
１学年 理科 学習案内 
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、科学的に探求する能力

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。 

理科の学習のねらいと学習内容 
学

期 
学習のねらい 学習内容 

一

学

期 

身近な生物についての観察、

実験を通して、生物の調べ方の

基礎を身に付ける。 

＜身近な生物を観察しよう＞ 
・ 校庭や学校周辺の生物の観察 

・ ルーペ、顕微鏡等の観察器具の操作 

・ 観察の記録の方法 

身近な植物の観察、実験を通

して、植物・動物の体のつくり

とはたらきを理解し、植物の種

類やその生活について認識を

深める。 

＜植物の世界＞ 

・ 花のつくりとはたらき 
子房，胚珠，受粉，果実，種子，被子植物，裸子植物 

・ 植物の分類 
単子葉類，双子葉類，離弁花類，合弁花類，シダ植物，コケ植物，

胞子 

・ 動物の分類 

  動物の分類 無セキツイ動物 

身のまわりの物質について

の観察、実験を通して、固体や

液体、気体の性質、物質の状態

変化について理解し、物質の性

質や変化の調べ方の基礎を身

につける。 

 

＜身のまわりの物質＞ 

・ 身のまわりの物質とその性質 
金属，非金属，質量，密度，有機物，無機物 

・ 気体の性質 
酸素，二酸化炭素，窒素，水素，アンモニアなどの気体の性質，

水上置換，上方置換，下方置換 

・ 水溶液の性質 
溶質，溶媒，溶液，水溶液，質量％濃度，結晶，飽和水溶液，溶

解度，溶解度曲線，再結晶 

・ 物質の姿と状態変化 
状態変化，沸点，融点，蒸留 

二

学

期 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

し、これらの事象を日常生活と

関連付けて科学的にみる見方

や考え方を養う。 

＜身のまわりの現象＞ 

・ 光の世界 
光の反射，光の屈折，全反射，凸レンズ，実像，虚像 

・ 音の世界 
音の伝わり方，音の伝わる速さ，振幅，振動数 

・ いろいろな力の世界 
重力，フックの法則，作用点，2力のつり合い 

三

学

期 

大地の活動の様子や身近な

岩石、地層、地形などの観察を

通して、地表に見られる様々な

事物・現象を大地の変化と関連

付けて理解し、大地の変化につ

いての認識を深める。 

＜大地の変化＞ 

・ 火をふく大地 
マグマ，噴火，火山，溶岩，鉱物，火成岩，火山岩，深成岩，斑

状組織，等粒状組織 

・ 動き続ける大地 
地震，震源，初期微動，主要動，Ｐ波，Ｓ波，震度，マグニチュ

ード，隆起，沈降，プレート，断層 

・ 自然の恵みと火山災害・地震災害 

活動する大地，自然の恵みと災害の調査 

・ 大地の変化を読みとる 
地層，風化，侵食，運搬，堆積，示相化石，示準化石，地質年代，

堆積岩，しゅう曲 

特色ある学習方法 
自然に対する関心を高めるように、教材や教具を工夫し、生徒一人一人が目的意識をもって観察、実験が

できるように授業を進めます。 

 



２学年 理科 学習案内 
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、科学的に探求する能力の

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。 

理科の学習のねらいと学習内容                                  
学期 学習のねらい 学習内容 

 

 

 

一 

 

 

学 

 

 

期 

 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する。

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

と働きを理解し、動物の生活と種

類についての認識を深める。 

＜動物の生活と生物の変遷＞ 

・生物と細胞 

 細胞のつくり 単細胞と多細胞生物 

・動物のからだのつくりとはたらき 

 消化と吸収 呼吸のはたらき 血液の循環  排出のしくみ  

刺激と反応 体が動くしくみ 

・動物の分類 

 動物の分類 無セキツイ動物 

化学変化についての観察・実験

を通して、化合、分解などにおけ

る物質の変化やその量的な関係

について理解するとともに、これ

らの事物・現象を原子や分子のモ

デルと関係付けてみる見方や考

え方を養う。 

 

