
小学校 理科

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の基本方針

（１）発達の段階に応じて、児童が知的好奇心や探究心をもって、自然に親しみ、目的意識をもっ

た観察、実験を行うことにより、科学的に調べる能力や態度を育てるとともに、科学的な認識

の定着を図り、科学的な見方や考え方を養うことができるよう改善を図る。

（２）科学的な概念の理解など基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る観点から、「エネ

ルギー」、「粒子」、「生命」、「地球」などの科学の基本的な見方や概念を柱として、子ど

もたちの発達の段階を踏まえ、小・中・高等学校を通じた理科の内容の構造化を図る方向で改

善する。

（３）科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から、学年や発達の段階、指導内容に応じて、例

えば、観察、実験の結果を整理し考察する学習活動、科学的な概念を使用して考えたり説明し

たりする学習活動、探究的な学習活動を充実する方向で改善する。

（４）科学的な知識や概念の定着を図り、科学的な見方や考え方を育成するため、観察、実験や自

然体験、科学的な体験を一層充実する方向で改善する。

（５）理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ、科学への関心を高める観点から、

実社会・実生活との関連を重視する内容を充実する方向で改善を図る。また、持続可能な社会

の構築が求められている状況に鑑み、理科についても、環境教育の充実を図る方向で改善する。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

① 教科目標の改善

・「実感を伴った」を付加した意図は、次の３点 
自然に対する興味・関心を高めること

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着と科学的な思考力・表現力の育成を図ること

理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせ科学への関心を高めること

② 学年目標の改善

・教科の目標で実感を伴った理解を重視していることに伴うもの。

・教科の目標で自然を愛する心情を重視していることに伴うもの。

（２）内容の改善

① 領域構成

・児童の学び方の特性、中学校との接続などを考慮して、領域構成を現行の三つから二つと

する。

中学校
「第１分野」

「第２分野」

◆ 理 科

理科の目標

自然に親しみ、見通しをもって観察、実験などを行い、問題解決の能力と自然を愛す

る心情を育てるとともに、自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り、科学

的な見方や考え方を養う。 

各学年の「Ａ物質・エネルギー」に関する各学年の目標

…ものづくりが位置付いている。

各学年の「Ｂ生命・地球」に関する目標

…生物を愛護する態度や生命を尊重する態度が位置付いている。

【現行教育課程】
「Ａ生物とその環境」
「Ｂ物質とエネルギー」
「Ｃ地球と宇宙」

【新教育課程】
「Ａ物質・エネルギー」

「Ｂ生命・地球」
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② 内容構成

領域 「Ａ物質・エネルギー」 「Ｂ生命・地球」

内容の構成

児童が物質の性質やはたらき、状態の変
化について観察、実験を通して探究した
り、物質の性質などを活用してものづく
りをしたりすることについての指導に重
点を置いた内容の構成。

児童が生物の生活や成長、体のつくり及
び地表、大気圏、天体に関する諸現象に
ついて観察やモデルなどを通して探究し
たり、自然災害などの視点と関連付けて
探究したりすることについての指導に重
点を置いた内容の構成。

系統性につい
ての留意事項

「エネルギー」や「粒子」といった科学
の基本的な見方や概念を柱として内容が
系統性をもつように留意。

「生命」や「地球」といった科学の基本
的な見方や概念を柱として内容が系統性
をもつように留意。

内容の例示
例えば、風やゴムの働き、物と重さ、電
気の利用などを指導。

例えば、自然の観察、人の体のつくりと
運動、太陽と月などを指導。

現行で課題選
択となってい
る内容の指導

振り子… 引き続き小学校で指導
衝突 … 中学校に移行

卵の中の成長 … いずれも
母体内の成長 小学校で指導
地震 … いずれも
火山 小学校で指導

（３）言語活動の充実

① 問題解決の過程

・科学的な知識・技能の確実な定着と科学的な思考力・表現力の育成を図るため、問題解決

の能力を育成する。問題解決の能力を育成するためには、問題解決の過程（予想や仮説の

基に観察、実験などを行い、結果を整理し、相互に話し合う中から結論として科学的な見

方や考え方をもつ過程）を大切にする。

・問題解決の能力の指導に当たっては、以下のことに留意する。

② 観察、実験の記録（適切な考察を行うための基盤）

・児童自ら目的、問題意識をもって意図的に自然の事物・現象にはたらきかけていくことで

児童が事実をとらえ記録する過程を大切にする。考察をするための基盤としての「事実の

記録」を残すことができるよう、観察の視点を明確にする、適切に条件制御を行う、適切

に道具を使用するなど、観察、実験の特徴を踏まえて指導する。

③ 結果の整理

・児童が考察するために、観察、実験の結果を表に整理したり、グラフに処理したりする過

程を大切にする。

④ 考察

・予想や仮説と関係付けながら表やグラフなどを活用し科学的な言葉や概念を使用して考え

たり説明したりするなどの学習活動が、学級の中のグループや学級全体の話し合いの中で

行われ、繰り返されることにより考察が充実し、深まっていくよう指導する。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

＜観察、実験それぞれの特徴＞
・観察…実際の時間、空間の中で具体的な自然の存在や変化をとらえること

視点をもち、周辺の状況にも意識を払いつつ、その様相を自らの諸感覚を通して
とらえようとする活動

・実験…人為的に整えられた条件の下で、装置を用いるなどしながら、自然の存在や変化
をとらえること
自然からいくつかの変数を抽出し、それらを組み合わせ、意図的な操作を加える
中で、結果を得ようとする活動

＜各学年で重点を置いて育成すべき問題解決の能力＞
第３学年…身近な自然の事物・現象を比較しながら調べること
第４学年…自然の事物・現象を働きや時間などと関係付けながら調べること
第５学年…自然の事物・現象の変化や働きをそれらにかかわる条件に目を向けながら調

べること
第６学年…自然の事物・現象についての要因や規則性、関係を推論しながら調べること

・下の学年の問題解決の能力は上の学年の問題解決の能力の基盤となるものであること
・内容区分や単元の特性によって扱い方が異なること
・中学校における学習につなげていくこと
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Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

(1) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の理科の指導に当たっては、そ

れぞれ、現行小学校学習指導要領第２章第４節第２に規定する事項のうち同表の第２欄に掲

げる学年に係る同表の第３欄に掲げる事項を省略し、現行小学校学習指導要領第２章第４節

第２の規定のうち同学年に係る同表の第４欄に掲げる規定は適用しないものとする。

(2) 次の表の第１欄に掲げる年度の同表の第２欄に掲げる学年の理科の指導に当たっては、そ

れぞれ、現行小学校学習指導要領第２章第４節第２に規定する事項のうち同表の第２欄に掲

げる学年に係る同表の第３欄に掲げる事項に、新小学校学習指導要領第２章第４節第２に規

定する事項のうち同表の第２欄に掲げる学年に係る同表の第４欄に掲げる事項を加え、新小

学校学習指導要領第２章第４節第２に規定する事項のうち同学年に係る同表の第５欄に掲げ

る規定を適用するものとする。

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

２Ａ ２Ｂ(2)

