
中学校 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、生徒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

・「自然の事物・現象に進んでかかわり」…生徒が主体的に疑問を見付け、自らの課題意識
をもって観察、実験を行うなど、現行の「関心を高め」に比べ、自ら学ぶ意欲を重視した。

・「探究する能力の基礎」…科学的に探究する活動をより重視し、高等学校理科の目標にあ
る「科学的に探究する能力と態度を育てる」こととの接続を明確にした。

② 分野の目標の改善
第１分野、第２分野とも（１）から（４）の４項目から成り立っている。

（２）内容の改善
① 内容構成

・第１分野、第２分野という内容構成の枠組みを維持し、内容については、科学的思考力や
科学に関する基本的概念の形成を目指し改善を行う。

分野
（領域）

第１分野
（物理的領域及び化学的領域）

第２分野
（生物的領域及び地学的領域）

内
容
の
構
成

科学に関する基本的
な概念の一層の定着
を図る内容の構成

「エネルギー」「粒子」などの科学の
基本的な見方や概念を柱とした内容の
構成

「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成

総合的なものの見方
や考え方を育てる内
容の構成

科学技術と人間、エネルギーと環境な
ど総合的なものの見方や考え方を育て
る学習になるような内容の構成

生命、環境。自然災害など総合的なも
のの見方や考え方を育てる学習になる
ような内容の構成

内容の例示
例えば、電力量、力の合成と分解、仕
事と仕事率、水溶液の電導性、原子の
成り立ち、イオンなどを指導

例えば、生物の多様性と進化、遺伝の規則
性、ＤＮＡの存在、日本の天気、月の動き
と見え方、地球の変動と災害などを指導

◆ 理 科

理科の目標
自然の事物・現象に進んでかかわり、目的意識をもって観察、実験などを行い、科学

的に探究する能力の基礎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、科学的な見方や考え方を養う。（ は現行と変更があった部分）

（１）理科の目標の改善にともない、次のことが示された。
・自然の事物・現象に対して関心をもち進んでかかわる。
・科学的に探究する能力の基礎と態度を養う。 

（２）及び（３）言語活動の充実にかかわって、次のことが示された。
・目的意識をもって観察、実験などを行う。 
・観察、実験の結果を分析して解釈し表現する能力を育てる。

（４）科学を学ぶ意義や有用性を実感させ、科学へ関心を高めることにかかわって、次のことが示され
た。 

・自然の事物・現象に進んでかかわり、自然を科学的に探究する活動を行う。 
・科学技術の発展と人間生活とかかわりや自然と人間とのかかわりについて認識を深める。
・科学的に考える態度や生命の尊重、自然環境の保全に寄与する態度を育てる。



中学校 理科
② 内容の改善の要点
・国際的な通用性、内容の系統性の確保（小学校・中学校との一貫性に十分配慮）
・言語活動の充実
・科学的な体験、自然体験の充実（ものづくり、継続的な観察や季節を変えての定点観測など）
・環境教育の充実

（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
の過程を大切にし、問題解決の能力を育成する。

・中学校で重点を置いて育成すべき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）
・生徒が観察、実験の目的を明確にもち、観察、実験で予想される結果を考えるなど、観察、

実験を探究的に進めるとともに、その結果を適切に記録することができるよう指導する。
③ 結果の整理
・生徒が考察するために、観察、実験の結果の数値を処理したり、グラフ化したりする過程
を大切にする。

④ 考察
・予想や仮説と関係付けながらグラフやモデルなどを活用して知識や概念を用いて合理的に
判断し、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）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

(1) 平成21年度から平成23年度までの第１学年の理科の指導に当たっては、次の通りとする。
ア 第１欄に掲げる分野の別に従い、現行中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欄に掲げる事項を指導するものとし、現行中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３欄に掲げる事項に、新中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４欄に掲げる事項を加え、新中学校学習指導要領第２章第４節第２の規定のうち同表
の第５欄に掲げる規定を適用するものとする。

＜中学校で重点を置いて育成すべき問題解決の能力＞
中学校 …結果を分析して解釈する能力

導き出した自らの考えを表現する能力

小学校で培った能力を一層高めること
＜参考＞小学校の各学年で重点を置いて育成すべき問題解決の能力
小学校第３学年…身近な自然の事物・現象を比較しながら調べる能力
小学校第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能力
小学校第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能力
小学校第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能力

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

２(1)イ(ｲ)
２(1)イ(ｲ)のうち「水
圧」に関する部分

３(2)オ

２(1)イ ２(1)イ(ｱ) ３(2)エ

２(2)ア(ｱ)
３(3)アのうち「代表的な
プラスチックの性質にも触
れる」に関する部分

２(2)ア(ｲ) ３(3)オ

２(2)イ(ｱ) ３(3)ウ

２(1) ２(1)ウ ３(2)エ

２(2)ア
３(3)ウのうち「断層、褶
曲にも触れる」に関する部
分

２(2)イ(ｱ)

３(3)アのうち「「火山
岩」及び「深成岩」につい
ては、代表的な岩石を扱
う」に関する部分

第１分野

２(1)ア、
２(1)イ(ｲ)、
２(2)ア、
２(2)イ(ｱ)

２(1)ア及びイ、
２(2)

第２分野
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イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２の〔第１分野〕の３(1)、３(2)オ及び３(3)アの規定のうち
「「密度」については、同じ体積でも質量が異なるものがあることを知る程度にとどめる」に関する
部分並びに〔第２分野〕の３(1)及び３(3)イのうち「「火山岩」及び「深成岩」については、それぞれ
１種類を扱う」に関する部分の規定は適用しないものとする。

(2) 平成21年度の第２学年の理科の指導に当たっては、次の通りとする。
ア 現行中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〔第１分野〕及び〔第２分野〕の
それぞれの２(3)及び(4)に規定する事項を指導するものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２の〔第１分野〕及び〔第２分野〕のそれぞれの３(1)の規
定は適用しないものとする。

(3) 平成22年度及び平成23年度の第２学年の理科の指導に当たっては、次の通りとする。
ア 第１欄に掲げる分野の別に従い、現行中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欄に掲げる事項を指導するものとし、現行中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３欄に掲げる事項に、新中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４欄に掲げる事項を加え、新中学校学習指導要領第２章第４節第２の規定のうち同表
の第５欄の規定を適用するものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２の〔第１分野〕の３(1)及び３(4)オ並びに
〔第２分野〕の３(1)の規定は適用しないものとする。

(4) 平成21年度及び平成22年度の第３学年の理科の指導に当たっては、次の通りとする。
ア 第１欄に掲げる分野の別に従い、現行中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欄に掲げる事項を指導するものとし、現行中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３欄に掲げる事項に、新中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４欄に掲げる事項を加え、新中学校学習指導要領
第２章第４節第２の規定のうち同表の第５欄に掲げる規定を適用するものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２の〔第１分野〕の３(1)及び３(7)イの規定のう
ち「イオンについては扱わない」に関する部分並びに〔第２分野〕の３(1)の規定は適用し
ないものとする。

(5) 平成23年度の第３学年の理科の指導に当たっては、次の通りとする。
ア 第１欄に掲げる分野の別に従い、現行中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欄に掲げる事項を指導するものとし、現行中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３欄に掲げる事項に、新中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４欄に掲げる事項を加え、新中学校学習指導要領

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

２(3)ア(ｱ) ３(4)エ

２(3)イ(ｲ)
２(3)イ(ｳ)のうち「直流
と交流の違いを理解す
る」に関する部分

２(3)イ(ｳ) ３(4)ウ

２(4)イ ２(4)イ(ｲ)及び(ｳ) ３(5)ウ

２(3) ２(3)ア、ウ及びエ ３(4)ウ、エ及びオ

２(4)イ(ｱ)
３(5)アのうち「水の循
環も扱う」に関する部
分

２(4) ２(4)ウ ３(5)ウ

第１分野 ２(3)及び(4)

２(3)ア、２(4)第２分野

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

２(5)ア ２(5)イ(ｱ) ３(6)ウ

２(6)ア、(ｲ)
３(7)イのうち「電極で
起こる反応を中心に扱
う」に関する部分

２(6)ア
２(6)ア(ｱ)及
び(ｲ)

３(7)ア

２(5) ２(5)イ ３(6)ウ

２(6)イ ２(6)イ(ｲ) ３(7)ウ

第１分野 ２(5)、(6)及び(7)

２(5)、(6)及び(7)第２分野
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第２章第４節第２の規定のうち同表の第５欄に掲げる規定を適用するものとする。

イ 現行中学校学習指導要領第２章第４節第２の〔第１分野〕及び〔第２分野〕のそれぞれの
３(1)並びに第３の５の規定は適用しないものとする。

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「中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「中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。
・現行課程では、両分野とも現行の内取３(1)で指導順序を規定しているが、新課程では当該規
定は削除。このため、移行期間中においても両分野とも現行の内取３(1)は適用除外とする。

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、言語活動の充実や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。

・「中学校学習指導要領解説理科編（平成２０年７月）文部科学省」（以下「解説」）の「第

２章 目標及び内容」において、具体的な学習活動の例が示されていること。

② 新教育課程の趣旨を踏まえた指導計画

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

の点に留意して、可能な範囲で、新教育課程の趣旨を踏まえた指導計画を作成する。

・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。

（２）器具、材料の準備

「解説」の「第２章 目標及び内容」において、必要な器具、材料等が具体的に示されてい

るので参考にして、器具、材料の準備を行う。また、「ものづくり」の指導を行うに当たって

も材料が必要になるので、計画的に準備する。

（３）授業時数

各学年とも、以下のとおりとする。

第１学年 第２学年 第３学年

平成２１年度 １０５ １０５ １０５

平成２２年度 １０５ １４０ １０５

平成２３年度 １０５ １４０ １４０

平成２４年度（完全実施） １０５ １４０ １４０

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄

２(5)ア ２(5)ア(ｱ)

２(5) ２(5)イ ３(6)ウ及びエ

２(7)ア(ｱ) ３(8)イ

２(7)ア ２(7)ア(ｱ) ３(8)ア

２(7) ２(7)イ及びウ ３(8)ウ

２ ２(6) ３(7)

２(5) ２(5)イ ３(6)ウ

２(6)イ ２(6)イ(ｲ) ３(7)ウ

２(7) ２(7)ウ ３(8)エ

第１分野
２(5)ア(ｱ)及び(ｲ)、
２(7)ア

２(5)ア(ｲ)、
２(5)イ、
２(6)及び(7)

第２分野
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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、生徒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、
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・技能の確実な定着
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

