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４ 理  科 
 

 

学習指導要領（試案） 昭和 22 年 ５月 26 日（1947 年）発行 

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 理科の目標 

 

学習指導要領 理科編（試案）〔昭和 22年５月 26 日（1947 年）発行〕より 

理科の指導目標は 

 すべての人が合理的な生活を営み，いっそうよい生活ができるように，児童・生徒の環境にある問題

について次の三点を身につけるようにすること， 

１. 物ごとを科学的に見たり考えたり取り扱ったりする能力。  

２. 科学の原理と応用に関する知識。 

３. 眞理を見出し進んで新しいものを作り出す態度。 

であり，この目標はさらに次の通りに分けられる。 

１. 自然に親しみ科学的な作品に興味を持つ態度。  

２. 自然界の物と現象とを観察する能力。 

３. すじ道の通った考え方をする能力。 

４. 機械や器具を使う能力。 

５. 生きものをかわいがり育てる態度。 

６. 健康を保つ習慣 

７. ねばり強く，助けあい，自ら進んで科学的な仕事や研究をする習慣。 

８. 眞理にしたがい，進んで未知のものを探ろうとする態度。 

９. やさしい科学の本を読む能力。 

10. 身のまわりの物ごとの間の関係や性質を知るための科学の主な原理と応用に関する知識。 

11. 自然の調和，美しさ，恵みを知ること。 

12. 科学者の仕事の尊さを知ること。 

13. 更に進んだ理科学習への準備と職業上必要なものの準備。 
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２ 理科の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

理解 

態度 

能力 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

科学的諸概念の理解 

問題解決法を用いる能力批判的な思考をなしうる能力 

創造的能力（二，三の生徒はもっている場合がある） 

実際場面において科学的な知識を使用する習慣 
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小学校学習指導要領（試案） 昭和 27 年２月 20 日（1952 年）発行 

中学校高等学校学習指導要領（試案） 昭和 27 年３月 20 日（1952 年）発行 

指導要録 昭和 30 年９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 理科編 (試案)〔昭和 27 年２月 20 日（1952 年）発行〕より 

 前節において述べた理科の立場や科学の本質から，さらにいっそう整理して理科の目標を詳しく述べ

れば，次のようなものが強調される。 

(１) 自然の環境についての興味を拡げる。 

(２) 科学的合理的なしかたで，日常生活の責任や仕事を処理することができる。 

(３) 生命を尊重し，健康で安全な生活を行う。 

(４) 自然科学の近代生活に対する貢献や使命を理解する。 

(５) 自然の美しさ，調和や恩恵を知る。 

(６) 科学的方法を会得して，それを自然の環境に起る問題を解決するのに役だたせる。 

(７) 基礎になる科学の理法を見いだし，これをわきまえて，新しく当面したことを理解したり，

新しいものを作り出したりすることがてきる。 

 以下，それぞれについて説明を加えよう。 

(１) 自然の環境についての興味を拡げる 

 生活を豊かな楽しいものにするためには，いろいろな知識を必要とする。このような知識を獲得

する第一歩は，物事について興味をもつことから始まる。 

 理科で扱う範囲は，自然の環境を中心にした方面である。こどもの自然についての興味は，きわ

めて身近なものから漸次発展して，直接には見聞のとどかない範囲にまで広がっていく。しかし，

このような興味の拡大は，放っておいてもできあがるものではない。そこで，自然のいろいろな環

境に興味を広めるようにはからなければならない。 

(２) 科学的合理的なしかたで日常生活の責任や仕事を処理することができる 

 わたくしたちが毎日の生活を送るためにはいろいろな仕事や責任を果していかなくてはならな

い。それには，毎日の生活の責任や仕事が，その責任や仕事の性質や筋道によく合っていることが

必要である。 

 このような筋道に合うためには，それらをよく見きわめ，筋道に従って事を処理していくことが

たいせつである。 

 理科では，このような物事の真実な姿をとらえ，それに合うしかたを学ぶのである。理科の指導

によって，このような科学的・合理的なしかたを学ぶことによって，日常生活の責任や仕事を正し

く処理することができるように導くことができる。 

(３) 生命を尊重し，健康で安全な生活を行う 

 人々のもつ望みの第一のものは健康でありたいことであろう。こどもの時もおとなになってから

も，健康で安全な生活を営みうるように学習をすることは，理科の重要なねらいでなければならな

い。健康で安全な生活は，個人の生活ばかりでなく社会全体の生活がそうであるように考慮するこ
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とはいうまでもない。 

