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〔理科〕

１ 理科のねらい

(1) 理科の目標

自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うことな

どを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能

力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解を図り、観察、実験などに関する基本的な技能を身

に付けるようにする。 〔知識及び技能〕

(2) 観察、実験などを行い、問題解決の力を養う。 〔思考力、判断力、表現力等〕

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う。

〔学びに向かう力、人間性等〕

ア 「自然に親しみ」について

「自然に親しむ」とは、児童が関心や意欲をもって対象と関わることにより、自ら問題を見い

だし、それを追究していく活動を行うとともに、見いだした問題を追究し、解決していく中で、

新たな問題を見いだし、繰り返し自然の事物・現象に関わっていくことを含意している。児童に

自然の事物・現象を提示したり、自然の中に連れて行ったりする際には、児童が対象である自然

の事物・現象に関心や意欲を高めつつ、そこから問題意識を醸成し、主体的に追究していくこと

ができるように意図的な活動の場を工夫することが必要である。

イ 「理科の見方・考え方を働かせ」について

「見方・考え方」は資質・能力を育成する過程で児童が働かせる「物事を捉える視点や考え方」

であること、更には教科等ごとの特徴があり、各教科等を学ぶ本質的な意義や中核をなすもので

ある。

学習指導要領解理科編では、問題解決の過程における自然の事物・現象をどのような視点で捉

えるかという「見方」について、領域における特徴的な視点を以下のように整理している。

・エネルギー領域…主として量的・関係的な視点で捉えること

・粒子領域…主として質的・実体的な視点で捉えること

・生命領域…主として多様性と共通性の視点で捉えること

・地球領域…主として時間的・空間的な視点で捉えること

※上記の特徴的な視点はそれぞれ領域固有のものではなく、他の領域においても用いられる視

点であることや、これら以外にも、理科だけでなく様々な場面で用いられる原因と結果をは

じめとして、部分と全体、定性と定量などといった視点もあることに留意する。

また、問題解決の過程において、どのような考え方で思考していくかという「考え方」につい

ては、学習指導要領解理科編では以下のように整理している。

ウ 「見通しをもって観察、実験を行うことなどを通して」について

「見通しをもつ」とは、児童が自然に親しむことによって見いだした問題に対して、予想や仮

説をもち、それらを基にして観察、実験などの解決の方法を発想することである。
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「観察、実験を行うことなど」とは、 児童が自ら目的、問題意識をもって意図的に自然の事物

・現象に働きかけていく活動である。そこでは、児童は自らの予想や仮説に基づいて、観察、実

験などの計画や方法を工夫して考えることになる。観察、実験などの計画や方法は、予想や仮説

を自然の事物・現象で検討するための手続き・手段であり、理科における重要な検討の形式とし

て考えることができる。 なお、「観察、実験を行うことなど」の「など」には、自然の事物・現

象から問題を見いだす活動、観察、実験の結果を基に考察する活動、結論を導きだす活動が含ま

れる。

エ 「自然の事物・現象についての問題を科学的に解決する」について

「科学的」とは、実証性、再現性、客観性などの条件を検討する手続きを重視するという側面

から捉える。

①実証性----観察、実験などを通して、仮説を検討できること
②再現性----同じ条件下では必ず同じ結果が得られること
③客観性----仮説の実証が多くの人に承認され、公認されること