・内容構成…「第１分野」、「第２分野」
現行の基本的枠組みの維持

・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
科学的な思考力・表現力の育成

・重点的に育成すべき問題解決の能力の明確化
小学校で培った能力をさらに高めること
中学校で育成すべき能力…分析・解釈、表現

・科学的な体験や自然体験の充実
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

・学習の内容の順序に関する規定の改善
地域の特性を生かした学習ができるよう、各学年ご
とに標準的な内容を示すこと

「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。

「第１分野」(物理的領域及び化学的領域)
「エネルギー」「粒子」などの科学の基本的な見方や
概念を柱として内容を構成し、科学に関する基本的概
念の一層の定着を図る。さらに、科学技術と人間、エ
ネルギーと環境など総合的な見方を育てる学習にな
るよう内容を構成する。

「第２分野」(生物的領域及び地学的領域)
「生命」「地球」などの科学の基本的な見方や概念を
柱として内容を構成し、科学に関する基本的概念の一
層の定着を図る。さらに、生命、環境、自然災害など
総合的な見方を育てる学習になるよう内容を構成す
る。

「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」などの科学的
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

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、次の

２点を一層重視することが強調されている。
・生徒が目的意識をもって観察、実験を主体的に行う

こと
・観察、実験において結果を表やグラフに整理し、言

語化し表現すること

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。

中学校で重点を置いて育成すべき問題解決の能力
・分析・解釈…観察、実験の結果を分析し、解釈する
・表現 …導き出した自らの考えを表現する
＜参考＞小学校の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

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）小学校との接続、国際的な通用性、内容の系統性
を踏まえた指導の充実
・科学に関する基本的な概念の一層の定着
・科学的な見方や考え方、総合的なものの見方の
育成

（２）問題解決の能力の育成

（３）言語活動の充実

（４）日常生活や社会との関連を図った指導の充実
・科学を学ぶ意義や有用性の実感
・科学への関心を高めること
・環境への負荷に留意した学習の充実

（５）科学的体験や自然体験の充実
・ものづくり
・継続的な観察
・季節を変えての定点観測

２ 具体的な改善の内容

（１）教科の目標

自然の事物・現象に進んでかかわり、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の
基礎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、科学的な見方や考え方を養う。

「自然の事物・現象に進んでかかわり」
・自ら学ぶ意欲を重視

知的好奇心を育て、体験の大切さや日常生活や社会にお
ける科学の有用性を実感させる。

【現行】「自然に対する関心を高め」 

「科学的に探究する能力の基礎と態度を育てる」
・結果を分析して解釈するなど、科学的に探究する

学習を一層重視
・高等学校理科の目標にある「科学的に探究する能

力と態度を育てる」こととの接続の明確化
観察、実験などに際しては、計画を立て、いろいろな工
夫を行うことで得た様々な情報を、数値を処理したり、
グラフ化したりするなどして、分析して解釈し表現する。
このような取組により、自然を科学的に探究する能力の
基礎と態度の育成が図られ、科学的な思考力や判断力、
表現力を養う。 

【現行】「科学的に調べる能力と態度を育てる」

「自然の事物・現象についての理解を深め」
・科学の有用性の実感と知識の体系化の重視

日常生活や社会とのかかわりの中で、科学を学ぶ楽しさ
や有用性を実感しながら、自らの力で知識を獲得し、理
解を深めて知識を体系化していくようにする。

「科学的な見方や考え方を養う」
・科学的な知識や概念を用いた合理的な判断と、日

常生活や社会での活用の重視
生徒が、観察、実験などから得た事実を客観的にとらえ、

科学的な知識や概念を用いて合理的に判断するととも
に、多面的、総合的な見方を身に付け、日常生活や社会
で活用できるようにする。

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、小学校における指導内容
を理解し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
中学校 ｢分析・解釈｣、｢表現｣とする。
小学校第６学年 ｢多面的な思考｣から｢推論｣とする。

言語活動の充実
科学的な思考力、表現力の育成を図るために、次の２

点を重視する
・自然の事物・現象に進んでかかわり、その中に問題

を見いだし、目的意識をもって観察、実験を主体的
に行い課題を解決するなど、科学的に探究する学習
活動

・観察、実験の結果を分析し解釈し表現する能力の育
成

日常生活や社会との関連
「解説」の「第３章 各学年の目標及び内容」において、
具体的に指導の方向が示された。

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

ものづくり
原理や法則の理解を深める。

自然観察
理科で学習したことを野外で確認し、野外での発見や
気付きを学習に生かす。
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（２）第１分野の目標

(1) 物質やエネルギーに関する事物・現象に進んでか
かわり、その中に問題を見いだし意欲的に探究する
活動を通して、規則性を発見したり課題を解決した
りする方法を習得させる。

＜解説＞
自然の事物・現象を科学的に探究する活動では、

問題の把握、仮説の設定、資料の収集、実験による
検証、結果の分析や解釈、結論の導出などが考えら
れるが、これらは決して固定的なものではなく、問
題の内容や性質、あるいは生徒の発達段階に応じて、
ある部分を重点的に扱ったり、適宜省略したりする
といった工夫が必要である。

その際、比較したり、条件に目を向けたりするな
どの小学校で培った能力をさらに高めながら、観察、
実験の結果を分析して解釈するなどの能力の育成を
図るようにする。

(2) 物理的な事物・現象についての観察、実験を行い、
観察、実験技能を習得させ、観察、実験の結果を分
析して解釈し表現する能力を育てるとともに、身近
な物理現象、電流とその利用、運動とエネルギーな
どについて理解させ、これらの事物・現象に対する
科学的な見方や考え方を養う。

＜解説＞
なお、これらの学習に当たっては、物理の規則性

や原理などが日常生活や社会で活用されていること
にも触れ、極めて重要な役割を果たしていることに
気付かせるようにすることが大切である。
また、観察、実験などを行うに当たっては、表や

グラフの作成、モデルの活用、コンピュータなどの
活用、レポートの作成や発表などを通して、思考力
や表現力などを養うことが重要である。

(3) 化学的な事物・現象についての観察、実験を行い、
観察、実験技能を習得させ、観察、実験の結果を分
析して解釈し表現する能力を育てるとともに、身の
回りの物質、化学変化と原子・分子、化学変化とイ
オンなどについて理解させ、これらの事物・現象に
対する科学的な見方や考え方を養う。

＜解説＞
なお、これらの学習に当たっては、折に触れて日

常生活や社会との関連を図り、化学変化が私たちの
生活において極めて重要な役割を果たしていること
を気付かせることが大切である。
また、観察、実験などを行うに当たっては、表や

グラフの作成、モデルの活用、コンピュータなどの
活用、レポートの作成や発表などを通して、思考力
や表現力などを養うことが重要である。

(4) 物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活
動を行い、これらの活動を通して科学技術の発展と
人間生活とのかかわりについて認識を深め、科学的
に考える態度を養うとともに、自然を総合的に見る
ことができるようにする。

進んでかかわり
・自ら学ぶ意欲を重視（教科の目標が反映されている）

結果の分析や解釈、結論の導出
・結果を考察し、表現するなどの学習活動を一層重視

小学校で培った能力をさらに高め
・小学校との円滑な接続

結果を分析して解釈するなどの能力の育成を図る
・科学的な思考力・表現力の育成を図るための言語活動

の充実

・「事物・現象」
「事物・現象」という表記に統一した。（現行では、
「事象」と省略した表記があったが、新課程において
は、省略した表記は用いない。）

分析して解釈し
モデルの活用
思考力や表現力を養う
・結果を考察し、表現するなどの学習活動を一層重視

物理の規則性や原理などが日常生活や社会で活用
・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。

観察、実験などを行うに当たっては
・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の、観察、実験の充実

分析して解釈し
モデルの活用
思考力や表現力を養う
・結果を考察し、表現するなどの学習活動を一層重視

日常生活や社会との関連
・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

観察、実験などを行うに当たっては
・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の、観察、実験の充実

科学技術の発展と人間生活とのかかわりについて認識
を深め
・科学技術と人間、エネルギーと環境など総合的な見方
を育てる。

・理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもた
せる。

・持続可能な社会の構築が求められている状況に鑑み、
環境教育の充実を図る。（第１分野（７）科学技術と
人間の学習の充実）
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（３）第１分野の内容

第１分野（１）身近な物理現象
身近な事物・現象についての観察、実験を通して、

光や音の規則性、力の性質について理解させるととも
に、これらの事物・現象を日常生活や社会と関連付け
て科学的にみる見方や考え方を養う。
＜解説＞
・結果を分析して解釈し、規則性などを見いださせる
・日常生活や社会で見られる身近な現象やこれらの活

用と関連付けて、科学的にみる見方や考え方を養う
・レポートの作成や発表を適宜行わせ、思考力、表現

力などを育成する。
・例えば、簡単なカメラや楽器などのものづくりを取

り入れ、原理や仕組みの理解を深めさせ、興味・関
心を高めさせることが考えられる。

ア 光と音
(ｱ) 光の反射・屈折
(ｳ) 音の性質

音についての実験を行い、音はものが振動するこ
とによって生じ空気中などを伝わること及び音の高
さや大きさは発音体の振動の仕方に関係することを
見いだすこと。

（内容の取扱い）
ア アの(ｱ)については、全反射も扱うこと。また、

光の屈折で入射角と屈折角の定性的な関係にも触
れること。

ウ アの(ｳ)については、音の伝わる速さについて、
空気中を伝わるおよその速さを扱うこと。

＜解説＞
(ｱ) 光の反射・屈折
・学習の導入に当たっては、例えば、身近な自然事象

として虹、日常生活や社会で活用されているものと
して光ファイバーケーブルなどを示し、生徒の興味
・関心を高めるようにすることが大切である。

・光の屈折については、入射角と屈折角の定性的な大
小関係に触れる。

(ｳ) 音の性質
・弦の振動では弦をはじく強さ、弦の長さや太さなど

を変えて音を発生させ、音の大きさや高さを決める
条件を見いださせる。このとき、条件を制御して行
うことに留意させる。また、オシロスコープやコン
ピュータを用いて、音を波形で表示させ、音の大小
と振幅、音の高低と振動数が関連することを見いだ
させる。

イ 力と圧力
(ｱ) 力の働き
(ｲ) 圧力

水圧や大気圧の実験を行い、その結果を水や空気
の重さと関連付けてとらえること。

（内容の取扱い）
エ イの(ｱ)については、ばねに加える力の大きさと

ばねの伸びの関係も扱うこと。また、重さと質量
の違いにも触れること。

オ イの(ｲ)については、水中にある物体にはあらゆ
る向きから圧力が働くことにも触れること。また、
水中では物体に浮力が働くことにも触れること。

＜解説＞
・例えば、ばねにおもりをつるして伸ばし、おもりの
数と伸びが比例することを見いださせる。

・誤差の扱いやグラフ化など、測定値の処理の仕方の
基礎を習得させることが大切である。

・水圧や大気圧については、観察、実験を通して、そ
れが水や空気の重さによることを理解させる。

・水中や大気中にある物体にはあらゆる向きに圧力が
働くことに触れる。

・水圧と水の深さとの関係を定性的に理解させる。
・浮力については、例えば、ばねばかりにつるした物
体を水中に沈めると、ばねばかりの指標が小さくな
ることなどから、浮力の存在に触れる。