 健康で安全な生活ということの根本を考えれば，これは人の生命を尊重することである。すべて

の人々が健康で安全に生活できるようになるのは，単に保健衛生上の知識や技術が普及しただけで

はなるものではなく，人々の考え方の根底に，人の生命を尊重する精神がつちかわれていなければ

ならない。 

 人の生命を尊重する精神は，その根底において，広く生物の生命を尊重する精神とつながるもの

である。いずれの生物にとっても，その生命はただ一つ，かけがえのないものである。わたくした

ちは，身のまわりのいろいろな生物がいわれもなく生命をふみにじられている姿をよく見かけるの

であるが，このような生命を軽んずる態度が，ひいては人の生命をもふみにじるにいたるおそれの

あるものではなかろうかと思う。理科においては，生命のあるものを扱うことがしばしばある。こ

のような機会に，真に生命を尊重する態度，生物を愛育する態度を養わなければならない。 

(４) 自然科学の近代生活に対する貢献や使命を理解する 

 人間の長い歴史の間の努力によって生まれた自然科学の成果が，こどもたちの環境や生活にしみ

こんでいる。科学は人間の生活を，ますます豊かなものにしてくれる。このような科学の貢献を理

解することによって，こどもたちは，人類の歩んできた努力のあとを知ることができる。そして，

人間の科学的な態度が人類の発展と繁栄のためにいかにたいせつなものであり，正しいものであっ

たかを理解することができる。こどもたちは，この科学をますます発展させることの必要さを知る

ことができる。 

 科学は人類の発展と平和のために使われなくてはならない。 

 このような使命を，すべてのこどもたちが身につけることによって，科学をますます発展させ，

人類永遠の繁栄のために努力するようにしなくてはならない。 

(５) 自然の美しさ，調和や恩恵を知る 

 昔から，自然は母なる大地と呼ばれている。わたくしたちの生命も生活も，自然から起り，自然

によって支えられている。 

 理科では自然の姿を正しくつかみとるのであるから，自然のわたくしたちに与えてくれるものを

合理的に正しく見，正しく味うようにして，自然を愛し，自然の恩恵や調和を知るように努力しな

くてはならない。 

(６) 科学的方法を会得してそれを自然の環境に起る問題を解決するのに役だたせる 

 科学の発展の原動力は，科学的な思考や処理の方法である。科学的態度や科学的方法が確立され

て，近代科学がすばらしい発展をとげた。しかし，このような科学的方法は，科学者だけのもので

はない。すべての人間が，この方法を会得することによって，社会は発展するのである。 

 この人類のみがもちうる方法を，こどもたちがじゅうぶん会得することによって，こどもたちは

自分の当面する問題を正しく解決することができるようになり，生活をいっそうよりよいものにす

ることができる。 

 科学的な方法は，天然の環境の問題を解決することばかりでなく，広く人工的な環境の問題にま

で及ぼすことによって，人間の生活のうち，自然の理法を根底にもつ問題を正しく解決するように

はからなくてはならない。理科の学習は，このような問題の解決を中心として展開する。 

 物事や自然の現象に含まれる理は，このような問題解決に科学的な方法を正しく適用する時に使

われるものなのである。 

(７) 基礎になる科学の理法を見いだし，これをわきまえて，新しく当面したことを理解したり，

新しいものを作り出したりすることがてきる 
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 科学の成果の教えるところによれば，複雑な自然の現象や物事の間にはいくつかの基礎的な理法

があることがわかる。このような理法を理解すれば，いろいろな当面する問題を解決することがで

きたり，新しいものを生み出したりすることができることがわかる。 

 小学校のこどもたちにも，このような基礎的な科学の理法を，こどもたちの能力に応じて理解さ

せることができる。 

 日常生活を科学的・合理的に処理するには，自然の理法をわきまえていなくてはならない。この

理法をわきまえるには，こどもが直接に自然現象にぶつかって，その中から理法を見いだすことか

ら出発すべきである。このようにして身についた理法は，次に現われた問題の解決に適用されるよ

うになる。また，さらに進んでその理法を活用して新しいものを作ったり，新しい方法を考え出し

たりすることができるように導かれなくてはならない。 

 