２Ｂ ２Ａ(1)及び(2)

２Ａ ２Ｂ(1) ３(3)

２Ｂ(2) ２Ａ(2)ウ

２Ｃ ２Ｂ(3)ア

２Ａ(2) ２Ｂ(2)イ

２Ｂ ２Ａ(3)

２Ａ(1) ２Ｂ(1)エ ３(2)イ

２Ａ(2) ２Ｂ(2)イ、２Ｂ(3)イ

２Ｂ(3) ２Ａ(4)ウ

２Ｃ ２Ｂ(5) ３(5)

２Ａ(2) ２Ｂ(2)イ

２Ｂ ２Ａ(3)

２Ｃ(1) ２Ｂ(4)ア

２Ｃ(2) ２Ｂ(3)イ

２Ａ(1) ２Ｂ(1)エ

２Ａ(2) ２Ｂ(2)イ、２Ｂ(3)イ ３(2)イ

２Ｂ ２Ａ(3)、２Ａ(4)

２Ｃ ２Ｂ(5) ３(5)

平成21年度及び
平成22年度

平成21年度

平成22年度

第３学年

第４学年

第５学年

第６学年

第５学年

第６学年

第１欄 第２欄 第３欄

第３学年 ２Ａ(1)ウ
第４学年 ２Ｃ(2)ア

３(2)

３(4)
第６学年 ３(4)ウ

３(2)

３(4)

第６学年 ２Ｂ(3) ３(4)ウ

第４欄

第５学年 ２Ｂ(2)、２Ｂ(3)イ （ただし，「受精に至
る過程は取り扱わな
い」に関する部分を除
く。）

平成22年度

第５学年 ２Ｂ(2)、２Ｂ(3)イ、
２Ｃ(1)ア

（ただし，「受精に至
る過程は取り扱わな
い」に関する部分を除
く。）

平成21年度及び
平成22年度

平成21年度
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２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

・別紙「３ 具体的な改善事項」及び別添「小学校理科の移行措置について」を参照

（２）学習指導上の留意事項

別添「小学校理科の移行措置について」において、以下の点を踏まえて指導する。

・現行課程（明朝体（細字）は省略）に新課程のゴシック体（太字）を追加して指導する。

・明朝体（細字）の内容に付随する内容の取扱い(内取)は当然適用されない。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 移行期間中の特例を踏まえた指導計画

次の点に留意して、指導計画を作成する。

・移行期間中の特例に示されている省略と付加の内容に十分留意すること。

・追加する内容には、平成元年告示の学習指導要領の内容に類似したものがあるが、扱う内

容の範囲と程度が異なるとともに、内容の系統性という新たな視点が背景としてあるた

め、指導の工夫と改善が必要となること。

② 新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導計画

可能な範囲で、新学習指導要領の趣旨を踏まえた指導計画を作成する。

なお、今回の改訂では授業時数が増加している以上に内容が増加しているわけではないので、

次の点に留意する。

・観察、実験の結果を整理し、予想や仮説と関係付けながら考察を言語化し、表現すること

を一層重視すること。

・理科の学習で学んだ自然の事物・現象の性質や働き、規則性などが実際の自然の中で成り

立っていることに気付いたり、生活の中で役立てられていることを確かめたりすることに

より、実感を伴った理解を図ること。

③ 器具、材料の準備

次の点に留意して、器具、材料の準備を計画的に進め、次年度からの移行措置に備えること。

・「解説」において、「第３章 各学年の目標及び内容」の各学年の「２ 内容」には、送

風機、手回し発電機などの学習活動に必要な器具、材料と学習活動の例がおおよそ示され

ていること。

④ 重視する学習活動

・児童が身近な自然を対象として、自らの諸感覚を働かせ体験を通した自然とのかかわりの

中で、自然に接する関心や意欲を高め、そこから主体的に問題を見いだす学習活動

・児童が見通しをもって観察、実験などを行い、自然の事物・現象と科学的にかかわる中で、

問題解決の能力や態度を育成する学習活動

・児童が観察、実験などの結果を整理し、考察、表現する活動を行い、学んだことを生活と

のかかわりの中で見直し、自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図る学習活動

（２）授業時数

各学年とも、以下のとおりとする。

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年

平成２１年度 ９０ １０５ １０５ １０５

平成２２年度 ９０ １０５ １０５ １０５

平成２３年度（完全実施） ９０ １０５ １０５ １０５

「ここでの指導に当たっては、」に続く部分を熟読すること
「小学校学習指導要領解説理科編（平成２０年６月）」（以下「解説」）において、

「第３章 各学年の目標及び内容」の各学年の「２ 内容」の中にある「ここでの指
導に当たっては、」に続く文章に、「言語活動の充実」を図るための具体的な指導方
法が記述されている。また、他教科との関連、生活との関連、安全への配慮、環境保
全の態度の育成についても記述されている。
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（別紙）

３ 具体的な改善事項

改訂の要点 （ の部分は右欄で説明） 補足点 ・ 強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の基本方針

・発達の段階に応じて、自然に親しみ、目的意識をもっ
た観察、実験を行うことにより、科学的に調べる能力
や態度を育て、科学的な認識の定着を図り、科学的な
見方や考え方を養う。

