
小学校 第６学年  「磁石と電気」    

単元名  「電流のはたらき」 
１ この単元で身に付けさせたい力は何か 

 

  電流を流すと磁石になるおもちゃに興味をもち，電磁石について調べ，そのしくみやはたらきに

ついて考えをもつことができる。 

第３章 各学年の目標と内容 第４節 第６学年 Ｂ物質とエネルギー （３）より 

 

２ この単元事例で解決しようとしている課題はこれだ! 

 

電磁石のはたらきの大きさには，電流の強さや巻き数が関係していることに気づき，電磁石の

はたらきの変化について多面的に調べようとする態度を育てよう。 

 

３ 指導のポイントはこれだ! 

 

 ○ 既習事項との関連に気づかせよう 

・ ３年「磁石に引き付けられる物には，磁石に付けると磁石になるものがあること」→コイルの中には鉄を 

・ ３年「電気を通す物と通さない物があること」→コイルと鉄心の間には絶縁体（紙・パイプなど）を 

・ ４年「乾電池のつなぎ方を変えると，モーターの回り方が変わること」→電流の向きが変化→極の変化 

   ・ ４年「乾電池の数を変えると，豆電球の明るさが変わること」→電磁石を強力にするためには    等 

○ 電磁石のはたらきを大きくする活動，調べる活動に挑戦させよう 

・ コイルの巻き数と電流を強さに着目する児童は多い。また鉄心の太さや長さなどを気にする児童が出

てくることもある。教材セットだけに頼らず，それらの声に対応できるような材料を用意しよう。 

・ どうしたら電磁石のはたらきの大きさを調べられるのか，児童にアイデアを出させるようにしよう。それ

を使い，「電磁石大会」のようなゲーム要素を加えることで主体的な取り組みが期待できる。 

○ 「ものづくり」の活動と，身の回りでの使われ方の要素に注目させよう 

   ・ 「電流が流れているときだけ磁石になる」「電流の向きが変わると極が変わる」が大きな二つの要素で

ある。そのどちらを使っているのかを意識させるようにしよう。 

 

４ 実際に授業をしてみましょう 

単元名 「電流のはたらき」     小単元名「コイルに鉄しんを入れたものの性質を調べよう」 

（１） 目標 

① 電流を流すと磁石になるおもちゃに興味をもち，電磁石について調べ，そのしくみやはたらきをとら

えることができるようにする。 

② 電磁石のはたらきを大きくすることに興味をもち，電流の大きさや巻き数を変えて電磁石のはたらき

の変化を多面的に調べ，電流のはたらきについてとらえることができるようにする。 

③ 身の回りの電磁石の利用について調べ，電磁石を利用した道具やおもちゃをつくることができるよう

にする。 



 （２） 学習指導計画（全単元  １３時間） 

時 学習活動 ポイント 主な評価の観点 

第１次  コイルに鉄しんを入れたものの性質を調べよう 

１ ・電磁石を使ったキャッチャーゲー

ムを行い，どんなしくみになってい

るか，分解してつくりを調べる。 

・棒磁石と似ているところと，違うと

ころを考え，話し合う。 

・電流が流れているとき

だけ磁石になっている

ことに注目させ，磁石に

なった原因について考

えさせる。 

□関 電磁石のはたらきに興味をも

ち，進んでそのしくみとはたらきを

調べようとする。 

 

２ 

 