中学校・高等学校 学習指導要領 理科編（試案）〔昭和 27 年３月 20 日（1952 年）発行〕より 

中学校・高等学校理科の性格 

 中等学校の理科は，中学校においては，理科として分化せずに課し，高等学校においては，物理・化

学・生物・地学の４科目のうち，１つ以上を生徒の選択によって課することになっている。 

 中学校の理科は，自然の事物現象や人体に関する科学的な諸問題を，生徒の将来を見通して取り扱う

ように組織されている。その個々の内容は，おおむね物理学・化学・生物学・地学に含まれるものであ

るが，それらの組織や取扱においては独自な特徴をもっていることに注意すべきであろう。小学校の理

科も同様の趣旨によって組織されているが，中学校の理科では個々の事物現象の理解にとどまらず，そ

れらの間の関係や，生活や産業とのつながりを取り扱うことが強調される。 

 高等学校に至ってはじめて理科は４科目に分化される。生徒はそれまでにすでに９年間理科を学習し

てきており，その経験から各生徒は興味と能力の方向を自覚し始めるであろう。また，この年代の生徒

は，問題の論理的，系統的な解決を求めようとする傾向が強くなるものである。教科が次第に分化され

ていくのは当然のことであるが，問題は分化する時期と方法とであり，現在の理科の教育課程では，こ

の時期を高等学校に求め，生徒の選択による方法をとるべきものと考えているのである。 

 中学校・高等学校理科の内容上の特色は，後にしるすそれらの目標に表現されている。以前は物理学・

化学・生物学・地学などの学問的な体系によって，それらの知識や技術を獲得することが理科のおもな

目標になっていたといえよう。現在，多少その範囲と意義が異なったとはいえ，これの必要さは少しも

減じてはいない。しかし，それだけでじゅうぶんであるとはいえないのである。むしろ，学校教育で多

くのものを蓄積し，それだけによって将来を生活していくことを目ざすよりも，学校を卒業し社会へ出

てからも，よき社会人・職業人・家庭人としてみずからを向上させ，常に科学的な判断と行動ができ，

生活を豊かにしていくことができる人をつくることこそ最もたいせつな教育の目標ではないだろうか。

このように，生徒を科学的に好ましい方向に方向づけていくということがねらいであるならば，理科教

育の目標は，知識・技術の獲得ということに加えて，自然の事物現象についての基礎的な関係・原理・

法則の理解，科学的な態度・習慣，自然の美しさの調和を感得すること，科学的方法をよく認識するこ

と，よりよい社会や生活への理想をもつことなどを含み，しかもそれら相互に有機的な関連をもつもの

でなければならない。すなわち，理科教育の目標は，非常に広範で，かつ機能的であるということがで

きる。 

 このような教育の目標は，科学の学問的体系のみから導き出すことは不可能であって，そこには，生

徒の必要と社会の必要とが考慮されなければならない。この二つの必要は，もともと対立するものでは

ないと同時に，また分けられない面も多いが，一応この二つの観点をとってみよう。 
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 生徒の生活は，これを個人的，家庭的，社会的，経済的に分けて考えてみることもできるから，理科