・基礎的・基本的な知識・理解の確実な定着
小・中・高等学校を通じた内容の構造化

・科学的な思考力・表現力の育成
観察、実験の結果を整理し考察する学習活動、科学
的な概念を使用して考えたり説明したりする学習活
動、探究的な学習活動の充実

・科学的な知識や概念の定着
・科学的な見方や考え方の育成

観察、実験や自然体験、科学的な体験の一層の充実

・理科を学ぶことの意義や有用性の実感
・科学への関心の高揚

実社会・実生活との関連の重視

・持続可能な社会の構築
環境教育の充実

２ 具体的改善事項

・領域構成…「Ａ物質・エネルギー」、「Ｂ生命・地球」
児童の学び方の特性、中学校との接続などを考慮

・「Ａ物質・エネルギー」
「エネルギー」や「粒子」といった科学の基本的な見
方や概念を柱として内容が系統性をもつよう留意

・「Ｂ生命・地球」
「生命」や「地球」といった科学の基本的な見方や概
念を柱として内容が系統性をもつように留意

・観察、実験の結果を整理し考察し表現する学習活動の
重視

児童の科学的な見方や考え方を一層深める。

・各学年で重点的に育成すべき問題解決の能力の見直し
現行の考え方の踏襲と中学校との接続を考慮

・科学的な体験や自然体験の充実
生活科との関連を考慮し、ものづくりなどの科学的
体験や身近な自然を対象とした自然体験の充実

・環境教育の一層の推進
地域の特性を生かし、その保全を考えた学習や、環
境への負荷に留意した学習の充実

「発達の段階に応じて」…学年や校種の段階ではない。
児童生徒のものの見方や考え方に応じて…という意
味。

言語活動の充実
科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から、「言

葉」を重視することが強調されている。

児童の学び方の特性
学び方の特性については、次の二つに整理できる。

・自ら条件を制御して実験を行い、規則性を帰納する。
・一定の視点を意識しながら自然を全体と部分で観察

し、特徴を整理する。

「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」といった科学
的な見方や概念

小・中・高等学校を通じた理科の内容の構造化を図る
ために設けられた柱
例）「エネルギー」という柱は、小学校段階でエネル
ギー概念の定着を図るということではなく、「エネ
ルギー」に関係が深い内容はどれかを示すためにつ
くられたもの

言語活動の充実
科学的な思考力や表現力の育成を図る観点から、観

察、実験において結果を表やグラフに整理し、予想や仮
説と関係付けながら考察を言語化し表現することを一
層重視することが強調されている。

国際的な通用性
学習内容や程度が国際的に通用するよう充実が図ら
れた。

内容の構造化
｢エネルギー｣｢粒子｣｢生命｣｢地球｣などの科学の基本
的な見方や概念を柱とした内容の構造化が図られた。

各学年で重点を置いて育成すべき問題解決の能力
第３学年 比較
第４学年 関係付ける
第５学年 条件制御
第６学年 推論

※推論
現行の「多面的な思考」を含む。いくつかのデータ、
証拠をもとにした思考（若干の「飛躍がある」思考）。

環境教育の一層の推進
教育基本法（第二条 四 生命を尊び、自然を大切に

し、環境の保全に寄与する態度を養うこと）を受けたも
の
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Ⅱ 目標及び内容

１ 今回の改訂の主な特徴

（１）内容の系統性を踏まえた指導の充実

（２）中学校までを見据えた問題解決の能力の育成

（３）言語活動の充実

（４）他教科や生活との関連を図った指導の充実

（５）環境への負荷に留意した学習の充実

２ 具体的な改善の内容

（１）目標

自然に親しみ、見通しをもって観察、実験などを行
い、問題解決の能力と自然を愛する心情を育てるとと
もに、自然の事物・現象についての実感を伴った理解
を図り、科学的な見方や考え方を養う。

「実感を伴った」を付加
意図
・基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着
・科学的な思考力・表現力の育成
・理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会を
もたせ科学への関心を高めること

「実感を伴った理解」とは
・具体的な体験を通して形づくられる理解

児童が自らの諸感覚を働かせて、観察、実験など
の具体的な体験を通して自然の事物・現象について
調べることにより、実感を伴った理解を図ることが
できる。これは、自然に対する興味・関心を高めた
り、適切な考察を行ったりする基盤となるものであ
る。 

・主体的な問題解決を通して得られる理解
自らの問題意識に支えられ、見通しをもって観

察、実験を中心とした問題解決に取り組むことによ
り、一人一人の児童が自ら問題解決を行ったという
実感を伴った理解を図ることができる。これは、理
解がより確かなものになり、知識や技能の確実な習
得に資するものである。

・実際の自然や生活との関係への認識を含む理解
理科の学習で学んだ自然の事物・現象の性質や働

き、規則性などが実際の自然の中で成り立っている
ことに気付いたり、生活の中で役立てられているこ
とを確かめたりすることにより、実感を伴った理解
を図ることができる。これは、理科を学ぶことの意
義や有用性を実感し、理科を学ぶ意欲や科学への関
心を高めることにつながるものと考えられる。

内容の系統性
「解説」の「第３章各学年の目標及び内容」において、
すべての内容の冒頭に、系統性についての記述が付加さ
れた。教師が系統性を踏まえて指導に当たることが求め
られている。

各学年で重点を置いて育成すべき問題解決の能力
第６学年 「多面的な思考」から「推論」とする。
中学校 「分析・解釈」とする。

言語活動の充実
「解説」の「第３章 各学年の目標及び内容」において、
「ここでの指導に当たっては、」に続く文章の中で具体
的に指導の方向が示された。
例）「体の各部にある曲がるところを『関節』という名

称を使用して考察し、適切に説明できるようにする。」

他教科や生活との関連
「解説」の「第３章各学年の目標及び内容」において、
「ここでの指導に当たっては、」に続く文章の中で具体
的に指導の方向が示された。
例）「～を調べる際には、グラフを用いて表したり、変化の特

徴を読み取ったりすることについて、算数科の学習との関連
を図るようにする。生活との関連として、窓ガラスの内側の
曇りなど、身の回りで見られる結露の現象を取り上げること
が考えられる。」

環境の負荷に留意した学習
教育基本法（第二条 四 生命を尊び、自然を大切に

し、環境の保全に寄与する態度を養うこと）を受けたも
の
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（２）内容
○追加する内容

（第３学年）

Ａ（１）物と重さ

粘土などを使い、物の重さや体積を調べ、物の性質
についての考えをもつこと
ア 物は、形が変わっても重さは変わらないこと。
イ 物は、体積が同じでも重さは違うことがあること。

＜解説＞
ア 物の形と重さの関係について、粘土などの身の回
りにある物を広げたり、丸めたりするなどして形を
変え、手ごたえなどの体感を基にしながら重さの違
いを比較する。

また、てんびんを用いたり、自動上皿はかりを用
いたりして重さを数値化することで、物は形が変わ
っても重さが変わらないことをとらえるようにす
る。

イ 体積と重さの関係について、粘土や砂などの身の
回りにある物で、体積を同じにしたときの重さの違
いを、手ごたえなどの体感を基にしながら比較す
る。

また、てんびんを用いて比べたり、自動上皿はか
りを用いて重さを数値化したりすることで、体積が
同じでも物によって重さが違うことをとらえるよ
うにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・物の重さを比較
物の形や重さなどについて体感を通して調べるとと
もに、てんびんや自動上皿はかりを用いて数値化す
る。

・算数科との関連
てんびんや自動上皿はかりの使用や重さの単位

Ａ（２）風やゴムの働き

風やゴムで物が動く様子を調べ、風やゴムの働きに
ついての考えをもつことができるようにする。
ア 風の力は、物を動かすことができること。
イ ゴムの力は、物を動かすことができること。

