなぞらせる。 
 
★明かりがつくときとつか

ないときを比較して，それら

の違いを考えることができ

る。      □思 （学習記録） 

豆電球とかん電池をつないで，明かりをつけてみよう。どのようにつなげばよいだろう。 

つかないつなぎ方 

 

明かりがつくつなぎ方 

 

  



５ 参考資料 

  （１）板書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）使用する教材についての解説 

＊１  乾電池はできるだけ新しいものを用意する。容量を調べることができるように，バッテ

リーチェッカーを用意しておくとよい。アルカリ乾電池は子どもがショート回路にする

と発熱や液漏れが起こりたいへん危険である。マンガン電池で実験した方が安全である。 

＊２  導線は被覆されている部分（ビニール）を簡単に爪ではがせるタイプがよい。 

＊３  豆電球は，1.5V 用でよいが，児童はすぐに２つの電池をつないでしまう。フィラメント

切れを心配する場合，発展学習として乾電池２個を扱う場合は，2.5V 用を用いるとよい。 

＊４  豆電球の明かりを明るくすることに興味をもつ児童は，乾電池を数個つなげてしまうこ

とがある。フィラメントが焼き切れてしまうので，予備の豆電球は必ず用意しておく。 

＊５  金属でできた缶などを「磨く」活動を取り入れるようにする。（塗装の除去） 

＊６  次単元「じしゃくにつけよう」との関連をはかるためには，次の点をしっかり押さえる

ようにしたい。 

      ・電気を通す物を調べる場合，銅や鉄，アルミニウム，しんちゅうなどのいろいろな金

属を扱っておく。そのことが鉄だけが磁石に引き付けられるという発見につながる。 

      ・回路が少しでも切れていると，電気は流れなくなり豆電球の明かりはつかないことを

強調しておく。導線の接点に目を向けさせるには，数本の導線を使って大きな回路を

つくらせるとよい。豆電球の明かりがつかなければ，線のつなぎ目を確認するように

なる。磁石は電気と違って，離れていても力が働くことに興味をもつようになる。 

 ＊７  導線をコンセントに差し込まないように，十分注意させるとともに，できればガムテー

プなどでコンセントをふさいでおくとよい。 

 

（３）中学校との関連 

      これらの学習は，中学校第２学年での「電流とその利用」につながることになる。そこで

は，電圧，抵抗などの新しい概念を得るとともに，オームの法則について学習することにな

る。 

豆電球とかん電池をつないで，明かりをつけて

みよう。どのようにつなげばよいだろう。 

明かりがつくつなぎ方 明かりがつかないつなぎ方 
・乾電池の向き × 
・導線の長さ × 
・豆電球が上，下 × 
          左，右 
○つくとき 

乾電池の＋極→導線→

ソケット→豆電球→ソケ
ット→導線→－極 
 
○一つの輪のようにつな

がっていると電気の通り

道ができ，豆電球に明か

りがつく。 