教育の関係する面でも生徒の必要をこれに従って分けて考えてみよう。 

 個人生活においては，健康を維持増進し，自信をもって行動し，自然の調和と法則性を感得し，人生

観を確立したいという欲求がある。なかでも周囲の自然に疑問と興味とを持ち，これを探究しようとす

る欲求が強い。 

 家庭および社会生活においては，生活様式を科学的に改善し，成人として待遇され，家庭および社会

の一員として責任ある行動をとりたいという欲求がある。また，性について多くの疑問をいだき，これ

について正しい知識を得たいと希望する。 

 経済的・職業的生活については，職業を正しく選択するための基礎知識を得，日常の経済問題につい

て正しい理解と批判力を持ち，成人とともに経済生活・職業生活を営む自信を得たいと欲求する。 

 一方，社会が生徒に望むものは，教育基本法・学校教育法などに示されているが，理科教育の担当す

る部面を明らかにしておこう。理科教育については，生徒が一般的教養として自然科学を理解し，自然

と人生との関係を感得すると共に，広く他人の意見をとり入れ，他人に協力し，勤労を尊び，事物を正

しく観察し，事実に基いて理論を考え，簡単な実験操作を体得し，忍耐強く行動し，常に新しいものを

創造しようとする能力・態度を養うことが必要とされているのである。 

 次に述べる中学校理科・高等学校物理・化学・生物・地学の目標は，以上のような立場から設定され

たものである。 

中学校 理科の目標 

１．われわれの生活を改善するのに役だつような，科学的な事実や原理に関する知識を得る。 

２．人と自然界との関係を理解し，さらに人は他の人々，いろいろな生物，自然力の恩恵を受けて

いることを理解する。 

３．人体や，個人および公衆衛生についての基礎的な知識や理解を得，健康的な習慣を形成しよう

とする気持を起し，さらにその実現に努める。 

４．自然の事物や現象を観察し，実際のものごとから直接に知識を得る能力を養う。 

５．自然の偉大さ，美しさおよび調和を感得する。 

６．自然科学の業績について，社会に貢献するものと有害なものとを明らかに区別し，さらにすべ

ての人類に最大の福祉をもたらすように科学を用いなければならないという責任感をもつ。 

７．科学の原理や法則を日常生活に応用する能力を高める。 

８．一定の目的のために原料や自然力を効果的に，また安全に使う能力を高める。 

９．科学的な態度とはどのようなものであるかを理解する。たとえば，いろいろな事実に基いて一

応の結論が得られても，偏見を捨ててさらに多くの事実を探求し，じゅうぶんな証拠が得られるま

では判定をさしひかえる。さらに，こうして得られた結論でも別な事実にあてはめてみて深く吟味

する。 

10．問題を解決するために，科学的な方法を用いる能力を高める。 

11．現代の産業および商業生活において，科学に関する知識や科学的な習慣が重要であることを認

識し，またそれらを習得して職業の選択に役だたせる。 

12．正確に観察し，測定し，記録する習慣を形成する。 

13．道具をたくみに使いこなしたり，機械その他，科学的に作られたものを正しく取り扱ったりす

る技能や習慣を養う。 

14．人類の福祉に対する科学者の貢献と，科学がどのようにして現在の文明を築くのに役だったか

を理解する。 



 

 
- 215 -

15．科学のいろいろな分野における専門家を尊敬する態度を養う。 

16．他の人と協力して科学上の問題を解決しようとする心がまえをもつ。 

 

 

２ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

自然への関心 （小・中・高）自然の事物現象に積極的な興味関心を持ち，みずから進んで問題

を発見しようとする。 

論理的な思考  

実験観察の技能 （小・中・高）実証的な態度をもって，実験観察を企画し，これを正しく処理し

ていく技能。 

知識，理解  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

自然への関心 （小・中・高）自然の事物現象に積極的な興味関心を持ち，みずから進んで問題

を発見しようとする。 

論理的な思考  

実験観察の技能 （小・中・高）実証的な態度をもって，実験観察を企画し，これを正しく処理し

ていく技能。 

知識・理解  

原理の応用・創意  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 



 

教育課程審議会答申 昭和 33 年３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された理科の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 目標をいつそう明確にするとともに，学年の児童発達段階に応じ，他教科との関連をじゆうぶんに

考慮して，その内容をいつそう精選し基礎的次ものを学習させるようにすること。 

② 観察・実験の指導をいつそう重視し，科学的な見方，考え方をつちかうよう，特に留意すること。 

③ 低学年においては，特に自然観察を重んじ，自然現象や製作物に対する児童の興味や関心を養い，

また，自然愛護の態度を養成するよういつそうくふうすること。 

④ 高学年においては，児童の発達段階に応じ，自然現象についての原理的理解を与えるとともに，科

学的態度や能力の基礎をつちかうこと。 

⑤ 理科の学習指導にあたつては，特別教育活動や地域的事情との関連についてもじゆうぶん考慮を払

うこと。 

⑥ 教員については理科の全領域にわたつて，その学力の向上を図ること。 

⑦ 施設・設備の整備充実と，その適切な運営を図ること。 

 