＜解説＞
ア 風の力で動く物をつくり、風を当てたときの物の

動く様子を比較しながら、風の強さによって物の動
く様子に違いがあることを調べ、風の力は物を動か
すことができることをとらえるようにする。

イ ゴムの力で動く物をつくり、ゴムを引っぱったり、
巻いたりしたときの物の動く様子を比較しながら、
ゴムの元に戻ろうとする力の強さによって物の動く
様子に違いがあることを調べ、ゴムの力は物を動か
すことができることをとらえるようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・風を受けたときやゴムを働かせたときの手ごたえな

どの体感を基にした活動の重視
・風の強さやゴムの伸びなどと物の動きとの関係を表

に整理
→風やゴムの働きについてとらえる。

・風やゴムの力で動く物の動きや動く距離を変えるな
ど活動の目的によって、風やゴムの力を調整

★新内容

・平成元年度版の内容とほぼ同じであるが、扱いが「逆」
になっていることに留意する。

平成元年度の教育課程では、「重さが同じでもかさ
が違うもの」を扱ったが、「体積が同じでも重さが
違うもの」を扱う。（「粒子の保存性」という視点
からの扱い） 

・児童の見方や考え方をよく把握して指導に当たる。
例）同じつみきの重さを同じ台はかりで測定

→「置き方によって重さが変わる」
児童のもっている見方や考え方を把握し、どんな仮説が

表出され、どんな実験を行い、どんな結果からどう考察
し、科学的な見方や考え方を育てるのか構想し、指導に
当たるのが教師の役割である。

・体積…算数でもこの言葉を使う。 
第３学年できちんと概念規定をする必要はない。
第４学年算数科で面積を学習し体積を再定義す
る。 

・算数科の学習との関連
てんびんや自動上皿はかりの使用や重さの単位
算数科…いろいろな単位の指導や物の重さを測定す

る指導が位置付いている。

※算数科の学習との関連
理科と算数科において、学習順序については、とくに
規定はない。

追加する内容における観察、実験で必要な器具、材料
次のことを参考に想定し、可能なところから準備する
・「解説」にある程度示されている
・現行の教科書の「発展」に示されているもの
・平成元年度版の教科書に示されているもの

★新内容

・児童の活動が中心となる内容

・「エネルギー」という言葉は使わないが、「力」「は
たらき」「うごき」「とおくまでうごく」といった言
葉を使った説明を、児童らしく豊かに実現することを
目指したい。
例）「風が強くなると、もっと遠くまで動いたよ。」

児童が関数関係をとらえるようにする。

生活科の学習では「風をおくると動いたよ。」でよい。
（因果関係をとらえる。）

・生活科の学習との関連
ものづくり

風で動くもの
例）ペットボトルに車輪と帆をつけたもの

ゴムで動くもの…風よりも変数が多い。
変数例）ゴムの種類、本数、引っ張る距離、巻き数

※第３学年の児童は「最大値」を目指す傾向が強いが、
最大であればよいというものではなく、必要に応じて
適切に調整することに目を向けるようにする。
例）遠くまで動かすことだけを目的にするのでなく、

例えば、適切な距離にゴールエリアをつくり、そ
の中に止めるということに挑戦させる。

※＜ここでの指導に当たっては、…＞
解説において、「ここでの指導に当たっては、」に続く記

述内容の中で、とくに留意したい内容をここで取り上げた。
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Ｂ（２）身近な自然の観察
身の回りの生物の様子を調べ、生物とその周辺の環

境との関係についての考えをもつことができるように
する。
ア 生物は、色、形、大きさなどの姿が違うこと。
イ 生物は、その周辺の環境とかかわって生きている

こと。

＜解説＞
ア 植物については、例えば、タンポポやチューリッ

プなどの様々な種類の植物を観察し、それぞれに固
有の形態があることをとらえるようにする。

また、動物についてもアリやカエルなどの様々な
種類の動物を観察し、それぞれに固有の形態や動き
があることをとらえるようにする。

このように、様々な種類の植物や動物を見たり触
れたりするなど直接観察することを通して、生物の
色、形、大きさ、手触りなど諸感覚で確認できる特
徴をとらえるようにする。

イ 植物に集まる昆虫や植物に生息する昆虫の様子
を観察し、昆虫には植物の花の蜜を吸ったり、植物
の葉などを食べたりして生活しているものがいる
ことや、植物やその生育する場所をすみかにしてい
るものがいることに気付くようにする。

このような活動から、生物は、その周辺の環境と
かかわって生きていることをとらえるようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・理科の学習の基盤となる自然体験活動の充実
虫眼鏡や携帯型顕微鏡などの使用

・生態系の維持に配慮し、環境保全の態度を育成

（第４学年）

Ａ（２）金属、水、空気と温度（ウ 水の体積変化）
金属、水及び空気を温めたり冷やしたりして、それ

らの変化の様子を調べ、金属、水及び空気の性質につ
いての考えをもつことができるようにする。
ウ 水は、温度によって水蒸気や氷に変わること。ま

た、水が氷になると体積が増えること。

＜解説＞
ウ 寒剤を使って水の温度を０℃まで下げると、水が

凍って氷に変わることもとらえるようにする。さら
に、水が氷になると体積が増えることもとらえるよ
うにする。

これらのことから、水は温度によって液体、気体、
または固体に状態が変化するということをとらえる
ようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・実験の結果をグラフで表現

水の温度の変化をとらえる
・生活との関連
・加熱実験時の安全への配慮

・これまでも実施されてきたことを学習として扱う 
例）モンシロチョウの卵を採取するとき、そこにミツ

バチが飛んできていることをとらえる。

・観察の基本的スキルを身に付ける。
デシタルカメラを用いた記録も許容する。

・生活科の学習との関連
理科の学習の基盤となる自然体験活動の充実
自然の観察の実施

児童の野外での発見や気付きを学習に生かす。
直接観察することに加え、細かい部分を拡大
例えば、虫眼鏡や携帯型の顕微鏡などの使用

・安全に配慮
野外での学習に際しては、毒をもつ生物に注意する。
事故に遭わないよう配慮

・フィールドマナーの指導（環境教育）
自然環境の中で、生物の採取は必要最小限にとどめる
など、生態系の維持に配慮する。
フィールドへの入り方の指導内容

例）手当たり次第昆虫をとらない。
むやみに葉をちぎらない。
土を踏み固めない。

↓
総合的な学習の時間との関連

総合的な学習の時間においてフィールドマナーを
意識し使うことができるようにする。

・現行の内容Ｃ（２）アに「水の体積変化」を追加し
現行の内容Ｂ（２）と統合 

・結果を表に整理し、グラフに処理するという過程の重
視
例）水を加熱すると温度が上がるが、途中で温度が上

がらなくなる。「温度が上がらなくなる」という
事実をとらえることが大事。このとき、「あわが
出る」「水の量がへっていく」ことに児童が気付
き、記録できるように指導する。