（１）身近な物理現象
・日常生活や社会

生徒の興味・関心を高めるために、日常生活だけでな
く社会にまで視野を広げて、関連付けるようにする。

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成や発表
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

・簡単なカメラや楽器などのものづくり
いずれか一方について１単位時間程度で行えばよい。
第１学年は、内容が増えているため、時間数の関係で、
両方とも、じっくりと取り組むことは困難である。

ア 光と音
★内容の充実
(ｳ) 音の性質
【現 行】「知ること」→【新課程】「見いだすこと」
この変更に伴い、「解説」の記述も、具体的になった。

・身近な自然事象として…
理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をも
たせる。

・定性的な大小関係に触れる
現行の「屈折の法則や屈折率は扱わない」という「は
どめ」をなくしたことに伴うもの。

※「触れる」と「扱う」の使い分け
「触れる」…補助的に確かめればよいというもの。
「扱う」 …ていねいな学習を求められているも

の。

イ 力と圧力
★内容の充実

(ｱ) 力の働き
・ばねに加える力の大きさとばねの伸びの関係
生徒が、目盛りをふってグラフを作成することがで
きるよう指導する。

(ｱ) 力の働き
・重さと質量の違い

この後の学習においても、重さと質量を区別して使
うようにする。

(ｲ) 圧力
・水圧

定性的な理解ができるよう指導する。

(ｲ) 圧力
・浮力

浮力の存在に触れる。

★移行
(ｱ) 力の働き
・「力の合成と分解」は第３学年（５）運動とエネル

ギーの「ア 運動とエネルギー」に移行

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



中学校 理科

第１分野（２）身の回りの物質
＜解説＞
・結果を分析して解釈し、物質の性質や溶解、状態変

化について理解させる。
・観察、実験結果の記録の仕方やレポートの書き方な

どの技能を習得させる。
・物質の水への溶解や状態変化では、粒子のモデルを

用いた微視的な見方や考え方への導入を図る。
・観察、実験に当たっては、保護眼鏡の着用などによ

る安全性の確保や、適切な実験器具の使用と操作に
よる事故防止に留意する。

・試薬は適切に取り扱い、廃棄物は適切に処理するな
ど、環境への影響などにも十分配慮する。

ア 物質のすがた
(ｱ) 身の回りの物質とその性質

身の回りの物質の性質を様々な方法で調べ、物質
には密度や加熱したときの変化など固有の性質と共
通の性質があることを見いだすとともに、実験器具
の操作、記録の仕方などの技能を身に付けること。

(ｲ) 気体の発生と性質
（内容の取扱い）

ア アの(ｱ)については、有機物と無機物との違い
や金属と非金属との違いを扱うこと。また、代表
的なプラスチックの性質にも触れること。

イ アの(ｲ)については、異なる方法を用いても同
一の気体が得られることも扱うこと。

＜解説＞
(ｱ) 身の回りの物質とその性質
・目的に沿った実験を計画したり、根拠を示して考察

したりするなど、探究的な活動となるよう留意する。
・様々な固体の物質の密度を測定する実験を行い、求

めた密度から物質を区別できることに気付かせる。
・金属については、電気伝導性、金属光沢、展性、延

性などの共通の性質があることを扱う。
・代表的なプラスチックとして、ポリエチレン（PE）

やポリエチレンテレフタラート（PET）などを例に挙
げ、その性質、用途などについて触れる。

イ 水溶液
(ｱ) 物質の溶解

物質が水に溶ける様子の観察を行い、水溶液の中
では溶質が均一に分散していることを見いだすこ
と。

(ｲ) 溶解度と再結晶
水溶液から溶質を取り出す実験を行い、その結果

を溶解度と関連付けてとらえること。
（内容の取扱い）

ウ イの(ｱ)については、粒子のモデルと関連付けて
扱うこと。また、質量パーセント濃度にも触れる
こと。

エ イの(ｲ)については、溶解度曲線にも触れるこ
と。

＜解説＞
・溶質を粒子のモデルで表し、溶質が均一になってい

る様子について説明できるようにさせる。

ウ 状態変化
(ｱ) 状態変化と熱

物質の状態変化についての観察、実験を行い、状
態変化によって物質の体積は変化するが質量は変化
しないことを見いだすこと。

(ｲ) 物質の融点と沸点
物質の状態が変化するときの温度の測定を行い、

物質は融点や沸点を境に状態が変化することや沸点
の違いによって物質の分離ができることを見いだす
こと。

（内容の取扱い）
オ ウの(ｱ)については、粒子のモデルと関連付けて

扱うこと。その際、粒子の運動にも触れること。
カ ウの(ｲ)については、純粋な物質の状態変化を中

心に扱うこと。
＜解説＞
・純粋な物質では、状態が変化している間は温度が変
化しないことにも触れる。

（２）身の回りの物質

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの書き方
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

・保護眼鏡の着用
安全性の確保に留意する。

・廃棄物は適切に処理
第１学年から確実に指導していく。

ア 物質のすがた
・(ｱ) 身の回りの物質とその性質には、「電気の通りや

すさ」という表記がなくなったが、「解説」において
は、「電気伝導性」について扱うこととされている。

・異なる方法を用いても同一の気体が得られる。
代表的な例について実験を行うこと。（教育課程実施
状況調査の結果を踏まえて、指導の充実を図る）

★内容の充実
(ｱ) 身の回りの物質とその性質
・密度を測定

現行の、密度については「計算については扱わない」
という「はどめ」がなくなった。

(ｱ) 身の回りの物質とその性質
・代表的なプラスチック

プラスチックにも種類があることを学習すること
で、物質に対する興味・関心を高める。

★移行
現行の「ア(ｲ)」は、「ウ状態変化」に移行

イ 水溶液
・粒子のモデル

モデルを使って説明ができるよう指導を充実する。
★内容の充実
・現行の「イ(ｱ)」は、「イ(ｱ)、(ｲ)」（小項目の新設）

として充実
(ｱ) 物質の溶解
・重量パーセント濃度
・粒子のモデル

質量保存の概念を身に付けていく。
(ｲ) 溶解度と再結晶
・溶解度
・溶解度曲線

溶質の温度を下げたり、溶媒を蒸発させたりすること
で溶質を取り出すことができることを理解させる。

★移行
現行の「イ(ｲ)」は、第３学年（６）化学変化とイオ
ンに移行

ウ 状態変化（中項目の新設）
・体積は変化するが質量は変化しない。

実験を行い、粒子のモデルと関連付けて理解させる。
（諸調査により、十分定着していない傾向が見受けら
れるため、指導の充実を図る。）

・純粋な物質では、状態が変化している間は温度が変化
しない。
状態変化するときの温度の測定において、とらえさせ
る。

★内容の充実
(ｱ) 状態変化と熱
・粒子のモデルと関連付けて扱う。

加熱や冷却によって粒子の運動が変化することにも
触れることについて、国際的な通用性を踏まえて追加
された。
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第１分野（３）電流とその利用
電流回路についての観察、実験を通して、電流と電

圧との関係及び電流の働きについて理解させるととも
に、日常生活や社会と関連付けて電流と磁界について
の初歩的な見方や考え方を養う。
＜解説＞
・日常生活や社会と関連付けながら電流と磁界につい

て科学的な見方や考え方を養う。
・レポートの作成や発表を適宜行わせ、思考力、表現

力などを育成する。

ア 電流
(ｱ) 回路と電流・電圧

回路をつくり、回路の電流や電圧を測定する実験
を行い、回路の各点を流れる電流や各部に加わる電
圧についての規則性を見いだすこと。

(ｲ) 電流・電圧と抵抗
金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行

い、電圧と電流の関係を見いだすとともに金属線に
は電気抵抗があることを見いだすこと。

(ｳ) 電気とそのエネルギー
電流によって熱や光などを発生させる実験を行

い、電流から熱や光などが取り出せること及び電力
の違いによって発生する熱や光などの量に違いがあ
ることを見いだすこと。

(ｴ) 静電気と電流
異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こ

り、帯電した物体間では空間を隔てて力が働くこと
及び静電気と電流は関係があることを見いだすこ
と。

（内容の取扱い）
ア アの(ｱ)の「回路」については、直列及び並列の

回路を取り上げ、それぞれについて二つの抵抗の
つなぎ方を中心に扱うこと。

イ アの(ｲ)の「電気抵抗」については、物質の種類
によって抵抗の値が異なることを扱うこと。また、
二つの抵抗をつなぐ場合の合成抵抗にも触れるこ
と。

ウ アの(ｳ)については、電力量も扱うこと。その際、
熱量にも触れること。

エ アの(ｴ)については、電流が電子の流れであるこ
とを扱うこと。

＜解説＞
・結果を分析して解釈させ、回路の電流や電圧の規則
性について理解させる。

・二つの抵抗をつなぐ直列回路や並列回路などの簡単
な回路の各点を流れる電流や各部に加わる電圧など
を調べる実験を行い、規則性を見いださせる。

・測定値をグラフ化し、結果を分析して解釈させ、電
圧と電流が比例関係にあることを見いださせる。

・第１学年での「ばねに加える力の大きさとばねの伸
びの関係」の学習などと関連を図りながら、誤差の
扱いやグラフ化など、測定値の処理の仕方を習得さ
せる。

・二つの抵抗を直列や並列につないだ場合について、
その合成抵抗にも触れる。その際、合成抵抗につい
ては、直列つなぎ、並列つなぎにおける回路全体の
電流と電圧とから考えさせるようにする。

・観察、実験を通して、その結果を分析し解釈させて、
電流や電圧、抵抗について、それぞれの規則性を見
いださせることが大切である。

・温度の上昇は電力や電流を流す時間に関係があるこ
とを実験を通して見いださせる。その結果を分析し
て解釈する中で、水の温度上昇は、電力と時間の積
である電力量によることを理解させる。

・電力量の単位はジュール（記号 J）で表されることを
扱い、発生する熱量も同じジュールで表されること
や日常使われている電力量、熱量の単位にも触れる。

・雷も静電気の放電現象の一種であることを取り上げ
高電圧発生装置(誘導コイルなど)の放電やクルック
ス管などの真空放電の観察から電子の存在を理解さ
せ、電子の流れが電流であることについて理解させ
る。