３ 

・コイルをつくり，鉄しんを入れて電

流を流し，鉄を引きつけるか，Ｎ極

やＳ極があるかどうかを調べる。 

・電流の向きが変わる

と，極が変わることの不

思議に気づかせる。 

□技 電磁石をつくり，引きつけるもの

や極性について調べ，その結果を

記録することができる。 

第２次  電磁石のはたらきを大きくしよう 

４ ・電磁石についてまとめ，電磁石

のはたらきを大きくするにはどうし

たらよいかを考え，話し合う。 

・コイルの役割りに気づ

かせ，電流の大きさと，

巻き数に注目させる。 

□思 電磁石のはたらきを大きくする

にはどうしたらよいかを考え，調べ

る方法を計画することができる。 

５ ・電流の強さを計る道具としての電

流計の存在と，その使用方法を知

る。 

・直列であれば，どの位

置でも構わないこと に

気づかせる。 

□技 電流の強さを計るために，電流

計を回路の中に正しく配置するこ

とができる。 

６ 

７ 

・電流を強くしたり，導線の巻き数

をふやしたりして，電磁石のはたら

きの大きさを調べる。  

・電磁石のはたらきの大

きさを調べる方法につ

いても考えさせる。強さ

比べも有効である。 

□技 電磁石のはたらきの大きさを電

流の強さや導線の巻き数を変えて

定量的に調べ，結果をまとめること

ができる。 

８ 

 

 

電磁石は，電流を強くしたり，導線

の巻き数を多くしたりすると，はた

らきが大きくなることをまとめる。 

・強力電磁石の提示も

ここで行うと効果的であ

る。 

□思 電磁石のはたらきの大きさを，

電流の強さや導線の巻き数と関係

づけて考えることができる。 

９ 

 

・電磁石を利用したものの資料を

読み，エネルギーと環境について

考える。 

・電磁石のどの性質を

利用したものかについ

ても考えさせたい。 

□関 身のまわりの電磁石の利用につ

いて調べ，電気エネルギーの有効

利用について考えようとする。 

第３次  電磁石を使った道具やおもちゃをつくろう 

10 

11 

12 

 

・電磁石を使った道具やおもちゃ

を工夫してつくる。 

13 

 

・「学習の整理」を行い，電流のは

たらきについてまとめる。 

・電磁石の性質を生か

した道具やおもちゃを

つくるように指示してお

くことが大切である。 

・電流と磁石の関係に

目を向けるようにする。 

□関 道具やおもちゃづくりに興味を

もち，進んで製作しようとする。 

□技 道具やおもちゃを工夫してつく

ることができる。 

 

 □知  ★ 電流の流れている巻き線（コイル）は鉄しんを磁化させるはたらきがあり，電流の向きが変わると電

磁石の極も変わることを理解する。 

★ 電磁石のはたらきの大きさは，電流の強さや導線の巻き数によって変わることを理解する。 

本時 



 （３）第２時の指導（児童の作業時間を十分に確保するため，６０分授業が望ましい） 

  ① ねらい 

   ・ コイルをつくり，鉄しんを入れて電流を流し，鉄を引きつけるか，Ｎ極やＳ極があるかどうかを調べる。 

  ② 準備物 

   ・単一形乾電池  ・乾電池ホルダー  ・ポリエチレン管  ・エナメル線  ・紙やすり  ・スイッチ 

・ビニル被膜導線   ・各種素材のくぎやねじ  ・ゼムクリップ  ・方位磁針  ・永久磁石 

  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 

前時の復習をする 

 

 

 

 

 

２ 本時の課題を知る 

 

 

 

３ 材料を選択してワ

ークシートに記入し

電磁石をつくる 

 

 

 

４ コイルに電流を流  

し，その結果をワー

クシートにまとめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 結果をもとにして，

全員で話し合う。 

 

６ 気づいたこと・調べ

たいことを記入する 

○ 前時で使ったキャチャーゲーム（教科書

参照）のつくりはどうなっていましたか。 

・コイル（エナメル線を巻いたもの）があった。 

・コイルにくぎを入れた。 

・コイルに電流を流した。 

 

 

 

 

 

○ ポリエチレン管に導線を巻いてコイルを

つくろう。つくったら，なかにくぎやねじを入

れて電流を流してみよう。永久磁石と同じ

はたらきをするだろうか。 

・何を使おうかな？ 

 