・生活との関連
鉄道のレールの膨張などを取り上げることが考えら
れる。

・安全への配慮
加熱実験…立って行うのが原則
加熱器具…加熱用ガスコンロの整備、使用を奨励

現在、理科の実験事故の大半はアルコール
ランプの使用によるもの
（点火において、必ずしもマッチを使用す

る必要はない。）
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Ｂ（１）人の体のつくりと運動
人や他の動物の体の動きを観察したり資料を活用し

たりして、骨や筋肉の動きを調べ、人の体のつくりと
運動とのかかわりについての考えをもつことができる
ア 人の体には骨と筋肉があること。
イ 人が体を動かすことができるのは、骨、筋肉の働

きによること。
（内容の取扱い）

イについては、関節の働きを扱うものとする。

＜解説＞
ア ここでは、児童が自分の体に直接触れることを手

掛かりとして、骨の位置や筋肉の存在を調べるよう
にする。体の各部分を触ってみると、硬い部分とし
ての骨と柔らかい部分としての筋肉があることに気
付く。このように、人や他の動物の体には、体を支
えたり体を動かしたりするときに使われる骨と筋肉
があることをとらえるようにする。

イ 人や他の動物が体を動かすことができるのは、骨
と筋肉が関係していることを自分の体を動かした
り、他の動物が運動しているところを観察したりし
てとらえるようにする。例えば、実際に腕で物を持
ち上げてみると、筋肉の硬さが増していることが分
かる。また、体の各部には、手や足のように曲がる
ところと曲がらないところがあり、曲がるところを
関節ということをとらえるようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・「関節」という名称を使用して考察し、適切に説明

できるような指導
・資料の活用、他の動物を観察、実際に触れ比較、映

像や模型などの活用
・動物園などの施設の活用

他の動物の骨と筋肉の存在や運動について調べる

（第５学年）

Ｂ（２）動物の誕生（イ 水中の小さな生物）
イ 魚は、水中の小さな生物を食べ物にして生きてい

ること。

＜解説＞
イ 池や川などの水を採取し、顕微鏡などを使って、

水中の小さな生物を観察することによって、魚は、
水中にいる小さな生物を食べて生きていることをと
らえるようにする。

Ｂ（３）流水の働き（イ 川の上流、下流と川原の石）
イ 川の上流と下流によって、川原の石の大きさや形

に違いがあること。

＜解説＞
イ 実際の川の観察では、上流には大きな角張った石

が見られることや、下流には小さな丸みのある石が
見られることなどから、上流と下流の石の大きさや
形の違いをとらえるようにする。また、上流から下
流まで、川を全体としてとらえ、上流では侵食の働
きがよく見られ、下流では堆積の働きがよく見られ
ることなど、流れる水の働きの違いによる川の様子
の違いをとらえるようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・野外での直接観察、モデル実験の実施
コンピュータシミュレーションや映像、図書などの
資料の活用

・生活との関連
川の増水による自然災害などを取り上げること

★新内容

・自分の体の基礎を知るため、体験的に確かめることが
できる内容
現行の教育課程では、第３、４学年で人体を扱うこ
とはないが、TIMSS（第４学年対象）でもこの内容
は出題されている。

・自分の体に直接触れることを手掛かりとした学習であ
る。 

・骨の位置は、大まかに位置を把握できるようにする。

・学校飼育動物（生活科により充実）を骨や筋肉の存在
を調べるために活用することも考えられる。

・体感による理解を図る 
例）腕が一本の骨だとしたら（ひじと手首を曲がらな

いよう固定して）コップの水を飲むことはできな
い。飲むためにはどうしても、腕を曲げなければ
いけない、ということを体感
体感によって一定のことを理解したうえで、図を活用
して説明していくことは長期記憶に残るという点で有
効。体感をしないで、図だけで説明しても、中学年で
は長期記憶には残らない。

・映像の活用
静止画（思考が難しい）と動画（流れの中で論理が
できる。思考ができる）の特徴を踏まえ、組み合わ
せて活用する。２０年前は映像が少なかった。

・動物園の活用
動物の骨格標本を貸し出しているところもある。

★新内容

・現行の内容Ａ（２）に「水中の小さな生物」を追加

・顕微鏡などの観察器具を適切に操作できるよう指
導

※参考＜「はどめ」が残してある＞
Ｂ（２）において、「ここでは、卵と精子が受精に至
る過程については取り扱わないものとする。」 

★新内容

・現行の内容Ｃ（２）に「川の上流」を追加

・距離や傾きの違いを推論していく学習
科学的な用語（侵食、運搬、堆積）を駆使して説明
できるよう指導

・指導方法の工夫改善の視点（特定の課題調査の分析）

侵食…理解しやすい、運搬…理解が難しい
観察のしやすさが起因
↓
現地調査やメディアの活用

・自然災害
防災教育が目的ではない。
自然の事物・現象の一つとして取り上げる。
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Ｂ（４）天気の変化（ア 雲と天気の変化）
ア 雲の量や動きは、天気の変化と関係があること。

＜解説＞
ア 実際に空を観察しながら、１日の雲の量や動きを

調べ、天気の変化と雲の量や動きが関係しているこ
とをとらえるようにする。また、実際に観察した結
果と気象衛星からの情報などを関連付けながら、雲
の形や量、動きの多様さに触れ、雲には様々なもの
があることをとらえるようにする。ここでは、雨に
関係する雲として、例えば、乱層雲などを扱うこと
が考えられる。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・身近な自然現象としての雲の観察
気象現象に興味・関心をもち、天気を予想
気象情報（テレビや新聞、インターネット）の活用

・生活との関連
気象情報（長雨や集中豪雨、台風）から自然災害を
取り上げる。

（第６学年）

Ａ（３）てこの規則性（ウ てこの利用）
ウ 身の回りには、てこの規則性を利用した道具があ

ること。

＜解説＞
ウ 小さな力で重い物を動かすなどのてこの働きとい

った視点で観察することにより、身の回りの様々な
道具で、てこの規則性が利用されていることをとら
えるようにする。

Ａ（４）電気の利用
手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方を調べ、

電気の性質や働きについての考えをもつことができる
ようにする。
ア 電気は、つくりだしたり蓄えたりすることができ

ること。
イ 電気は、光、音、熱などに変えることができるこ

と。
ウ 電熱線の発熱は、その太さによって変わること。
エ 身の回りには、電気の性質や働きを利用した道具

があること。

＜解説＞
ア 手回し発電機などを使って、電気をつくりだした

り、蓄電器などに電気を蓄えたりすることができる
ことを、豆電球や発光ダイオードの点灯やモーター
の回転によってとらえるようにする。

イ 手回し発電機などを豆電球につないで点灯させた
り、電子オルゴールにつないで音を出したり、電熱
線につないで発熱させたりすることなどから、電気
は、光、音、熱などに変えることができることをと
らえるようにする。