（３）電流とその利用

・日常生活や社会
生徒の興味・関心を高めるために、日常生活だけでな
く社会にまで視野を広げて、関連付けるようにする。

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

ア 電流
・結果を分析して解釈

考察の指導の充実を図る。 

★内容の充実
(ｱ) 回路と電流・電圧
・二つの抵抗のつなぎ方を中心

二つの抵抗をつなぐ直列回路や並列回路などの簡単
な回路の各点を流れる電流や各部に加わる電圧など
の実験を行い、規則性を見いださせることについて
は、確実に指導することが求められている。

(ｲ) 電流・電圧と抵抗
・二つの抵抗をつなぐ場合の合成抵抗

直列つなぎ、並列つなぎにおける回路全体の電流と電
圧とから考えさせるよう指導することが求められて
いる。

・第１学年での学習と関連
測定値の処理の仕方の習得を図る。

(ｳ) 電気とそのエネルギー
・電力量
・熱量

エネルギーの様々な携帯に触れ、エネルギーの特徴を
意識させるための内容である。
日常使われている電力量、熱量の単位として触れるも
のとしては、KWh、cal 等がある。

(ｴ) 静電気と電流
・電流が電子の流れ

電流が電子の流れであることを理解させる。電子の移
動する向きと、電流の向きとが異なることから、中項
目「ア 電流」において、この小項目は、最後に位置
付いた。
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イ 電流と磁界
(ｱ) 電流がつくる磁界

磁石や電流による磁界の観察を行い、磁界を磁力
線で表すことを理解するとともに、コイルの回りに
磁界ができることを知ること。

(ｲ) 磁界中の電流が受ける力
磁石とコイルを用いた実験を行い、磁界中のコイ

ルに電流を流すと力が働くことを見いだすこと。
(ｳ) 電磁誘導と発電

磁石とコイルを用いた実験を行い、コイルや磁石
を動かすことにより電流が得られることを見いだす
とともに、直流と交流の違いを理解すること。

＜解説＞
・簡単なモーターの製作などのものづくりを通して、
電流と磁界について理解を深めることも考えられる。

・誘導電流が日常生活や社会で使われている例として
発電機などを取り上げ、例えば、オシロスコープや
発光ダイオードなどを用いて直流と交流の違いを理
解させる。

第１分野（４）化学変化と原子・分子
＜解説＞
・原子や分子のモデルと関連付けてみる微視的な見方
や考え方を養う。

・レポートの作成や発表を適宜行わせ、思考力、表現
力などを育成する。

ア 物質の成り立ち
(ｱ) 物質の分解
(ｲ) 原子・分子
（内容の取扱い）

ア アの(ｲ)の「原子」については、周期表を用いて
多くの種類が存在することにも触れること。ま
た、「記号」については、基礎的なものを扱うこ
と。

＜解説＞
・原子の記号としては、基礎的なものとして、H、C、N、

O、S、Cl、Na、Mg、Al、K、Ca、Fe、Cu、Zn、Ag など
その後の学習でよく使用するものを取り扱う。

イ 化学変化
(ｱ) 化合
(ｲ) 酸化と還元

酸化や還元の実験を行い、酸化や還元が酸素の関
係する反応であることを見いだすこと。

(ｳ) 化学変化と熱
化学変化によって熱を取り出す実験を行い、化学

変化には熱の出入りが伴うことを見いだすこと。
（内容の取扱い）

イ イの(ｱ)の「化学式」及び「化学反応式」につい
ては、簡単なものを扱うこと。

ウ イの(ｲ)の「酸化や還元」については、簡単なも
のを扱うこと。

＜解説＞
・硫黄を用いた化合の実験では有害な気体が発生する

こともあるので、実験室内の換気に十分注意する。
・例えば、鉄粉の酸化を利用したカイロを生徒に自作

させるなど、ものづくりを通して化学変化による発
熱についての理解を深めるようにする。

ウ 化学変化と物質の質量
(ｱ) 化学変化と質量の保存

化学変化の前後における物質の質量を測定する実
験を行い、反応物の質量の総和と生成物の質量の総
和が等しいことを見いだすこと。

(ｲ) 質量変化の規則性
化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を

行い、反応する物質の質量の間には一定の関係があ
ることを見いだすこと。

＜解説＞
・量的な関係を見いださせるため、測定値の誤差をで

きるだけ小さくするように注意深く実験すること
や、誤差を踏まえた上で実験結果を考察することな
ど、定量的な実験における方法を習得させる。

・気体の発生する閉じた系の実験では、保護眼鏡の着
用による安全性の確保や、適切な実験器具と試薬の
量による事故防止に留意する。

イ 電流と磁界
・現行の「電流の利用」について、内容が充実し、小項

目が再構成された。

・ものづくり
電流と磁界について理解を深める。１単位時間程度で
扱う。

★内容の充実
(ｳ) 電磁誘導と発電
・直流と交流の違い

日常生活や社会との関連を踏まえて、交流についても
扱う。

（４）化学変化と原子・分子

ア 物質の成り立ち
・周期表

周期表を教えるのではなく、周期表を使って学習する
ようにする。

・原子の種類
基礎的なものとして１５種類を例示しているが、現行
の教科書で扱われているものと変わらない。

イ 化学変化
・現行の「イ化学変化と物質の質量(ｱ)」が、「イ(ｱ)」

に位置付いた。

・化学式、化学反応式
現行の教科書で扱っているものと同じ種類のものを
扱う。

・実験室内の換気
硫化水素が発生する実験においては、換気に十分注意
する。

・ものづくり
化学変化による発熱についての理解を深める。１単位
時間程度で扱う。

★移行
・現行の「イ化学変化と物質の質量(ｲ)」は「ウ(ｱ) 」、

「ウ(ｲ)」に移行

・(ｲ) 酸化と還元
現行の第３学年（６）物質と化学変化の利用から移行

・(ｳ) 化学変化と熱
現行の第３学年（６）物質と化学変化の利用から移行

ウ 化学変化と物質の質量
・現行の「イ化学変化と物質の質量(ｲ)」に第３学年（６）

物質と化学変化の利用から移行した内容を加え、内容
の充実

・化学変化に関係する物質の質量を測定する実験
実験を重視している。

・定量的な実験における方法を習得
測定値の誤差を小さくすることや、結果をグラフに表
し考察することについて指導を充実する。

・保護眼鏡の着用
安全性の確保に留意する。
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第１分野（５）運動とエネルギー
物体の運動やエネルギーに関する観察、実験を通し

て、物体の運動の規則性やエネルギーの基礎について
理解させるとともに、日常生活や社会と関連付けて運
動とエネルギーの初歩的な見方や考え方を養う。
＜解説＞
・結果を分析して解釈させる中で力の基本的な性質を

理解させる。
・日常生活や社会と関連付けながら運動とエネルギー

の見方や考え方を養う。
・レポートの作成や発表を適宜行わせ、思考力、表現
力などを育成する。

・測定結果を処理する際は、測定値には誤差が必ず含
まれていることや誤差を踏まえた上で規則性を見いだ
させるよう、表やグラフを活用しながら指導をする。

ア 運動の規則性
(ｱ) 力のつり合い

物体に働く２力についての実験を行い、力がつり
合うときの条件を見いだすこと。また、力の合成と
分解についての実験を行い、合力や分力の規則性を
理解すること。

(ｲ) 運動の速さと向き
(ｳ) 力と運動

物体に力が働く運動及び力が働かない運動につい
ての観察、実験を行い、力が働く運動では運動の向
きや時間の経過に伴って物体の速さが変わること及
び力が働かない運動では物体は等速直線運動するこ
とを見いだすこと。

（内容の取扱い）
イ アの(ｳ)の「力が働く運動」のうち、落下運動に
ついては斜面に沿った運動を中心に扱うこと。そ
の際、斜面の角度が 90 度になったときに自由落下
になることにも触れること。「物体の速さが変わ
ること」については、定性的に扱うこと。

＜解説＞
・斜面の角度を変化させて実験を行い、その結果を分

析して解釈させ、斜面に沿った重力の分力が大きい
ほど速さの変わり方も大きいことを理解させる。

・運動の変化の様子については、記録タイマーなどに
よる測定結果の考察だけでなく、運動の様子を直接
観察したり、録画したビデオ映像で確認したりして、
おおよその傾向をとらえさせ、実感を伴った理解を
促す。

イ 力学的エネルギー
(ｱ) 仕事とエネルギー

仕事に関する実験を行い、仕事と仕事率について
理解すること。また、衝突の実験を行い、物体のも
つエネルギーの量は物体が他の物体になしうる仕事
で測れることを理解すること。

(ｲ) 力学的エネルギーの保存
力学的エネルギーに関する実験を行い、運動エネ

ルギーと位置エネルギーが相互に移り変わることを
見いだし、力学的エネルギーの総量が保存されるこ
とを理解すること。

（内容の取扱い）
ウ イの(ｱ)については、仕事の原理にも触れるこ
と。

エ イの(ｲ)については、摩擦にも触れること。
＜解説＞
・単位時間に行う仕事の量として仕事率を理解させる
・仕事の単位としてジュール（記号 J）を用い、関連す

る単位や日常用いられる単位にも触れる。
・道具を用いて仕事をするとき、加えた力より大きい

力を外部に出すことはできるが、道具に与えた仕事
以上の仕事を外部にすることはできないという仕事
の原理にも触れる。

・位置エネルギーについては、物体の衝突実験を行い高
いところにある物体ほど、また、質量が大きいほど大
きなエネルギーをもっていることを理解させる。

・運動エネルギーについては、物体の衝突実験を行い
物体の質量が大きいほど、速さが速いほど、大きな
エネルギーをもっていることを理解させる。

・条件を制御して実験を行い、分析して解釈させ、そ
の規則性を見いださせるよう留意する。

（５）運動とエネルギー

・日常生活や社会
生徒の興味・関心を高めるために、日常生活だけでな
く社会にまで視野を広げて、関連付けるようにする。

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成や発表
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

・測定結果の処理
誤差を踏まえたうえで、結果を考察できるよう指導す
る。

ア 運動の規則性
・「(ｲ) 運動の速さと向き」については、現行の「ア(ｱ)」

と内容は変わっていない。
・実感を伴った理解

運動の変化の様子について、記録タイマーなどによる
測定結果の処理だけでは、何を処理しているのか理解
が難しいので、実際の運動の様子を観察することも位
置付ける。

★内容の充実
(ｱ) 力のつり合い
・力の合成と分解

図形的に分析して解釈する学習活動を位置付ける。
(ｳ) 力と運動
・力が働く運動では運動の向きや時間の経過に伴って物

体の速さが変わること
定性的に扱う。この扱いの程度が「解説」に示されて
いる。

イ 力学的エネルギー
・現行の「ア運動の規則性(ｳ)」のうち、力学的エネル

ギーのみにしぼって取り扱う。

・条件を制御
小学校との接続を重視。

（小学校第５学年で重点を置いて指導する問題解決の
能力＝条件制御）

★内容の充実
(ｱ) 仕事とエネルギー
・仕事
・仕事の原理
・仕事率

国際的な通用性という視点から、内容の充実が図られ
た。

★移行
・衝突の実験

現行の小学校第５学年からの移行
・現行の「ア運動の規則性(ｳ)」のうち、力学的エネル

ギー以外のエネルギーについては、（７）科学技術と
人間に移行し内容を充実
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第１分野（６）化学変化とイオン
化学変化についての観察、実験を通して、水溶液の