つまり、「問題を科学的に解決する」ということは、自然の事物・現象についての問題を、実証

性、再現性、客観性などといった条件を検討する手続きを重視しながら解決していくということ

と考えられる。

オ 目標(1)について

児童は、問題解決の過程を通して、あらかじめもっている自然の事物・現象についてのイメー

ジや素朴な概念などを、既習の内容や生活経験、観察、実験などの結果から導きだした結論と意

味付けたり、関係付けたりして、より妥当性の高いものに更新し、自然の事物・現象について、

より深く理解することになる。観察、実験などに関する技能については、器具や機器などを目的

に応じて工夫して扱うとともに、観察、実験の過程やそこから得られた結果を適切に記録するこ

とが求められる。なお、「観察、実験など」の「など」には、自然の性質や規則性を適用したも

のづくりや、栽培、飼育の活動が含まれる。

カ 目標(2)について

学年を通して育成を目指す問題解決の力を以下のように示している。

第３学年…複数の自然の事物・現象を比較し、差異点や共通点を基に、問題を見いだす力

第４学年…自然の事物・現象同士を関係付けたり、自然の事物・現象と既習の内容や生活

経験と関係付けたりして、根拠のある予想や仮説を発想する力

第５学年…自然の事物・現象に影響を与える要因を調べる際に、条件を制御するといった

考え方を用いて、予想や仮説を基に解決の方法を発想する力

第６学年…自然の事物・現象を多面的に考え、自分が既にもっている考えを検討し、より

科学的なものに変容させるといったより妥当な考えをつくりだす力。

キ 目標(3)について

児童は、植物の栽培や昆虫の飼育という体験活動を通して、その意義を児童に振り返らせるこ

とにより、生物を愛護しようとする態度が育まれてくる。 また、植物の結実の過程や動物の発

生や成長について観察したり、調べたりする中で、生命を尊重しようとする態度が育まれてくる。

主体的に問題解決しようとする態度とは、一連の問題解決の活動を、児童自らが行おうとする姿

である。追究の過程では、自分の学習活動を振り返り、意味付けをしたり、身に付けた資質・能

力を自覚したりするとともに、再度自然の事物・現象や日常生活を見直し、学習内容を深く理解

したり、新しい問題を見いだしたりする。このような姿には、意欲的に自然の事物・現象に関わ

ろうとする態度、粘り強く問題解決しようとする態度、他者と関わりながら問題解決しようとす

る態度、学んだことを自然の事物・現象や日常生活に当てはめてみようとする態度などが表れて

いる。小学校理科では、このような態度の育成を目指していくことが大切である。
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(2) 学年の目標