＜化学変化と原子・分子＞ 

・物質のなり立ち 

 カルメ焼きの秘密 物質はどこまで分解できるか 

 物質をつくる原子 分子とは何か 物質を記号で表す 

・物質どうしの化学変化 

 物質どうしの結びつき 化学変化を原子の記号で表す 

・酸素がかかわる化学変化 

 ものが燃えるとは 酸化物から酸素をとる 

・化学変化と物質の質量 

 化学変化と質量の変化 化合する物質の割合 

・化学変化とその利用 

 化学変化と熱 わたしたちのくらしと化学変化 

 

 

 

二 

 

 

学 

 

 

期 

身近な気象の観察、観測を通し

て、気象要素と天気の変化の関係

を見いだすとともに、気象現象に

ついてそれが起こる仕組みと規

則性についての認識を深める。 

 

・気象の観測 

 気象の観測 気圧と風 

・前線とまわりの元気の変化 

 気団と前線 前線の通過と天気の変化 

・大気の動きと日本の天気 

 大気の動き 日本の天気 天気予報をしよう 

・雲のでき方と水蒸気 

 水蒸気が水に変化するとき 飽和水蒸気量と湿度 

 雲はなぜできるのか 水の循環 

・自然の恵みと気象災害 

 

 

 

三 

 

 

学 

 

 

期 

   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す

るとともに、日常生活や社会と関

連付けて電流と磁界、放射線につ

いての初歩的な見方や考え方を

養う。 

＜電気の世界＞ 

・電流の性質 

 電気の利用 回路に流れる電流 回路に加わる電圧 

 電圧と電流の関係 電気のエネルギー 

・電流と磁界 

 電磁石のまわりの磁界 磁界の中で電流が受ける力 

 モーターを回したときに発生する電流 直流と交流 

・静電気と電流 

 身近な静電気による現象 真空放電と陰極線 電流の正体 

・放射線の性質と利用 

特色ある学習方法 
自然に対する関心を高めるように、教材や教具を工夫し、生徒一人一人が目的意識をもって観察、実験がで

きるように授業を進めます。 

 

 

 

 