電気伝導性や中和反応について理解させるとともに、
これらの事物・現象をイオンのモデルと関連付けてみ
る見方や考え方を養う。
＜解説＞
・結果を分析して解釈し、水溶液の電気伝導性や中和

反応について理解させ、イオンのモデルと関連付け
てみる微視的な見方や考え方を養うる中で力の基本
的な性質を理解させる。

・ここで扱う事物・現象は、日常生活や社会の中で見
られることに気付かせる。

・レポートの作成や発表を適宜行わせ、思考力、表現
力などを育成する。

・保護眼鏡の着用などによる安全性の確保及び試薬や
廃棄物の適切な取り扱いに十分留意する。

ア 水溶液とイオン
(ｱ) 水溶液の電気伝導性

水溶液に電流を流す実験を行い、水溶液には電流
が流れるものと流れないものとがあることを見いだ
すこと。

(ｲ) 原子の成り立ちとイオン
電気分解の実験を行い、電極に物質が生成するこ

とからイオンの存在を知ること。また、イオンの生
成が原子の成り立ちに関係することを知ること。

(ｳ) 化学変化と電池
電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を

行い、電流が取り出せることを見いだすとともに、
化学エネルギーが電気エネルギーに変換されている
ことを知ること。

（内容の取扱い）
ア アの(ｲ)の「原子の成り立ち」については、原子
が電子と原子核からできていることを扱うこと。
その際、原子核が陽子と中性子でできていること
にも触れること。また、「イオン」については、
イオン式で表されることにも触れること。

イ アの(ｳ)の「電池」については、電極で起こる反
応を中心に扱うこと。また、日常生活や社会で利
用されている代表的な電池にも触れること。

＜解説＞
・水溶液に溶けていた物質を電解質と非電解質に分類
できることを理解させる。

・電池の電極での電子の授受をイオンのモデルで表し、
電極で生じた電子が外部の回路に電流として流れる
ことを理解させる。

・実験方法を自ら考え、進んで探究する態度を養うた
め、例えば、備長炭を電極として用いた木炭電池や
果物を利用した電池など、身近なものを用いた電池
の実験を行い、電極の表面積や電解質水溶液の濃度
などが電圧や電流などに与える影響をレポートにま
とめるという活動が考えられる。

イ 酸・アルカリとイオン
(ｱ) 酸・アルカリ

酸とアルカリの性質を調べる実験を行い、酸とア
ルカリのそれぞれの特性が水素イオンと水酸化物イ
オンによることを知ること。

(ｲ) 中和と塩
中和反応の実験を行い、酸とアルカリを混ぜると

水と塩が生成することを理解すること。
（内容の取扱い）

ウ イの(ｱ)については、ｐＨにも触れること。
エ イの(ｲ)については、水に溶ける塩と水に溶けな

い塩があることにも触れること。
＜解説＞
・ｐＨ７が中性、７より小さいほど酸性が強く、７よ

り大きくなるほどアルカリ性が強いことに触れる。
・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液をイオンのモデルで

表し、中和反応においては水素イオンと水酸化物イ
オンから水が生じることにより酸とアルカリがお
互いの性質を打ち消し合うこと、塩化物イオンとナ
トリウムイオンから塩化ナトリウムという塩が生
じることをイオンのモデルを用いて理解させる。

・中性にならなくても中和反応は起きていることに触
れる。

（６）化学変化とイオン

・日常生活や社会
生徒の興味・関心を高めるために、日常生活だけでな
く社会にまで視野を広げて、関連付けるようにする。

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成や発表
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

・保護眼鏡の着用
安全性の確保に留意する。

・廃棄物は適切に処理
第１学年から確実に指導していく。

ア 水溶液とイオン

★すべて新内容
・国際的な通用性を踏まえて、内容を充実させた。

・成り立ち
成り立つまでの過程という意味と、しくみ（構造）と
いう意味がある。ここでは、しくみ（構造）という意
味。ただし、構造という言葉を使うと、電子配置まで
扱うという誤解が生じる可能性があるため、ここで
は、「成り立ち」という表現にしてある。

・進んで探究
探究的な活動を位置付け、進んで探究する態度の育成
を図る。

イ 酸・アルカリとイオン

・現行の「（２）身の回りの物質」の「イ(ｲ)」を移行
し、内容を充実

・イオンのモデル
中和反応において、モデルを用いて、論理的に説明で
きるよう指導の充実を図る。

★内容の充実
(ｱ) 酸・アルカリ
・ｐＨ

日常生活における物質に対する興味・関心を高めるた
めに、身の回りの物質のｐＨを測定するなどの実験を
取り入れる。（ｐＨ計を整備する）

(ｲ) 中和と塩
・水にとけない塩

塩の生成をとらえやすくするために位置付いた。
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第１分野（７）科学技術と人間
エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活

とのかかわりについて認識を深め、自然環境の保全と
科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判断
する態度を養う。

ア エネルギー
(ｱ) 様々なエネルギーとその変換

エネルギーに関する観察、実験を通して、日常生
活や社会では様々なエネルギーの変換を利用してい
ることを理解すること。

(ｲ) エネルギー資源
人間は、水力、火力、原子力などからエネルギー

を得ていることを知るとともに、エネルギーの有効
な利用が大切であることを認識すること。

（内容の取扱い）
ア アの(ｱ)については、熱の伝わり方も扱うこと。
また、「エネルギーの変換」については、その総
量が保存されること及びエネルギーを利用する際
の効率も扱うこと。

イ アの(ｲ)については、放射線の性質と利用にも触
れること。

＜解説＞
・エネルギーの変換では、エネルギーの総量は保存し

ながらも、エネルギーの一部が利用目的以外のエネ
ルギーとなり、はじめのエネルギーをすべて有効に
利用できるわけではないことを理解させ、エネルギ
ーの利用効率を高めることが重要であることを認識
させる。

・熱の伝わり方には、伝導や対流、放射があることを
理解させる。

・原子力発電ではウランなどの核燃料からエネルギー
を取り出していること、核燃料は放射線を出してい
ることや放射線は自然界にも存在すること、放射線
は透過性などをもち、医療や製造業などで利用され
ていることなどにも触れる。

イ 科学技術の発展
(ｱ) 科学技術の発展

科学技術の発展の過程を知るとともに、科学技術
が人間の生活を豊かで便利にしてきたことを認識す
ること。

＜解説＞
・科学技術の発展の過程を具体例を通して理解させる。
・科学技術の負の側面にも触れながら、それらの解決
を図る上で科学技術の発展が重要であることにも気
付かせる。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用
(ｱ) 自然環境の保全と科学技術の利用
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について
科学的に考察し、持続可能な社会をつくることが重
要であることを認識すること。

（内容の取扱い）
ウ ウの(ｱ)については、これまでの第１分野と第２

分野の学習を生かし、第２分野(7)のウの(ｱ)と関
連付けて総合的に扱うこと。

＜解説＞
・中学校最後の学習として、第２分野(7)のウの(ｱ)と
併せて一括して扱い、科学的な根拠に基づいて意思
決定させるような場面を設けることが大切である。

・科学技術の利用と環境保全にかかわる事柄をテーマ
として取り上げ、生徒に選択させるようにする。

・テーマを設定して調査を行わせ、調査結果を分析し
て解釈させ、レポートにまとめさせたり、発表や討
論をさせたりする。

・設定したテーマに関する科学技術の利用の長所や短
所を整理させ、同時には成立しにくい事柄について
科学的な根拠に基づいて意思決定を行わせるような
場面を意識的につくることが大切である。

（内容の取扱い）
内容の(1)から(7)までのうち、内容の(1)及び(2)は第
１学年、内容の(3)及び(4)は第２学年、内容の(5)から
(7)までは第３学年で取り扱うものとする。

（７）科学技術と人間

ア エネルギー

★内容の充実
(ｱ) 様々なエネルギーとその変換
・エネルギーを利用する際の効率

エネルギー資源の安定な確保と有効利用の重要性を
認識させる。

・放射
熱の伝わり方には、放射もあることを理解させる。

(ｲ) エネルギー資源
・放射線

エネルギーを有効、安全に利用することの重要性を認
識させる。

イ 科学技術の発展

・発展の過程を理解させるとともに、様々な科学技術の
利用によって人間の生活が豊かで便利になってきた
ことを認識させる。

・負の側面
負の側面について、解決を図るためにも科学技術の発
展が重要であることに気付かせる。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用

★新内容
・第１分野と第２分野の学習を生かし

第１分野と第２分野を融合した学習内容を規定し、環
境教育の充実を図る。
義務教育段階の集大成として位置付けており、分野を
横断した探究的な学習を進める。

・学習内容の順序に関する規定を改め各学年ごとに標準
的な学習内容を示す。 
地域の特性などを生かした学習ができるようにする
ため
第１分野、第２分野の内容の系統性に配慮し学習全体
を見通して指導計画を作成し指導を行う。 
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（４）第２分野の目標

(1) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に進んで
かかわり、その中に問題を見いだし意欲的に探究す
る活動を通して、多様性や規則性を発見したり課題
を解決したりする方法を習得させる。

＜解説＞
生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に対して

関心をもち、進んでかかわっていこうとする意欲を
育てることや、小学校から培っている比較したり、
条件に目を向けたりするなどの能力をさらに伸ば
し、観察、実験の結果を分析して解釈することによ
り、自然の中に見られる多様性や規則性を発見した
り課題を解決したりする方法を身に付けさせ、科学
的な思考力を育成するというねらいを示している。

自然を概観し、事象の比較・検討を行い、事象に
固有な性質や多様性、共通点や規則性を見いだすこ
とにより、その事象と周囲の事象との関係を分析し
て解釈するなどの能力を育てていくことが大切であ
る。

(2) 生物や生物現象についての観察、実験を行い、観
察、実験技能を習得させ、観察、実験の結果を分析
して解釈し表現する能力を育てるとともに、生物の
生活と種類、生命の連続性などについて理解させ、
これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方
を養う。

＜解説＞
観察、実験などを行うに当たっては、表やグラフ

の作成、モデルの活用、コンピュータなどの活用、
レポートの作成や発表などを通して、思考力や表現
力などを養うことが重要である。

(3) 地学的な事物・現象についての観察、実験を行い、
観察、実験技能を習得させ、観察、実験の結果を分
析して解釈し表現する能力を育てるとともに、大地
の成り立ちと変化、気象とその変化、地球と宇宙な
どについて理解させ、これらの事物・現象に対する
科学的な見方や考え方を養う。