＜中学校＞ 

① 内容を精選し，基本的事項がじゅうぶん指導できるようにするとともに実験，観察の指導をいっそ

う重視し，科学技術振興の基礎となる知識，技能，態度を身につけるようにすること。 

② 内容に系統性をもたせ，２分野，たとえば「物理，化学的内容を主とするもの」と「生物，地学的

内容を主とするもの」を設け，物理，化学的内容の学習に今までより重点をおくこと。 

 

 

２ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 自然に親しみ，その事物・現象について興味をもち，事実を尊重し，自然から直接学ぼうとす

る態度を養う。 

２ 自然の環境から問題を見いだし，事実に基き，筋道を立てて考えたりくふう・処理したりする

態度と技能を養う。 

 

 
- 216 -



３ 生活に関係の深い自然科学的な事実や基礎的原理を理解し，これをもとにして生活を合理化し

ようとする態度を養う。 

４ 自然と人間の生活との関係について理解を深め，自然を愛護しようとする態度を養う。 

 上に掲げた理科の目標は，各項目相互に密接な関連をもつものであり，次に示す各学年の目標は，教

科の目標の各項目それぞれについて，学年的発展を明らかにして具体的に示したものである。なお，各

学年の目標の作成にあたっては，次の諸点を考慮した。 

 教科の目標１については，低学年では，ごく身近な自然の事物・現象を見たり，扱ったりさせること

によって，自然に親しむ態度を養うとともに，事実に即したものの見方・考え方を育て，主客未分化的

な見方からはやく脱皮させるようにし，学年が進むにつれて自然環境をしだいに広げ，事物・現象の観

察や処理を通して客観的なものの見方・考え方ができるようにする。目標２については，低学年では自

然の環境から疑問を見いだし，これを解こうとしてそのしかたを考えたり，これを実際に行って確かめ

たりすることができるようにし，学年が進むにつれてはっきりした問題をとらえ，これを分析したり総

合したりして考察することに慣れさせ，筋道の通った考え方でくふう・処理することができるようにす

る。目標３については，低学年では，自然の事物・現象についての観察を広め，その中から自然科学的

な事実を意識するようにし，新しいことがらに出あったときに，これを前の経験と結びつけていけるよ

うにする。学年が進むにつれて，多くの経験の中から自然科学的な事実や基礎的な原理を理解させ，生

活に応用じてこれを合理化しようとするようにする。目標４については，低学年では，飼育栽培から始

め，生物を愛護するようにし，学年が進むにつれて，その気持を自然物一般に広げ，自然と人間の生活

との関係を考慮し，自然の保護や利用のしかたについての関心を深め，自然科学の進歩が生活を豊かに

するのに役だつことを認識させるようにする。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 自然の事物や現象についての関心を高め，真理を探究しようとする態度を養う。 

２ 自然の環境から問題をとらえ，事実に基き，筋道をたてて考えたり処理したりする能力を養い，

また，実験や観察に必要な機械器具を目的に応じて取り扱う技能を高める。 

３ 生活や産業の基礎となる自然科学的な事実や原理の理解を深め，これを活用する能力を伸ばし，

さらに，新しいものをつくり出そうとする態度を養う。 

４ 自然科学の進歩が生活を豊かにするのに役だつことを認識させ，自然科学の成果や方法を生活

の中に取り入れ，生活を合理化しようとする態度を養う。 

５ 自然と人間生活との関係を認識させるとともに，自然の保護利用に対する関心を高める。 

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって理科の目標をなすものである。指導にあたっ

ては，特定の項目にのみ重点をおくことなく，目標が全体として達成されるように考慮しなければ

ならない。 
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３ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

自然現象への関

心 

自然の事物や現象に積極的な興味・関心をもち，自然から直接学ぼうとする。 

科学的な思考 事実に基づき，すじ道をたてて考えたり，処理したりすることができる。 

実験・観察の技能 実証的な態度をもって，実験・観察を計画し，実験・観察に必要な機械・器具を

目的に応じて取り扱い，その結果を正しく処理することができる。 

知識・理解 生活に関係の深い身近な自然科学的な事実や基礎的原理を理解し，これらに関す

る知識を身につけている。 

自然の愛護 自然と人間生活との関係を考えて自然を愛護しようとする。 

 