Ａ物質・エネルギー Ｂ生命・地球

① 物の性質、風とゴムの力の働き、光と音の ① 身の回りの生物、太陽と地面の様子についての理

性質、磁石の性質及び電気の回路についての理 解を図り、観察、実験などに関する基本的な技能を

解を図り、観察、実験などに関する基本的な技 身に付けるようにする。

能を身に付けるようにする。 ② 身の回りの生物、太陽と地面の様子について追究

② 物の性質、風とゴムの力の働き、光と音の する中で、主に差異点や共通点を基に、問題を見い

性質、磁石の性質及び電気の回路について追究 だす力を養う。

する中で、主に差異点や共通点を基に、問題を ③ 身の回りの生物、太陽と地面の様子について追究

見いだす力を養う。 する中で、生物を愛護する態度や主体的に問題解決

③ 物の性質、風とゴムの力の働き、光と音の しようとする態度を養う。

性質、磁石の性質及び電気の回路について追究

する中で、主体的に問題解決しようとする態度

を養う。

① 空気、水及び金属の性質、電流の働きにつ ① 人の体のつくりと運動、動物の活動や植物の成長

いての理解を図り、観察、実験などに関する基 と環境との関わり、雨水の行方と地面の様子、気象

本的な技能を身に付けるようにする。 現象、月や星についての理解を図り、観察、実験な

② 空気、水及び金属の性質、電流の働きにつ どに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

いて追究する中で、主に既習の内容や生活経験 ② 人の体のつくりと運動、動物の活動や植物の成長

を基に根拠のある予想や仮説を発想する力を養 と環境との関わり、雨水の行方と地面の様子、気象

う。 現象、月や星について追究する中で、主に既習の内

③ 空気、水及び金属の性質、電流の働きにつ 容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想

いて追究する中で、主体的に問題解決しようと する力を養う。

する態度を養う。 ③ 人の体のつくりと運動、動物の活動や植物の成長

と環境との関わり、雨水の行方と地面の様子、気象

現象、月や星について追究する中で、生物を愛護す

る態度や主体的に問題解決しようとする態度を養う。

① 物の溶け方、振り子の運動、電流がつくる ① 生命の連続性、流れる水の働き、気象現象の規則

磁力についての理解を図り、観察、実験などに 性についての理解を図り、観察、実験などに関する

関する基本的な技能を身に付けるようにする。 基本的な技能を身に付けるようにする。

② 物の溶け方、振り子の運動、電流がつくる ② 生命の連続性、流れる水の働き、気象現象の規則

磁力について追究する中で、主に予想や仮説を 性について追究する中で、主に予想や仮説を基に、

基に、解決の方法を発想する力を養う。 解決の方法を発想する力を養う。

③ 物の溶け方、振り子の運動、電流がつくる ③ 生命の連続性、流れる水の働き、気象現象の規則

磁力について追究する中で、主体的に問題解決 性について追究する中で、生命を尊重する態度や主

しようとする態度を養う。 体的に問題解決しようとする態度を養う。

① 燃焼の仕組み、水溶液の性質、てこの規則 ① 生物の体のつくりと働き、生物と環境との関わり、

性及び電気の性質や働きについての理解を図 土地のつくりと変化、月の形の見え方と太陽との位

り、観察、実験などに関する基本的な技能を身 置関係についての理解を図り、観察、実験などに関

に付けるようにする。 する基本的な技能を身に付けるようにする。

② 燃焼の仕組み、水溶液の性質、てこの規則 ② 生物の体のつくりと働き、生物と環境との関わり、

性及び電気の性質や働きについて追究する中 土地のつくりと変化、月の形の見え方と太陽との位

で、主にそれらの仕組みや性質、規則性及び働 置関係について追究する中で、主にそれらの働きや

きについて、より妥当な考えをつくりだす力を 関わり、変化及び関係について、より妥当な考えを

養う。 つくりだす力を養う。

③ 燃焼の仕組み、水溶液の性質、てこの規則 ③ 生物の体のつくりと働き、生物と環境との関わり、

性及び電気の性質や働きについて追究する中 土地のつくりと変化、月の形の見え方と太陽との位

で、主体的に問題解決しようとする態度を養う。 置関係について追究する中で、生命を尊重する態度

や主体的に問題解決しようとする態度を養う。

第

３

学

年

第

４

学

年

第

５

学

年

第

６

学

年
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２ 内容の取扱い

(1) 内容区分

ア Ａ物質・エネルギー

この内容区分は、身近な自然の事物・現象の中には、時間、空間の尺度の小さい範囲内で直接

実験を行うことにより、対象の特徴や変化に伴う現象や働きを、何度も人為的に再現させて調べ

ることができやすいという特性がある。

イ Ｂ生命・地球

この内容区分は、自然の事物・現象の中には、生物のように環境との関わりの中で生命現象を

維持していたり、地層や天体などのように時間、空間の尺度が大きいという特性をもったりして

いるものがある。

(2) 各学年の内容

ア 第３学年

Ａ物質・エネルギー 主な学習活動 Ｂ生命・地球 主な学習活動

物と重さ 粘土などを使い、物の重さ 身の回りの生物 身の回りの生物の様子
・形と重さ や体積を調べる。 ・身の回りの生物と環 を調べる。
・体積と重さ 境との関わり 身近な昆虫や植物を探

・昆虫、植物の成長と したり育てたりして、
風やゴムの働き 風やゴムで物が動く様子を 体のつくり 成長の過程や体のつく
・風の働き 調べる。 りを調べる。
・ゴムの働き

太陽と地面の様子 日陰の位置の変化や、
光と音の性質 鏡などを使い、光の進み方 ・日陰の位置と太陽の 日なたと日陰の地面の
・光の反射・集光 や物に光が当たったときの 動き 様子を調べる。
・光の当て方と明るさ 明るさや暖かさを調べる。 ・地面の暖かさや湿り
や暖かさ 打楽器などを使い、物の震 気の違い

・音の大小と伝わり方 え方を調べる。

磁石の性質 磁石に付く物や磁石の働き
・磁石に引き付けられ を調べる。
る物

・異極と同極

電気の通り道 乾電池に豆電球などをつな
・電気を通すつなぎ方 ぎ、電気を通すつなぎ方や
・電気を通す物 電気を通す物を調べる。

イ 第４学年

Ａ物質・エネルギー 主な学習活動 Ｂ生命・地球 主な学習活動

空気と水の性質 閉じ込めた空気及び 人の体のつくりと運動 人や他の動物の体の動きを
・空気の圧縮 水に力を加え、その ・骨と筋肉 観察したり資料を活用した
・水の圧縮 体積や圧し返す力の ・骨と筋肉の働き りして、骨や筋肉の働きを

変化を調べる。 （関節の働きを含む） 調べる。

金属、水、空気と温 金属、水、空気を温 季節と生物 身近な動物や植物を探した
度 めたり、冷やしたり ・動物の活動と季節 り育てたりして、季節ごと
・温度と体積の変化 して、それらの変化 ・植物の成長と季節 の動物の活動や植物の成長
・温まり方の違い の様子を調べる。 を調べる。
・水の三態変化