＜解説＞
観察、実験などを行うに当たっては、表やグラフ

の作成、モデルの活用、コンピュータなどの活用、
レポートの作成や発表などを通して、思考力や表現
力などを養うことが重要である。

(4) 生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる
活動を行い、これらの活動を通して生命を尊重し、
自然環境の保全に寄与する態度を育て、自然を総合
的に見ることができるようにする。

進んでかかわり
・自ら学ぶ意欲を重視（教科の目標が反映されている）

結果の分析や解釈
・結果を考察し、表現するなどの学習活動を一層重視

小学校で培った能力をさらに高め
・小学校との円滑な接続

その事象と周囲の事象との関係を分析して解釈するな
どの能力の育成を図る
・科学的な思考力・表現力の育成を図るための言語活動
の充実

観察、実験などを行うに当たっては
・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、実験の充実

分析して解釈し
思考力や表現力を養う
・結果を考察し、表現するなどの学習活動を一層重視

観察、実験などを行うに当たっては
・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、実験の充実

自然環境の保全に寄与
・具体的に行動を起こすことができる生徒の育成を目指
している。

自然を総合的に見る 
・理科の学習で得た知識や技能を活用して、生物とそれ

を取り巻く自然界を総合的に見たり考えたりする態
度を身に付けさせる。

・理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもた
せる。

・持続可能な社会の構築が求められている状況に鑑み、
環境教育の充実を図る。（第１分野（７）科学技術と
人間の学習の充実）
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（５）第２分野の内容

第２分野（１）植物の生活と分類
身近な植物などについての観察、実験を通して、生

物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに、植物の
体のつくりと働きを理解させ、植物の生活と種類につ
いての認識を深める。
＜解説＞
・結果を分析して解釈
・レポートの作成や発表
・継続的な観察の機会
ア 生物の観察
(ｱ) 生物の観察
＜解説＞
・動物も対象とする。
・顕微鏡観察に習熟させる。
・スケッチの仕方やレポートの書き方を身に付けさせ

る。
イ 植物の体のつくりと働き
＜解説＞
・観察、実験を通して植物の体のつくりの多様性と共

通性に気付かせる。
・いろいろな花（両性花）のつくりを観察し、その結

果に基づいて、花が決まったつくりをもち、種子を
つくる働きがあることを理解させる。

ウ 植物の仲間
(ｱ) 種子植物の仲間

花や葉、茎、根の観察記録に基づいて、それらを
相互に関連付けて考察し、植物が体のつくりの特徴
に基づいて分類できることを見いだすとともに、植
物の種類を知る方法を身に付けること。

(ｲ) 種子をつくらない植物の仲間
シダ植物やコケ植物の観察を行い、これらと種子

植物の違いを知ること。
（内容の取扱い）

エ ウの(ｲ)については、シダ植物やコケ植物が胞子
をつくることにも触れること。

＜解説＞
・シダ植物やコケ植物を観察させ、シダ植物は葉、茎、

根の区別があり、維管束があるが、コケ植物には葉、
茎、根の区別も維管束もないことを理解させる。

・胞子の観察を行うなどして、これらの植物は種子を
つくらず胞子をつくることにも触れる。

第２分野（２）大地の成り立ちと変化
＜解説＞
・結果を分析して解釈
・レポートの作成や発表

ア 火山と地震
(ｱ) 火山活動と火成岩
(ｲ) 地震の伝わり方と地球内部の働き
（内容の取扱い）

ア アの(ｱ)の「火山岩」及び「深成岩」については、
代表的な岩石を扱うこと。また、代表的な造岩鉱
物も扱うこと。

＜解説＞
・例えば火山岩として安山岩や玄武岩など、深成岩と

して花こう岩や閃緑岩などが考えられる。
・造岩鉱物は岩石を見分けるために扱い、その特徴に

ついては、色や形の違いを取り上げ、そのことから、
火成岩の色の違いは、造岩鉱物の種類や含まれてい
るそれらの割合の違いであることに気付かせる。

イ 地層の重なりと過去の様子
(ｱ) 地層の重なりと過去の様子

野外観察などを行い、観察記録を基に、地層ので
き方を考察し、重なり方や広がり方についての規則
性を見いだすとともに、地層とその中の化石を手掛
かりとして過去の環境と地質年代を推定すること。

（内容の取扱い）
ウ イの(ｱ)の「野外観察」については、学校内外の
地層を観察する活動とすること。「地層」につい
ては、断層、 褶曲にも触れること。

＜解説＞
・野外観察については、学校付近に地形や露頭の観察
に適した場所がないような地域では、露頭が見える
場所に校外学習を行ったり、博物館などの施設を活
用したりするなどの工夫が必要である。

（１）植物の生活と分類

・植物など
昆虫等の動物も対象としてよい。

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

・継続的な観察
植物の生活や種類への理解を深める。

ア 生物の観察
★内容の充実
(ｱ) 生物の観察
・花のつくりを観察

「花には、つくりがあるはずだから観察してみよう」
という目的意識をもたせて観察に取り組ませる。

・動物も対象
植物の周りにいる動物にも目を向けてよい。

・顕微鏡観察に習熟
技能の確実な定着を図る。 

・レポートの書き方 
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

イ 植物の体のつくりと働き
・多様性と共通性

現行では、共通性に重きを置いてきたが、環境が変化
しながらも生物界が持続できたのは、他とは違う多様
な部分があったからだということをとらえさせるた
めに、多様性というキーワードを強調している。

ウ 植物の仲間
★内容の充実
・種子をつくらない植物

多様性という視点から、内容の充実を図った。
・胞子

種子ではなく、胞子をつくることに触れる。

（２）大地の成り立ち
・成り立ち 

ここでは、構成ではなく、過程を扱う。 
小学校第６学年は「土地のつくりと変化」という大項
目名。小学校との差別化を図った。

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

ア 火山と地震
★内容の充実
(ｱ) 火山活動と火成岩
・代表的な岩石

多様性という視点から、代表的な岩石を扱うものと
し、内容の充実を図った。

・代表的な造岩鉱物
造岩鉱物は岩石を見分けるために扱う。

イ 地層の重なりと過去の様子
・野外観察などを行い

野外観察を行うことが望ましいが、できない場合もあ
ることを想定した表記にした。野外観察や、はぎとり
地層や博物館等の活用などにより地層のイメージを
しっかりもたせることを重視する。

・断層、褶曲
写真等の資料の活用もよい。１単位時間かけるのでは
なく、簡単に触れる程度でよい。
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第２分野（３）動物の生活と生物の変遷
生物の体は細胞からできていることを観察を通して

理解させる。また、動物などについての観察、実験を
通して、動物の体のつくりと働きを理解させ、動物の
生活と種類についての認識を深めるとともに、生物の
変遷について理解させる。
＜解説＞
・結果を分析して解釈
・レポートの作成や発表

ア 生物と細胞
(ｱ) 生物と細胞

生物の組織などの観察を行い、生物の体が細胞か
らできていること及び植物と動物の細胞のつくりの
特徴を見いだすこと。

＜解説＞
・生物の体は、同じ形や働きをもった細胞が集まって

組織を、何種類かの組織が組み合わさって器官を構
成していることにも触れる。

イ 動物の体のつくりと働き
(ｱ) 生命を維持する働き

消化や呼吸、血液の循環についての観察、実験を
行い、動物の体が必要な物質を取り入れ運搬してい
る仕組みを観察、実験の結果と関連付けてとらえる
こと。また、不要となった物質を排出する仕組みが
あることについて理解すること。

(ｲ) 刺激と反応
（内容の取扱い）

ア イの(ｱ)の「消化」については、代表的な消化酵
素の働きを取り上げること。また、摂取された食
物が消化によって小腸の壁から吸収される物質に
なることにも触れること。

ウ 動物の仲間
(ｱ) 脊椎動物の仲間

脊椎動物の観察記録に基づいて、体のつくりや子
の生まれ方などの特徴を比較、整理し、脊椎動物が
幾つかの仲間に分類できることを見いだすこと。

(ｲ) 無脊椎動物の仲間
無脊椎動物の観察などを行い、その観察記録に基

づいて、それらの動物の特徴を見いだすこと。
（内容の取扱い）
ウ ウの(ｱ)については、脊椎動物の体の表面の様子

や呼吸の仕方、運動・感覚器官の発達、食物のと
り方の違いに気付かせること。

エ ウの(ｲ)については、節足動物や軟体動物の観察
を行い、それらの動物と脊椎動物の体のつくりの
特徴を比較することを中心に扱うこと。

＜解説＞
・例えばイカなどの解剖を行い、無脊椎動物の体のつ
くりの特徴を脊椎動物と比較し、共通点や相違点に
ついて考察させる。

・例えばアルテミアなど入手しやすい小さな無脊椎動物
を継続的に飼育することで、無脊椎動物をより身近な
生物として生徒に感じさせる工夫も考えられる。

エ 生物の変遷と進化
(ｱ) 生物の変遷と進化

現存の生物及び化石の比較などを基に、現存の生
物は過去の生物が変化して生じてきたものであるこ
とを体のつくりと関連付けてとらえること。

（内容の取扱い）
オ エの(ｱ)については、進化の証拠とされる事柄や
進化の具体例について取り上げること。その際、
生物にはその生息環境での生活に都合のよい特徴
が見られることにも触れること。

＜解説＞
・「(2)イ地層の重なりと過去の様子」での示準化石な

どについての学習も踏まえながら、陸上生活をする
生物は水中生活をするものから進化してきたことに
も気付かせる。

・例えば哺乳類では、コウモリは翼を用いて空中で飛
翔し、クジラはひれを用いて水中で泳ぐなど、同じ
前肢でも現在の生息環境に都合のよい特徴が見られ
ることにも触れる。

（３）動物の生活と生物の変遷

・結果を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

ア 生物と細胞
★移行
(ｱ) 生物と細胞
・「（５）生物の細胞と生殖」の「ア(ｲ)」から移行
・組織などの観察

組織を観察すると、細胞も観察できる。すべての生物
が細胞からできているという共通性をまず踏まえる。

イ 動物の体のつくりと働き

・不要となった物質を排出する仕組み
腎臓の働きについては、観察、実験の結果と関連付け
てとらえることが困難なので、消化や呼吸、血液の循
環とは別の文で示された。

・吸収される物質
単に細かくなるから吸収されるのではなく、細かくな
って小腸の受容体に付くから吸収されるという概念
を定着させる。

ウ 動物の仲間
★内容の充実
(ｲ) 無脊椎動物の仲間
・無脊椎動物

動物の多様性をとらえることができるよう、内容の充
実が図られた。

・節足動物や軟体動物
無脊椎動物として、具体的に取り上げる動物について
示している。

・イカなどの解剖
解剖を実施する場合は、イカを扱うことがよいという
例示。ただし、衛生面での配慮は必要。

エ 生物の変遷と進化
★新内容
(ｱ) 生物の変遷と進化
・動物の多様性をとらえることができるよう、内容の充

実が図られた。
・示準化石などについての学習も踏まえ

既習内容も活用して、学習をすすめることができるよ
う配慮する。
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第２分野（４）気象とその変化