○ できあがったら，コイルに電流を流してみ

よう。永久磁石と同じはたらきをするかどう

か確かめてワークシートに記入しよう。 

・くっついた 

・あれ，くっつかないぞ 

・永久磁石と同じだ 

・Ｓ極とＮ極がある 

・ビニル線でもできるんだ。 

・だめなくぎもあるぞ。 

 

 

○ くっつかなかったのはなぜだろう。くぎや

ねじの頭は何極だった。みんな同じかな。 

 

○ 今日の実験で気づいたことや，やってみ

たいと思ったことを記入しよう。 

◇ コイルにくぎを入れ，電

流を流した程度でおさえ

ておく。エナメル線も導線

の一種であることを軽く説

明しておく。 

 

 

 

 

 

◇ ポリエチレン管は共通，

導線はビニル線，エナメ

ル線から選択，くぎやねじ

も各種の素材から選択。

電池はまだつながない。 

 

◇ コイルに電流を流したま

まにしないよう，十分に注

意しておく。 

★ 電磁石をつくり，引きつ

けるものや極性について

調べ，その結果を記録す

ることができる。□技 （ワーク

シート） 

◇ 作業時間を十分に確保

する。 

 

◇ 頭の極がまちまちである

ことに気づかせる。 

 

◇ 記入内容を参考に次時

の授業を構成する。 

コイルをつくり，それにくぎやねじを入れて電流を流してみよう。永久磁石と同じは

たらきをするだろうか 



５ 参考資料 

 （１）板書例（使用するワークシートは板書例に準じる） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）使用する教材の解説 

  ※１ 既習事項と非常に密接な関連をもつ単元である。磁石についての理解（磁石に付くもの，Ｓ極・Ｎ極

の関係，離れていてもはたらく力など），電気についての理解（電気を通すもの，回路，電流の向き，

直列・並列など）について，レディネステストを実施するなどし，児童の実態を把握したうえで指導にあ

たりたい。場合によっては，単元の指導のなかに復習的要素を盛り込む必要がある。 

※２ 実験がうまくいかない原因として，導線のつなぎ目や接点の接触不良，エナメル線の被覆をとるの

が不完全，そして電池切れが上げられる。接触不良を少なくするためには初期段階での結線の指導

が大切である。エナメル線の被覆をとるときには必ず目で確認させるようにしたい。電池切れについて

はバッテリーチェッカーを用意し，実験前に確認するようにする。 

  ※３ 巻き数を増やすことにより，電磁石のはたらきが大きくなることを確かめるときには，必ず長さを一定

（およそ４メートル）にし，巻き数の少ないほうのエナメル線を余すようにする。長さを一定にしないで，

単純に巻き数の違いだけで実験すると，巻き数は多いのにはたらきが小さいということもおこり得る。 

  ※４ 巻き数や，乾電池の個数を増やしたときに，電磁石のはたらきが，それらと比例して増えると考える

子どももいる。実験結果を表にまとめるなどして，それらの考えの修正を図るようにする。 

※５ ものづくりを効果的に行うためには，導入段階からものづくりをすることを児童に知らせておき，構想

を練ったり，素材を集めたりする時間を十分に確保しておくことが必要である。各小単元の指導中も，

ものづくりについて触れることにより，児童の興味関心を高めることができる。 

 

（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。（本事例集の中学校第２学年

を参照） 

また，電磁石を磁界という視点からとらえ直すとともに，発熱・発光といった電流の別のはたらきについて

も学習することになる。 

 
コイルにくぎを入れて電流を流してみよう。永久磁石と同じはたらきをするだろうか 
 
選んだ導線 
 ・ビニル線 
 ・エナメル線 
 
選んだしん 
 ・鉄のくぎ 
 ・真鍮のくぎ 
 ・ 
 ・ 

その結果は？ 

くっついたものは？ 
・鉄のくぎ 

 ・真鍮のくぎ 
 ・ 
 ・ 
頭は何極？ 
 ・Ｎ極 
 ・Ｓ極 

気づいたこと 

調べたいこと 