天気の様子 １日の気温の変化や水が蒸
・天気による１日の気温の 発する様子などを観察し、

電流の働き 乾電池や光電池に豆 変化 天気や気温の変化、水と水
・乾電池の数とつな 電球やモーターなど ・水の自然蒸発と結露 蒸気の関係を調べる。
ぎ 方 をつなぎ、乾電池の

働きを調べる。 月と星 月や星を観察し、月の位置
・月の形と位置の変化 と星の明るさや色及び位置
・星の明るさ、色 を調べる。
・星の位置の変化

雨水の行方と地面の様子 校庭などで、地面の傾きを
・地面の傾きによる水の流 調べたり、虫眼鏡で粒の大
れ きさを調べたり、粒の大き

・土のす部の大きさと水の さの違いによる水のしみ込
しみ込み方 み方の違いを調べる。

【小学校・理科】



- 30 -

ウ 第５学年

Ａ物質・エネルギー 主な学習活動 Ｂ生命・地球 主な学習活動

物の溶け方 物を水に溶かし、色 植物の発芽、成長、結実 植物を育て、植物の発芽、
・水に溶ける物の量 が均一に広がること ・種子の中の養分 成長及び結実の様子を調べ
・水の温度や量と物 水の温度や量による ・発芽の条件 る。
のとける量 溶け方が違うことを ・成長の条件

・重さの保存 調べる。 ・植物の受粉、結実

振り子の運動 おもりを使い、おも 動物の誕生 魚を育てたり、人の発生に
・振り子の運動 りの重さや糸の長さ ・卵の中の成長 ついての資料を活用したり

などを変えて振り子 ・水中の小さな生物 して、卵の変化の様子や水
の動く様子を調べる。 ・母体内の成長 中の小さな生物を調べる。

電流の働き 電磁石の導線に電流 流水の働きと土地の変化 地面を流れる水や川の様子
・鉄心の磁化、極の を流し、電磁石の強 ・流れる水の働き を観察し、流れる水の速さ
変化 さの変化を調べる。 ・川の上流下流による川 や量による働きの違いを調

・電磁石の強さ 原の石の大きさと形 べる。
・雨の降り方と増水

天気の変化 １日の雲の様子を観測した
・雲と天気の変化 り映像などを活用したりし
・天気の変化の予想 て、雲の動きなどを調べる。

エ 第６学年

Ａ物質・エネルギー 主な学習活動 Ｂ生命・地球 主な学習活動

燃焼の仕組み 物を燃やし、物や空 人の体のつくりと働き 人や他の動物を観察した
・燃焼の仕組み 気の変化を調べる。 ・呼吸 り資料を活用したりして、

・消化・吸収 呼吸、消化、排出及び循
水溶液の性質 いろいろな水溶液を ・血液循環 環の働きを調べる。
・酸性、アルカリ性、 使い、その性質や金 ・主な臓器の存在
中性 属を変化させる様子 （肺、胃、小腸、大腸、

・気体が溶けている水 を調べる。 肝臓、腎臓、心臓）
溶液

・金属を変化させる水 植物の養分と水の通り道 植物を観察し、植物体内
溶液 ・でんぷんのでき方 の水などの行方や葉で養

・水の通り道 分をつくる働きを調べる。
てこの規則性 てこを使い、力の加
・てこのつり合いと重 わる位置や大きさを 生物と環境 動物や植物の生活を観察
さ 変えて、てこの仕組 ・生物と水、空気とのかか したり、映像や模型、図

・てこのつり合いの規 みや働きを調べる。 わり 書などの資料を活用した
則性 ・食べ物による生物の関係 りして、生物と環境との

・てこの利用（身の回 ・人と環境 かかわりを調べる。
りにあるてこを利用
した道具） 土地のつくりと変化 土地やその中に含まれる

・土地の構成物と地層の広 物を観察し、土地の作り
がり やでき方を調べる。

電気の利用 手回し発電機や光電 ・地層のでき方と化石
・発電（光電池）蓄電 池などを使い、電気 ・火山の噴火や地震による
・電気の変換 の利用の仕方を調べ 土地の変化
・電気による発熱 る。
・電気の利用（身の回 月と太陽 月と太陽を観察し、月の
りにある電気を利用 ・月の見え方と太陽の位置 位置や形と太陽の位置を
した道具） ・月の表面の様子 調べる。