生物の体は細胞からできていることを観察を通して
理解させる。また、動物などについての観察、実験を
通して、動物の体のつくりと働きを理解させ、動物の
生活と種類についての認識を深めるとともに、生物の
変遷について理解させる。

＜解説＞
・観測記録や資料などを分析して解釈
・レポートの作成や発表

ア 気象観測
(ｱ) 気象観測
＜解説＞
・気象観測をしようとする意欲を高めたり、観測器具

の原理や仕組みの理解を深めたりするために、観測
器具を自作することなども考えられる。

・天気の傾向がとらえられる程度の期間継続的に行い、
観測の技能を定着させる。

・自記温度計、自記湿度計、自記気圧計の活用を図る
ことも考えられる。

イ 天気の変化
(ｱ) 霧や雲の発生
(ｲ) 前線の通過と天気の変化
（内容の取扱い）

ア イの(ｱ)については、水の循環も扱うこと。
イ イの(ｲ)については、風の吹き方にも触れるこ

と。
＜解説＞
・ここでは雨、雪などの降水現象に関連させて水の循
環を扱い、循環が太陽エネルギーによって引き起こ
されることにも触れる。

・まず、天気図や気象観測のデータなどから、高気圧、
低気圧のまわりの風の吹き方に触れ、その上で前線
付近の暖気と寒気の動きに気付かせる。

ウ 日本の天気
(ｱ) 日本の天気の特徴

天気図や気象衛星画像などから、日本の天気の特
徴を気団と関連付けてとらえること。

(ｲ) 大気の動きと海洋の影響
気象衛星画像や調査記録などから、日本の気象を

日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付けてと
らえること。

（内容の取扱い）
ウ ウの(ｲ)については、地球を取り巻く大気の動き
にも触れること。また、地球の大きさや大気の厚
さにも触れること。

＜解説＞
・日本付近の大気の動きについては、１週間程度の天

気図や気象衛星画像の変化、上空の風向などの観測
データを用いてとらえさせ、日本の気象との関連を
考察させる。

・地球を取り巻く大気の動きや地球の大きさに対して
気象現象の起こる大気の層の厚さがごく薄いことに
も触れる。

・海洋の影響については、日本の天気に影響を与える
気団の性質や季節風の発生、日本海側の多雪などの
特徴的な気象に、海洋がかかわっていることを理解
させる。

（４）気象とその変化

・大項目名「天気とその変化」を「気象とその変化」と
した。小学校第５学年「天気の変化」との差別化を図
る。小学校の学習内容を受けて、より、内容を深めて
いくというスタンス

・観測記録や資料を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

ア 気象観測
(ｱ) 気象観測
★内容の充実
・観測器具を自作

ものづくりについて例示した。

・継続的な観測
観測技能の定着を図るほか、「イ 天気の変化」の学
習に活用できるデータを得るためにも、継続的な観測
を位置付ける。

・自記温度計、自記湿度計、自記気圧計の活用
継続的な観測によって生徒の得たデータの連続性を
補うよう、教師もデータをとっておくことが望まし
い。

イ 天気の変化
★内容の充実
(ｱ) 霧や雲の発生
・水の循環

数量的な扱いをすることも可能である。

(ｲ) 前線の通過と天気の変化
・風の吹き方

前線付近の寒気、暖気の動きについての理解を深め
る。

ウ 日本の天気
★新内容
・日本の天気の特徴を気団なども含めてとらえるほか、

海洋の影響が大きいことをとらえさせる。

・１週間程度の天気図や気象衛星画像の変化、上空の風
向などの観測データ
「ア気象観測(ｱ)気象観測」で得たデータの活用を図
る。
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第２分野（５）生命の連続性

身近な生物についての観察、実験を通して、生物の
成長と殖え方、遺伝現象について理解させるとともに、
生命の連続性について認識を深める。

＜解説＞
・結果を分析して解釈
・レポートの作成や発表

ア 生物の成長と殖え方
(ｱ) 細胞分裂と生物の成長

体細胞分裂の観察を行い、その過程を確かめると
ともに、細胞の分裂を生物の成長と関連付けてとら
えること。

(ｲ) 生物の殖え方
身近な生物の殖え方を観察し、有性生殖と無性生

殖の特徴を見いだすとともに、生物が殖えていくと
きに親の形質が子に伝わることを見いだすこと。

＜解説＞
・体細胞分裂については、染色体が複製されて二つの

細胞に等しく分配され、元の細胞と同質の二つの細
胞ができることを理解させる。

・親の形質が子に伝わることについては、無性生殖で
は親と同一の形質をもつ子、つまりクローンが生じ
ることを理解させる。

イ 遺伝の規則性と遺伝子
(ｱ) 遺伝の規則性と遺伝子

交配実験の結果などに基づいて、親の形質が子に
伝わるときの規則性を見いだすこと。

（内容の取扱い）
ウ イの(ｱ) については、分離の法則を扱うこと。
また、遺伝子に変化が起きて形質が変化すること
があることや遺伝子の本体がＤＮＡであることに
も触れること。

＜解説＞
・分離の法則を扱うが、染色体に関する図やモデルを

活用した実験などを行い、その結果を分析して解釈
することなどを通して、規則性を発見させ、その仕
組みを推論させることが考えられる。

・生物は親から遺伝子を受け継ぎ、遺伝子は世代を超
えて伝えられることを扱うが、遺伝子は不変ではな
く変化することにも触れ、「(3)エ(ｱ) 生物の変遷」
で学習したことと矛盾しないことを理解させる。

・遺伝子の本体がＤＮＡという物質であることにも触
れる。

（５）生命の連続性

・大項目名「生物の細胞と生殖」（現行）を「生命の連
続性」とした。

・観測記録や資料を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

・レポートの作成
中学校第１～３学年で段階的に指導する。

ア 生物の成長と殖え方
(ｱ) 細胞分裂と生物の成長
・現行の「（５）生物の細胞と生殖」の「ア(ｲ)」の内

容
★内容の充実
・染色体が複製

体細胞分裂については、染色体が複製されて二つの細
胞に等しく分配され、元の細胞と同質の二つの細胞が
できることの理解を図ることについて、現行と比べ強
調されている。

(ｲ) 生物の殖え方
・現行の「（５）生物の細胞と生殖」の「イ(ｱ)」の内

容
★内容の充実
・クローンが生じる

クローンという用語については、日常生活の中でも使
用されることがあるが、正しい理解をしていないこと
が多いという実態を踏まえて指導する。

イ 遺伝の規則性と遺伝子
(ｱ) 遺伝の規則性と遺伝子
★新内容
・ＤＮＡ

ＤＮＡについては、新聞等に頻出する用語であり、そ
の意味を正しくとらえさせる。また、生物は、絶えず
新しい世代を残して連続性を保っていることをとら
えさせる。

・図やモデルを活用した実験
いわゆる「モデル実験」の結果を分析し解釈すること
を通して規則性を発見させるという例示である。
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第２分野（６）地球と宇宙

身近な天体の観察を通して、地球の運動について考
察させるとともに、太陽や惑星の特徴及び月の運動と
見え方を理解させ、太陽系や恒星など宇宙についての
認識を深める。

＜解説＞
・観察記録や資料などを分析して解釈させる際には、

例えば図やモデルを使って説明させる。

イ 太陽系と恒星
(ｱ) 太陽の様子

太陽の観察を行い、その観察記録や資料に基づい
て、太陽の特徴を見いだすこと。

(ｲ) 月の運動と見え方
月の観察を行い、その観察記録や資料に基づいて、

月の公転と見え方を関連付けてとらえること。
(ｳ) 惑星と恒星

観測資料などを基に、惑星と恒星などの特徴を理
解するとともに、惑星の見え方を太陽系の構造と関
連付けてとらえること。

（内容の取扱い）
イ イの(ｱ)の「太陽の特徴」については、放出され
た多量の光などのエネルギーによる地表への影響
にも触れること

ウ イの(ｲ)については、日食や月食にも触れること
エ イの(ｳ)の「惑星」については、大きさ、大気組

成、表面温度、衛星の存在などを取り上げること。
その際、地球には生命を支える条件が備わってい
ることにも触れること。「恒星」については、自
ら光を放つことや太陽もその一つであることを扱
うこと。その際、恒星の集団としての銀河系の存
在にも触れること。「太陽系の構造」における惑
星の見え方については、金星を取り上げ、その満
ち欠けと見かけの大きさを扱うこと。また、惑星
以外の天体が存在することにも触れること。

＜解説＞
・太陽から放出された多量の光や熱のエネルギーは、

地球における大気の運動や生命活動に影響を与えて
いることにも触れる。

・月が約１ヶ月周期で満ち欠けし、同じ時刻に見える
位置が毎日移り変わっていくことを、月が地球の周
りを公転していることと関連付けてとらえさせるこ
とがねらいである。

・例えば、日没直後の月の位置と形を２週間ほど観察
し、その観察記録や写真、映像などの資料を基に、
月の見え方の特徴を見いださせ、それを太陽と月の
位置関係や月の運動と関連付けて考察させる。

・観察者の視点（位置）を移動させ、太陽、月、地球
を俯瞰するような視点から考えさせることが大切で
ある。

・金星の形が変化することを考察させるなど、月の見
え方と関連付けて学習させる。

・恒星は、太陽系天体と比べて極めて遠距離にあるこ
とに気付かせる。

・恒星が集団をなし銀河系を構成していることにも触
れる。

（６）地球と宇宙

・観測記録や資料を分析して解釈
考察の指導の充実を図る。 

イ 太陽系と恒星
(ｱ) 太陽の様子
・光などのエネルギー
太陽から放出された多量の光や熱について、エネルギ
ーとしてとらえ、大気の運動や生命活動に影響を与え
ていることに触れるよう、明確に示している。

(ｲ) 月の運動と見え方
★新内容
・金星の学習に生かすようにする。

・２週間ほど観察
継続観察を行い、その観察記録等をもとに学習できる
よう配慮する。

・観察者の視点（位置）を移動
小学校第６学年での学習は、「地球から見た太陽と月
の位置関係」で扱ってきた。ここでは、地球の外から
月や太陽を見る見方について扱う。