ウ 電熱線に電流を流すと発熱するが、電熱線の長さ
を一定にして、電熱線の太さを変えると発熱する程
度が変わることをとらえるようにする。

エ 身の回りには、電気をつくりだしたり蓄えたり、
変換したりするなどの電気の性質や働きを利用した
様々な道具があることをとらえるようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・エネルギーの蓄積、変換を体験的にとらえる
・安全に配慮

発熱の程度
・生活との関連
エネルギー資源の有効活用（電気の効率的な活用）

・科学館、企業などの施設の活用

★新内容

・天気の変化の規則性については単純ではない。
「大まかに見れば、～である」
「多様な切り口からの情報を総合的に判断してい
く」という見方や考え方ができるようにする。

・空の観察（直接、見ること）を大切にする。

・雨に関係する雲以外は、種類については、とくに扱わ
なくてよい。

・身近な天気（気象現象）への興味・関心を高めた上で、
気象情報を活用していく。

・現行の第５学年内容Ｂ（２）に「てこの利用」を追加
※「学年間で移行」については後述

・理科を学ぶことの意義や有用性を実感できるように配
慮する。（仕組みが見えにくくなっていることについ
て配慮が必要）

★新内容

・電気現象をある程度統一的にまとめる内容

・サーモテープを活用するなど、シンプルな実験で発熱
という現象を扱う。 

・発熱したことを体感できる程度の発熱でよい。

・理科を学ぶことの意義や有用性の実感ができるよう配
慮する。

・様々な道具
身の回りを豊かにしている道具
ソーラーパネル、発光ダイオード、給湯システム
白熱灯
例）発光ダイオードと豆電球の比較

（明るさの比較は客観的に）
小さい、見やすい、寿命が長い（一桁の違い）、
小エネ
「世の中、こんなに発光ダイオードが増えた」

信号機、自家用車のヘッドライトでの活用

・施設の活用
企業の活用（１０年前とは比較にならないほど対応
が変わってきている）も考えられる。
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Ｂ（１）人のからだのつくりと働き（エ 主な臓器の存在）
エ 体内には、生命活動を維持するための様々な臓器

があること。
（内容の取扱い）
エについては、主な臓器として、肺、胃、小腸、大腸、
肝臓、腎臓、心臓を扱うこと

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・映像や模型などを活用しながら推論
・総合的な理解
呼吸、消化、吸収、排出、血液の循環、相互の働き
を関係付け、意味付けていく

・生活との関連
水中での酸素ボンベの使用
水槽でのエアポンプの使用

Ｂ（２）植物の養分と水の通り道（イ 水の通り道）
イ 根、茎及び葉には、水の通り道があり、根から吸

い上げられた水は主に葉から蒸散していること。

＜解説＞
イ 植物に着色した水を吸わせ、茎や葉などを切って、

その体の内部のつくりを観察することから、植物の
体内には水の通り道があり、すみずみまで水が行き
わたっていることをとらえるようにする。また、何
枚かの葉に透明な袋で覆いをして袋につく水の量を
観察することから、根から吸い上げられた水は主に
葉から水蒸気として排出されていることをとらえる
ようにする。さらに、蒸散する水の量を調べる際に
は、気温が高い晴れの日を選ぶように配慮する。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・観察、実験とともに、映像や模型、その他の資料の

活用

Ｂ（３）生物と環境（イ 食べ物による生物の関係）
イ 生物の間には、食う食われるという関係があるこ

と。

＜解説＞
イ 植物を食べている動物がいることや、その動物も

他の動物に食べられることがあることを調べ、生物
には食う食われるという関係があることをとらえる
ようにする。

＜ここでの指導に当たっては、…＞
・生物相互の関係付けを図る

食べ物を通して生物がかかわり合って生きているこ
とを整理し理解できるようにする。

・持続可能な社会の構築
水や空気に関する環境問題との関連という観点から
扱う。

★新内容

・主な臓器の働きや位置や形を扱う。 

【現 行】ア～ウの内容
自分のからだとして総合化されていない。

【新課程】現行のア～ウの内容にエの内容を追加
第４学年の骨、筋肉と合わせて、人のからだ
の総合的な理解を図る。 
（教育課程実施状況調査の結果の分析にお
いて課題とされている）

・血液の循環を中心に扱う。（呼吸、消化、吸収を関連
される。）

★新内容

・蒸散については中学校で詳しく扱う。 

★内容の組みかえ

【現 行】Ａ（２）
【新課程】Ｂ（２）、Ｂ（３）、Ｂ（３）イは追加

（食物連鎖は取り扱わないという「はどめ」
をはずす。）
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Ｂ（５）月と太陽
月と太陽を観察し、月の位置や形と太陽の位置を調

べ、月の形の見え方や表面の様子についての考えをも
つことができるようにする。
ア 月の輝いている側に太陽があること。また、月の

形の見え方は、太陽と月の位置関係によって変わる
こと。

イ 月の表面の様子は、太陽と違いがあること。

（内容の取扱い）
アについては、地球から見た太陽と月の位置関係で扱
うものとする。

＜解説＞
ア 月は日によって形が変わって見え、月の輝いてい
る側に太陽があることを月と太陽の位置関係との関連
でとらえるようにする。月に見立てたボールに光を当
てるなどのモデル実験をして、太陽と月の位置と月の
見え方の関係を調べ、月は日によって形が変わって見
え、月の輝いている側に太陽があることをとらえるよ
うにする。ただし、地球から見た太陽と月の位置関係
で扱うものとする。

なお、地球の外から月や太陽を見る見方については、
中学校第３学年第２分野「(6) 地球と宇宙」で扱う。
イ 月は太陽の光を反射しているが、太陽は自ら光を
発している。また、月の表面にはクレーターなどが見
える。これらのことを月の観察や映像、模型、資料の
活用によりとらえるようにする。月の表面の様子は、
双眼鏡や望遠鏡で観察することが考えられる。