３ 理科の学習指導

(1) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の視点

ア 主体的な学びについて

・自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって観察、実験などを行う学習

・観察、実験の結果を基に考察を行い、より妥当な考えをつくりだす学習

・自らの学習活動を振り返って意味付けたり、得られた知識や技能を基に、次の問題を発見し

たり、新たな視点で自然の事物・現象を捉えようとしたりする学習

イ 対話的な学びについて

・あらかじめ個人で考え、その後、意見交換したり、根拠を基にして議論したりして、自分の

考えをより妥当なものにする学習

ウ 深い学びについて

【小学校・理科】
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・「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程を通して学ぶことにより、理科で育成

を目指す資質・能力を獲得する学習

・様々な知識がつながって、より科学的な概念を形成することに向かう学習

・新たに獲得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考え方」を、次の学習や日常生活など

における問題発見・解決の場面で働かせる学習

(2) 基本的な学習指導過程
理科の学習は、下記のような５つの過程で学習指導を組み立てる。この学習指導過程は、学習

内容によって１単位時間で完結する場合と２単位時間以上の連続になる場合がある。

過程 学 習 活 動 指導上の留意点

１ 事象とかかわり学習問題を立てる。 ○対象と関わらせたり、ある事象を提
既習経験 自然の事物・現象 示したりしながら既習経験と比較さ
学習のめあて せ、ズレや矛盾を起こさせる。

○○のしくみについて、△△から探ろう。
○○と△△の関係について、□□して調べよう。など

２ めあてに対して予想、方法などの自分の見通しを立 ○予想や必要な情報を与える。
てる。 ○予想に応じた観察、実験を紹介する。

【予想】～だろう。それは～だからだ。 ○児童の調べる方法に応じた観察、実
【方法】～な方法で調べると、～な結果が出るはず。 験の場を設定する。

３ 見通しにしたがって観察、実験を行う。 ○実験結果を記録し処理する表やグラ
実験結果を表やグラフなどを使ってまとめる。 フなどの学習プリントを準備する。

４ 互いの結果を比較したり、関係付けたりして結論を ○互いの結果や結論が分かるような図
導出する。 表等を提示する。
まとめ ○追究の過程を振り返ることができる

・事象の性質や規則性など 掲示物や学習ノートを提示する。

○予想と結論を照らし合わせ、考えを付加・修正する。

５ 次時の学習について話し合う。 ○次時につながる事象を提示する。

(3) 学習指導上の留意点

ア 安全に配慮した器具の正しい操作と観察、実験の指導

・実験の際は原則として椅子を実験台の中に片付けさせ、立って実験を行わせる。

イ 授業の問題点を探り、教材・教具の完全整備を目指す予備実験の実施

・予備実験を必ず行い、実験の安全性と手順を確認し、最適な状態や失敗の原因を把握する。

ウ 意欲を持続させる計画的な継続観察、実験の配慮

・観察の様子を写真に残したり、観察記録にコメントしたりして粘り強く指導する。

エ 自然に親しみ、興味・関心をもたせる理科コーナーや地域教材の活用

・季節に応じて、野外観察のできる場所と内容を把握する。

４ 評価の観点とその趣旨

観点 自然事象への関心・意欲・態度 自然事象についての知識・理解科学的な思考･表現 観察･実験の技能

自然に親しみ、意欲 自然の事物･現象から問題を見出 自然の事物･現象を観察し、 自然の事物･現象の性
趣 をもって自然の事物･ し、見通しをもって事象を比較し 実験を計画的に実施し、器 質規則性、相互の関係

現象を調べる活動を たり、関係付けたり条件に着目し 具や機器などを目的に応じ などについて実感を伴
旨 行い、自然を愛そう たり、推論したりして調べること て工夫して扱うと共に、そ って理解している。

とすると共に生活に によって得られた結果を考察し表 れらの過程や結果を的確に
活かそうとする。 現して、問題を解決している。 記録している。

評価規準を設定する際は、評価の観点の趣旨を踏まえ、単元の指導のねらい、学習活動等に

応じて適切な単元の評価規準を設定する必要がある。

※評価の観点について、新学習指導要領移行後は、資質・能力の三つの柱に対応して、「知識・技能」「思考

・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３つとなる。
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