(ｳ) 惑星と恒星
★内容の充実
・金星の満ち欠け

月の見え方と関連付けた指導を行う。

・銀河系
時間概念や空間概念を形成するとともに、宇宙に関す
る興味・関心を高める。



中学校 理科

第２分野（７）自然と人間

自然環境を調べ、自然界における生物相互の関係や
自然界のつり合いについて理解させるとともに、自然
と人間のかかわり方について認識を深め、自然環境の
保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察
し判断する態度を養う。

ア 生物と環境
(ｱ) 自然界のつり合い

微生物の働きを調べ、植物、動物及び微生物を栄
養の面から相互に関連付けてとらえるとともに、自
然界では、これらの生物がつり合いを保って生活し
ていることを見いだすこと。

(ｲ) 自然環境の調査と環境保全
身近な自然環境について調べ、様々な要因が自然

界のつり合いに影響していることを理解するととも
に、自然環境を保全することの重要性を認識するこ
と。

（内容の取扱い）
ア アの(ｱ)については、生態系における生産者、消

費者及び分解者の関連を扱うこと。その際、土壌
動物にも触れること。

イ アの(ｲ)については、生物や大気、水などの自然
環境を直接調べたり、記録や資料を基に調べたり
するなどの活動を行うこと。また、地球温暖化や
外来種にも触れること。

＜解説＞
・自然界では生産者である植物、消費者である動物、

分解者である菌類や細菌類などの微生物が生活し、
生態系の中でつり合いが保たれていることを見いだ
させる。

・分解者として扱う菌類や細菌類については、これま
で学習していないので、この点も留意して指導する。

・モグラ、ミミズ、ダニなどの土壌動物についてもそ
の存在と働きについて触れる。

・食物網や自然界の炭素循環などの学習を通して、生
物の間につり合いが保たれていることについて理解
させるとともに、生物とそれをとりまく環境を一つ
のまとまりとしてとらえたものが生態系であること
を理解させる。

・自然界のつり合いに影響を与える要因を考えさせる
に当たっては、生物が、光、温度、水、大気、土壌
などに依存していることを予め理解しておくことが
大切である。

・扱う要因としては、自然界のつり合いに影響を与え
ていることがとらえやすい事物・現象を取り上げる
ことが適当である。

イ 自然の恵みと災害
(ｱ) 自然の恵みと災害

自然がもたらす恵みと災害などについて調べ、こ
れらを多面的、総合的にとらえて、自然と人間のか
かわり方について考察すること。

（内容の取扱い）
ウ イの(ｱ)については、地球規模でのプレートの動
きも扱うこと。また、「災害」については、記録
や資料などを用いて調べ、地域の災害について触
れること。

＜解説＞
・現在における地球規模でのプレートの動きと火山活

動や地震にはかかわりがあることを理解させて、こ
れらの地学的な事象が自然の恵みや災害と深いつな
がりがあることを理解させ、その上で、それぞれの
地域に特徴的な自然の恵みと災害について調べ、こ
れまでに学習してきたことに基づいて、自然と人間
のかかわり方を考察させる。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用

（内容の取扱い）
内容の(1)から(7)までのうち、内容の(1)及び(2)は第
１学年、内容の(3)及び(4)は第２学年、内容の(5)から
(7)までは第３学年で取り扱うものとする。

（７）自然と人間

ア 生物と環境

★内容の充実
(ｱ) 自然界のつり合い
・生態系

生態系という言葉の意味を理解していない高校生が
多いという実態がある。中学校においても、指導する。

・要因
要因を考えるという能力は、小学校第４学年で重点を
置いて指導する問題解決の能力であるが、ここで改め
て指導する。

(ｲ) 自然環境の調査と環境保全
・地球温暖化や外来種

人間の活動や自然環境の変化が自然界のつり合いに
影響を与えていることを理解させるに当たっては、今
日的な課題にも触れる。

イ 自然の恵みと災害

★内容の充実
(ｱ) 自然の恵みと災害
・プレート

地球規模という視点と、地域という視点から、自然の
恩恵と災害をとらえ、自然と人間のかかわり方を考察
させる。

ウ 自然環境の保全と科学技術の利用

★新内容
・第１分野と第２分野の学習を生かし

第１分野と第２分野を融合した学習内容を規定し、環
境教育の充実を図る。
義務教育段階の集大成として位置付けており、分野を
横断した探究的な学習を進める。

・学習内容の順序に関する規定を改め各学年ごとに標準
的な学習内容を示す。 
地域の特性などを生かした学習ができるようにする
ため
第１分野、第２分野の内容の系統性に配慮し学習全体
を見通して指導計画を作成し指導を行う。 
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Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 年間を通して、およそ各分野に同程度の授業時数を
配当
・各分野間、各項目間の関連を十分考慮する。
・各分野の特徴的な見方や考え方が互いに補い合い
育成されるようにする。

※第１分野(7)のウと第２分野(7)のウについては、
それまでの第１分野、第２分野の学習の成果を生
かして総合的に扱うため、第１分野と第２分野を
区別することなく一括して実施する。

２ 十分な観察、実験の時間や探究する時間の設定
・次のような学習活動の充実を図る。
問題を見いだし観察、実験を計画する学習活動
観察、実験の結果を分析し解釈する学習活動
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
※観察や実験の結果を整理したり探究的に学習活動
をしたりする時間などを充実させるには２単位時
間を連続して確保するなどの方法も考えられる。

３ ものづくりの推進
・各内容の特質に応じて適宜行う
※例）第１分野
「(1) 身近な物理現象」簡単なカメラ、楽器など、
「(3) 電流とその利用」簡単なモーターなど
「(4) 化学変化と原子・分子」カイロなど

４ 継続的な観察などの充実
・継続的な観察
・季節を変えての定点観測
※例）第２分野
「(3) 動物の生活と生物の変遷」

動物を飼育し継続的な観察
「(4)気象とその変化」

天気の変化やその規則性をとらえられる程度の
期間の気象観測

「(5) 生命の連続性」
ウニやメダカなどの発生の様子の継続的な観察

「(6) 地球と宇宙」
季節を変えて、ある方位に見える星座の観察
同じ時刻に見える星座の位置の一定期間ごとの
観察

５ 博物館や科学学習センターなどとの連携

６ 道徳の時間などとの関連

７ 各分野の内容の指導

（１）科学的に探究する能力の基礎や態度の育成

（２）生命の尊重と自然環境の保全

（３）日常生活や社会との関連

・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
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

・指導計画への位置付け
・事前の実地踏査、打合せの充実、
・事前指導の充実（感動を引き出すための指導）

・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
レポートの作成、発表、討論など、知識及び技能を
活用する学習活動の工夫、充実

・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、
深まるよう工夫

・理科の特質に応じた指導
生命を尊重し、自然環境に寄与する態度の育成
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

・直接体験の重視
・生徒の主体的な学習になるよう配慮
・生徒の個人差に対応できるよう配慮

↓
・３学年間を見通した綿密な指導計画を作成

・原理や法則の理解が目的
生徒の相違や工夫が生かせるようにする。
道具の操作や薬品の扱いなど安全上の配慮を行う。

・変化や規則性を見いだすための観察の工夫
時間に伴う変化の様子を把握
対象とする事物・現象の全体像を把握

・年間の指導計画への位置付け

・生徒の意欲の持続
事前に興味・関心を十分喚起
目的の明確化
観察記録の取り方の工夫（視聴覚機器の活用等）

・安全上の配慮
急な天候の変化に対する安全上の配慮
夜間の観察に対する安全上の配慮

・今日的な課題にも触れながら、日頃から生命に関心を
もたせ、生命を尊重する態度がより確かなものになる
ように指導する。

・得られたデータを分析して解釈し、適切な判断を行う
ような経験をさせることが重要である。

・判断に当たっては、科学的な根拠を踏まえ、論理的な
思考に基づいて行うように指導する。

・様々な原理や法則が科学技術を支えていることに触
れ、それらが日常生活や社会に深くかかわりをもって
いることを認識させる。

・例えば、授業の中で自然の事物・現象とかかわりのあ
る様々な職業に言及したり、科学技術に関係する職業
に従事する人の話を聴かせたりすることなどが考え
られる。
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８ 事故防止、薬品などの管理及び廃棄物の処理

(１) 事故の防止について
ア 指導計画などの検討

イ 生徒の実態の把握、連絡網の整備
日頃から学級担任や養護教諭などと生徒情報の交

換を密に行い、授業において配慮すべき生徒につい
ては、その実態を把握することが大切

ウ 予備実験と危険要素の検討
特に、グループで実験を行う場合は、すべてのグ

ループが同時に実験を行うことを想定し、その危険
要素を検討しておく。

エ 点検と安全指導

オ 理科室内の環境整備
特に、アンモニアや硫化水素などの刺激臭をもつ

気体や有毒な気体を発生させる実験では十分な換気
をする必要がある。

カ 観察や実験のときの服装と保護眼鏡の着用
飛散した水溶液や破砕した岩石片などが目に入る

可能性のある観察、実験では、保護眼鏡を着用させ
るようにする。

キ 応急処置と対応
平素から校医などと十分に連絡をとり、緊急の時

にどのように対処すればよいのかについて具体的に
決めておくと、不慮の事故の場合でもより冷静に対
処することができる。

ク 野外観察における留意点
岩石の採集で岩石ハンマーを扱う時には、手袋や

保護眼鏡を着用させるようにする。

(２) 薬品などの管理について
取扱いについては、消防法、火薬類取締法、高圧

ガス保安法、毒物及び劇物取締法などの法律で定め
られている。

在庫簿には、薬品の性質、特に爆発性、引火性、
毒性などの危険の有無も一緒に記載しておく。

(３) 廃棄物の処理について
危険防止の観点から、反応が完全に終わっていな

い混合物については、完全に反応させてから、十分
に冷まして安全を確認してから処理することが必要
である。

９ コンピュータなどの活用
・コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極

的かつ適切に活用するよう配慮

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、
Ⅲ 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、生徒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

・保護眼鏡の着用
現行では「必要に応じて」という表現があったが、今
回、着用について強調された。

・保護眼鏡の着用
現行では「眼の防御についての配慮が望まれる」とい
う表現があったが、今回、保護眼鏡の着用について強
調された。

・高圧ガス保安法
現行では「高圧ガス取締法」と記述されていたが、法
律の名称等が変わったことにより修正された。

・記載しておく
現行では「記載しておくとよい」という表現であった
が、記載することを求めている。

・火災等の防止のために、徹底することを求めている。

・観察、実験の代替としてではなく、自然を調べる活動
を支援する有用な道具として位置付ける。

・観察、実験の過程での情報の検索、実験データの処理、
実験の計測などにおいて必要に応じ効果的に活用でき
るよう配慮する。

・レポート作成などでは、生徒の考えを観察や実験の結
果に基づいて根拠のある記述をさせるようにする。