３学年 理科 学習案内 
理科の目標 

自然の事物・現象に進んで関わり、目的意識をもって観察・実験を行い、科学的に探求する能力の基

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。 

理科の学習のねらいと学習内容 
学期 学習のねらい 学習内容 

一

学

期 

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するととも

に、これらの事物・現象をイオン

のモデルと関連づけてみる見方

や考え方を養う。 

＜化学変化とイオン＞ 

・水溶液とイオン 

 水溶液には電流が流れるか 水溶液に電流が流れるのはなぜか  

イオンと原子のなり立ち 

・化学変化と電池 

 電解質の水溶液と金属板から電流をとり出す  

電池の中で起こる変化 身のまわりの電池 

・酸、アルカリとイオン 

 水溶液の酸性、アルカリ性 酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせる 

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するとと

もに、生命の連続性についての認

識を深める。 

＜生命の連続性＞ 

・生物の成長と生殖 

 生物の成長と細胞の変化 植物の生殖 動物の生殖 

有性生殖と無性生殖の特徴 

・遺伝の規則性と遺伝子 

 遺伝の規則性 遺伝子やＤＮＡに関する研究成果の活用 

二

学

期 

物体の運動に関する観察・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す

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。 

＜運動とエネルギー＞ 

・物体のいろいろな運動 

 運動している物体 運動を記録する 運動の変化と力 

 だんだんおそくなる運動 等速直線運動 

・力の規則性 

 2 力のつり合い 力の合成と分解 慣性の法則 作用・反作用の法則 

力と運動の関係 

・エネルギーと仕事 

 物体のもつエネルギー 力学的エネルギー 仕事とエネルギー 

 小さな力で大きな仕事はできるか 

身近な天体の観察を通して、地球

の運動について考察するととも

に、太陽や惑星の特徴および月の

運動と見え方を理解し、太陽系や

恒星など宇宙についての認識を

深める。 

＜地球と宇宙＞ 

・宇宙の広がり 

 銀河系と太陽系 太陽 太陽系の天体 

・地球の運動と天体の動き 

 天球と方位、時刻 地球の自転と天体の動き 星座の 1年の動き  

季節の変化 

・月と惑星の見え方 

 月の満ち欠け 日食と月食 惑星の見え方 

三

学

期 

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。 

＜科学技術と人間＞ 

・いろいろなエネルギー 

 生活のなかのエネルギーの移り変わり エネルギーの保存  

エネルギー資源の利用 

・科学技術の発展 

 情報・通信技術と私たちの生活 道力源や交通技術と私たちの生活 

 物資資源とその利用 循環型社会への構築へ向けて 

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

合いについて理解するとともに、

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。 

＜自然と人間＞ 

・自然のなかの生物 

 生態系とは 生態系における生物の役割 炭素の循環 

・自然環境の調査と環境保全 

 身近な自然環境の調査 自然界のつり合いの変化 

 自然環境の保全と開発 自然と人間 

・自然の恵みと災害 

 活動する大地 気候の特徴と自然災害 自然の恵みと災害の調査 

科学的な見方や考え方を深める。 ＜問題演習＞ ３年間の総復習 

特色ある学習方法 
自然に対する関心を高めるように、教材や教具を工夫し、生徒一人一人が目的意識をもって観察、実験ができる

ように授業を進める。 



理科の評価・評定 
 

１．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

に探求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。 

 

２．評価の観点及びその趣旨 

自然事象への 

関心・意欲・態度 

科学的な 

思考・表現 

観察・実験の 

技能 

自然事象についての 

知識・理解 

自然の事物・現象に進ん

でかかわり、それらを科

学的に探求するととも

に、事象を人間生活との

かかわりでみようとす

る。 

自然の事物・現象の中

に問題を見いだし、目

的意識をもって観察、

実験などを行い、事象

や結果を分析して解釈

し、表現している。 

観察、実験を行い、基

本操作を習得するとと

もに、それらの過程や

結果を的確に記録、整

理し、自然の事物・現

象を科学的に探求する

技能の基礎を身に付け

ている。 

自然の事物・現象につ

いて、基本的な概念や

原理・法則を理解し、

知識を身に付けてい

る。 

 

３．評価の方法 

 自然事象への 

関心・意欲・態度 

科学的な 

思考・表現 

観察・実験の 

技能 

自然事象につい

ての知識・理解 

授業での取り組み ○ ○ ○ ○ 

観察・実験レポート ○ ○ ○ ○ 

学習ノート ○    

パフォーマンステスト ○  ○  

制作物 ○  ○  

自己評価・相互評価 ○   ○ 

ペーパーテスト ○ ○ ○ ○ 

 

授業に取り組む意欲・姿勢や態度、観察・実験のレポート、学習ノート（授業のノート

やワークブックなど）、パフォーマンステスト（観察・実験の技能テスト）、ペーパーテス

ト（定期テスト・小テスト）などの方法により、総合的に評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．評価の例 

 

（１）定期テストの取り扱いのめやす 

 

100      90       80       70      60      50       40      30      20      10 

A 段階 B 段階 C 段階 D 段階 E 段階 

 

（２）観点別評価と評定の関係のめやす 

（観点別評価：  Ａ 十分満足、 Ｂ おおむね満足、 Ｃ 努力が必要 ） 

 

評定 目標への達成度 定期テストの取り扱い 観点別評価 

５ 目標に達成し、大変優

れている。 

Ａ Ａの数が３つ以上 

４ 目標に達成し、優れて

いる。 

Ａ Ｂ Ａの数が１～３つ程度 

３ おおむね目標に達成

している。 

Ｂ Ｃ Ａの数が０～２つ程度 

Ｃの数が０～２つ程度 

２ 目標への達成にはや

や不十分である。 

Ｃ Ｄ Ｅ Ｃの数が１～３つ程度 

１ 目標への達成には不

十分である。 

Ｄ Ｅ Ｃの数が３～４つ程度 

 

※観点別評価のＡ，Ｂ，Ｃの数だけで評価が決定するものではなく、評価はあくまでも

めやすとする。 

 