＜ここでの指導に当たって…＞
・月の形や位置と太陽の位置の関係を推論し、モデル

や図によって表現する活動の位置付け
天体における月と太陽の位置関係についてとらえる
ことができるようにする。

・宿泊を伴う学習の機会、プラネタリウムなどの活用
児童の天体に対する興味・関心を高め、理解を深め
る。

★新内容
第４学年及び中学校第３学年において、天体の学習が
位置付いている。
第６学年では、大きな空間における一つの関係性をと
らえることができるよう指導する。

・地球から見た太陽と月の位置関係
このスタンスで指導する。

・地球の外から月や太陽を見る見方
中学校第３学年第２分野「(6) 地球と宇宙」で扱う。
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○学年間で移行する内容

〔第４学年（第５学年より移行）〕
Ｂ（３）天気の様子（ア 天気による１日の気温の変化）

〔第５学年（第６学年より移行）〕
Ｂ（３）電流の働き

〔第６学年（第５学年より移行）〕
Ｂ（３）てこの規則性

○ 中学校へ移行統合する内容
物の衝突（第５学年）

★学年間での移行
・重点を置いて育成すべき問題解決の能力

関係付ける能力 天気と気温の変化を関係付ける
水と水蒸気の変化を関係付ける

・定点での観測方法が身に付く指導
百葉箱の中に設置した温度計の活用

・身近な天気の様子をとらえる指導
天気や気温の定点観測
空気の湿り気を体感をもとに感じ取ること

・算数科との関連
グラフを用いて表す→変化の特徴を読み取る。 

・生活との関連
身の回りで見られる結露の現象を取り上げる。
例）窓ガラスの内側の曇り

冷たいグラスの外側に結露
グラスからしみ出すという見方や考え方
→仮説
→実験方法を考え追究する学習過程を大切にする。

★学年間での移行
・重点を置いて育成すべき問題解決の能力

条件を制御して調べる能力 電磁石の強さについ
て、導線の巻数を一
定にして電流の強さ
を変えるなど

結果を的確に処理し考察する。

・国際的な通用性、内容の系統性
小学校の各学年で電流の学習が位置付く。

・生活との関連、科学館の活用
様々な電磁石の活用

・ものづくり
モーター、クレーン

★学年間での移行
・重点を置いて育成すべき問題解決の能力

推論する能力 てこの規則性を推論

・内容の充実
教育課程実施状況調査（平成１３、１５年度）にお
いて課題とされている。

・表などに整理
支点からの距離とおもりの重さの関係を表に整理
することを通して、てこの規則性をとらえる。

・算数科の学習との関連
反比例の学習 算数、理科双方にメリット
（算数・数学科 中第２学年→小第６学年に移行）

・生活との関連
身の回りの様々な道具で、てこの規則性が活用

・環境学習の視点
小さな力で重い物を持ち上げることができる。
力は小さくなるが距離が大きくなる…バランス
よいことばかりではないということをとらえる。
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○取扱い等の変更

（第３学年）

Ａ（４）磁石の性質
・実験の結果を表などに分類、整理

Ａ（５）電気の通り道
・実験の結果を表などに整理
・「回路」という言葉を使用して考察し、適切に説明

（内容の取扱い）
Ａ「物質・エネルギー」
３種類以上のものづくりを行う。

Ｂ（１）昆虫と植物
・変態の仕方の違う昆虫を用意
・生物の特徴を図や絵で記録
・「昆虫」という言葉を使用して考察し、適切に説明

Ｂ（３）太陽と地面の様子
・固定した物の影の位置を時間をおいて地面に描いたり

する活動
・方位については生活との関連を図り、日常において意

識できるようにする。
（内容の取扱い）

太陽が東から南を通って西に動くことを取り扱う。

（第４学年）

Ａ（１）空気と水の性質
・空気の体積変化について説明するために、図や絵を用

いて表現する。

Ａ（３）電気の働き
・「直列つなぎ」と「並列つなぎ」という言葉を使用し

て考察し、適切に説明
・実験の結果を整理する際、乾電池、豆電球、スイッチ

について、電気図用記号を扱う
・現行の「使用する乾電池の数は２個まで」は削除
・同一の回路で使う乾電池は同一の種類のものとする。

（内容の取扱い）
Ａ「物質・エネルギー」
２種類以上のものづくりを行う。

Ｂ（２）季節と生物
（内容の取扱い）

１年を通して動物の活動や植物の成長をそれぞれ２種
類以上観察する

・観察したことを図や表などに整理

Ｂ（４）月と星
ア 月は日によって形が変わって見え、１日のうちで
も時刻によって位置が変わること。

ア 地球から見た月は、東の方から昇り、南の空を通
って西の方に沈むように見える。

・任意の時刻における月の位置を、木や建物など地上の
ものを目印にして調べたり、方位で表したりする活動

・定点観測の方法が身に付くようにする。
・映像や模型の活用
・移動教室など宿泊を伴う学習の機会を活用
・プラネタリウムの積極的な活用
・夜間の観察の際には、事故防止に配慮

★言語活動の充実、他教科との関連
生活との関連、安全への配慮、環境保全の態度の育成
「解説」の「第３章 各学年の目標及び内容」におい
て「ここでの指導に当たっては、～」に続く文章に、
具体的に示されている。

・３種類以上のものづくり
内容の増加、時間数の増加により充実

・変態の仕方の違う昆虫
内容の充実

・「昆虫」
シンプルな特徴で分類するという見方や考え方が
あるということに気付かせる。
教師が「昆虫」という言葉を使って指導する。
生活科で「虫さがし」という活動があるが、そこで
は、昆虫に加えてダンゴムシ等の小動物一般を「虫」
と扱う。 
理科では、「虫」の中から「昆虫」を明確に分ける。

・南を通って
理科では体を南に向けて観測する。
このことを意識して指導する。

→体を南に向けると、左側が東、右側が西 
社会科では地図の上が北を向いている。

→体を北に向けると、右側が東、左側が西 

・図や絵
「描画法」により粒子という見方や考え方の一端を
表現
例）閉じ込めた空気を押したとき「怒ったような顔」

空間が狭くなっても粒子の数が変わらない。
窮屈なので、怒ったような顔で表現している。

みんなが描いたものを全部掲示し、こっちの方が分
かりやすいと感じた表現に変えていく。（描画され
たものを基に知の更新を図る。）

・南の空を通って
理科では体を南に向けて観測する。
このことを意識して指導する。

→体を南に向けると、左側が東、右側が西 
社会科では地図の上が北を向いている。

→体を北に向けると、右側が東、左側が西 

・夜間の観察
「宿題」とするときは、その日の月の形、見える時
刻、天気等を考慮すること
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（第５学年）

Ａ（１）物の溶け方
・図や絵などを用いて表現するなどして考察し、適切に

説明
・液量計やはかり、ろ過器具、過熱器具、温度計などの

器具の適切な操作（現行と同じ）

（内容の取扱い）
Ａ「物質・エネルギー」
２種類以上のものづくりを行う。

Ｂ（１）植物の発芽、成長、結実
（内容の取扱い）

イ 風や昆虫が関係
・発芽の条件と成長の条件を混同しやすいので発芽と成

長の意味を観察、実験を通してとらえるよう指導
・条件については、変える条件と変えない条件を区別し、

操作と関連付けてその意味をとらえるようにする。
・観察、実験の条件や結果を表に整理

Ｂ（２）動物の誕生
・顕微鏡などの観察器具の適切な操作
・母体内での成長については、直接観察することが難し

く、連続的に成長していくことをとらえにくいので、
映像や模型、その他の資料を活用したり、魚の卵の成
長と関係付けたりしながらとらえるようにする。

・受精に至る過程については取り扱わない。
（「はどめ」が残っている）

（第６学年）
Ａ（１）燃焼の仕組み
・生活の中で物を燃やす経験が少ない現状を踏まえ、物

が燃える現象を十分に観察できる場を設定
・結果を図や絵、文を用いて表現

Ａ（２）水溶液の性質
・水溶液の使用に当たっては、保護眼鏡を使用するなど

安全に配慮するよう指導
・推論したことを図や絵、文を用いて表現
・廃液などについても、中和処理などを行うなど環境に

配慮し適切に処理できるように指導

（内容の取扱い）
Ａ「物質・エネルギー」
２種類以上のものづくりを行う。

Ｂ（３）生物と環境
（内容の取扱い）

水が循環することにも触れるものとする

・水の循環や酸素、二酸化炭素の出入りについて図で表
現することを通して、生物と環境の関わりを整理

Ｂ（４）土地のつくりと変化
・実際に地層を観察する機会をもつ
・映像、模型、標本などの資料を活用
・社会教育施設の活用
・岩石サンプルを採る際に保護眼鏡を使用するなど安全

や事故防止に配慮するよう指導

・図や絵
「水の中に食塩が溶けている。目に見えないけど小
さい形で入っている。」という考えを表現

・測定器具の基本操作
こういう意味があるから、こういう使い方をすると
いう指導が必要（多くの器具を使う必要はない）
メスシリンダー（平成１７年度特定の課題調査で課題）

・断面を見ると実際には二本の線が見えるため、
上の線で読む児童や、上の線と下の線の中間で読む
児童がいる。

・初めからスポイトで水を入れる児童がいる。

・条件
条件という言葉を理解していない児童がいる（平成
１７年度特定の課題調査で課題）ため付加

・図や絵、文
「水溶液や金属の性質が変化した。」という考えを
表現

・保護眼鏡を使用
児童が使用できる状態になっているか、整備状況を
確認し、必要に応じて整備

・環境に配慮
現行に比べ、充実した表現
環境保全の観点からの指導の工夫改善

・図や絵、文
「集気びんの中の気体が変化した。」という考えを
表現

・水が循環
持続可能な社会の構築という観点から、水や空気に
関する環境問題との関連で扱う。 

・保護眼鏡を使用
児童が使用できる状態になっているか、整備状況を
確認し、必要に応じて整備

・動物の誕生
内容の充実

・風や昆虫が関係
現行では、風や虫が関係となっているが、虫が昆虫
に変わった。
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Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 観察、実験や自然体験、科学的な体験の充実
科学的な知識や概念の定着
科学的な見方や考え方の育成

２ 考察を充実し、深める学習活動の充実
観察、実験の結果を整理し考察する
科学的な言葉や概念を使用して考える、説明する
※「解説」において、各学年の内容ごとに「ここで

の指導に当たっては、～」と使用する科学的な言
語や具体的な指導が示されているので、それを踏
まえること。

３ 博物館や科学学習センターなどの連携、協力
実感を伴った理解

４ 道徳について、理科の特質に応じた適切な指導
道徳の時間などとの関連を考慮

５ コンピュータ、視聴覚機器などの適切な活用
映像情報の特質の理解と活用
事故防止

６ 自然環境の保全に寄与しようとする態度の育成

７ 個々の児童の主体的な問題解決活動の重視
学習成果と日常生活との関連
実感を伴った理解

８ 内容の系統性を踏まえた指導
教師が系統性を意識
※「解説」P18～21 を参照

Ⅳ 移行期間中の留意事項

１ 現行課程を実施する場合も、できるところから、
３ 指導計画の作成と内容の取扱いを踏まえて指導

２ 学年間で移行する内容については、移行後の当該学
年の重点を置いて育成すべき問題解決の能力につい
て指導

３ 追加する内容について、観察、実験で使用する器具、
材料は、「解説」を参考に計画的に準備

４ 追加する内容について、児童が使用する補助教材は、
教科書発行者が作成したものが、今年度末までに準
備され、次年度の教科書給与と同時に配布

・自然体験、科学的な体験の重視
中教審の答申を踏まえたもの
これまでも大切にしてきたこと

・施設や設備の活用
地域の博物館、科学学習センター、植物園、動物園

水族館、プラネタリウムなど
学校教育の支援に積極的な大学や研究機関、企業
…付加（社会の変化）

・指導計画への位置付け
・事前の実地踏査、学芸員などとの打合せの充実

・コンピュータ、視聴覚機器
適宜コンピュータ、視聴覚機器などを組み合わせて
活用し学習の一層の充実

・映像の特質理解→一層の児童の理解の充実を図る
模型と動画の組み合わせ…人のからだのつくりと運動
複数の地点からの静止画…土地のつくりと変化
児童の情報交換、説明の手段としての視聴覚機器の
活用
既成のメディアと自分が撮影した画像の組合せが
児童の長期記憶につながる。

・状況に応じた保護眼鏡の着用

・主体的な問題解決の活動
これまでも重視されてきた。
過程だけが形式化し、教師の指示に従うだけの活動
にならないように配慮する。
↓
児童自らが自然の事物・現象に興味・関心をもち、
問題を見いだす状況をつくる。
（事物・現象の提示）
問題解決に対する見通しを明確に意識させる。
多様な学習形態により、適宜児童相互の情報交換
↓
児童自らが問題解決を行う状況をつくる。

・科学的な思考力・表現力の育成
観察記録や実験データを表に整理、グラフに処理
→考察の充実
表やグラフなどを活用し科学的な言葉や概念を使
用して考えたり説明したりする。→考察を深める。

・考察を充実し、深まる学習活動
学級の中のグループや学級全体の話し合いの中で
行われ、繰り返されることにより、考察が充実し、
深まるよう指導する。

・理科の特質に応じた指導
生命を尊重し、自然を大切にする態度の育成
道徳的判断力の育成
真理を大切にしようとする態度の育成

必要になる器具・材料
・送風機
・手回し発電機など