＜中学校＞ 

自然の現象への

関心 

自然の事物や現象に積極的な興味・関心をもち，みずから進んでこれを探究しよ

うとする。 

科学的な思考 自然の環境から問題をとらえ，事実に基づき，筋道を立てて考えたり処理したり

することができる。 

実験・観察の技能 実証的な態度をもって実験・観察を計画し，実験・観察を適切に行い，その結果

を正しく処理することができる。 

知識・理解 生活や産業の基礎となる自然科学的な事実や原理を理解し，これらに関する知識

を身につけている。 

応用・創意 自然科学的な事実や原理の知識を活用することができ，また，新しい考えや事物

をつくり出そうとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された理科の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，具体的な事物や現象についての直接的な経験を深め，自然認識の基礎になる科学

的な物の見方や考え方などを育成するものであるにとを明確にするにと。 

児童の発達段階の特質を考慮して，児童に自然の具体的な事物や現象を観察させたり，それらを

実験によって確かめさせたり，また，それらを関係づけたり，組織づけたり，さらに，観点や立場

を変えて検討させたりすることによって，自然認識の基礎になる科学的な物の見方や考え方，扱い

方などを育成するにとが理科の目標の中核であるにとを明確に表現するようにする。 

(内容の精選） 

２ 内容については，基本的事項を精選して，その集約化を図るとともに，基礎的なことについていっ

そう発展的，系統的な学習ができるようにすること。 

(1) 科学的な物の見方や考え方，さらに進んでは創造力の育成がじゅうぶんなされるように，児童の

自然認識の基礎になる経験や自然科学的な事実や考え方を中軸にして内容を精選，集約し，学習が

発展的，系統的に行なわれるようにするとともに，児童が興味をもって学習できるようにする。 

(2) 児童の学習の対象となる具体的な事物や現象については，次のような区分にまとめて整理すると

ともに，それら区分相互の密接な関連を図る。 

ア 生物とその環境 

イ 物質および状態や性質の変化，物質相互の関係，および現象における変化の様子などウ 宇宙（地

球，太陽と月・地球との関係，星と星の集まり，およびこれら相互の関係など） 

(3) 低学年における理科の学習に関しては，低学年の児童の著しい特徴である全体的，直覚的な物の

見方や考え方が，中，高学年の学習の基礎になるものであることを重視する。したがって，低学年

においては児童がみずから身近な事物や現象にはたらきかけることを尊重し，児童が対象を比較し

たり，関係づげたりするなどの経験を豊富にするような内容に改善する。 

（他教科との関連） 

３ 他教科とくに体育，家庭，算数との関連についてじゅうぶんに配慮し，理科においては自然の理解

に重点をおくこととすること。 

(1) 体育や家庭でも扱う人体については，理科においては生物としての生命現象の理解を深めること

を主にする。また，保健や衣，食，住については，家庭および体育との関連を配慮する。 



(2) 自然の事物や現象のはあくにおいて必要となる関数的な見方や考え方については，理科において

は現象と具体的な事物の変化のはあくを主とする。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

目標については，現代における自然科学や科学教育の発展を考慮して，自然の事象に対する科学的

な見方・考え方を育成し，基本的な科学概念を理解させるようにすることを明確にすること。その際，

実験・観察と理論との結びつきをじゅうぶん図り，ものごとを科学的に判断したり処理したりする能

力や科学的な探究心を高め，さらに創造力を育成するようにすることをじゅうぶん考慮すること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，時代の進展や生徒の実態に応じ，質的な改善を図るとともに，いっそう系統的

な学習ができるように，基本的事項を精選し，内容を再構成すること。 

ア 科学的な見方・考え方，方法および基本的な科学概念を中心として内容を構成すること。その

際，取り上げる内容の程度や指導方法については，生徒の理解に無理のないようじゅうぶん配慮

すること。 

イ 基本的な原理・法則などを導き出すまでの過程をいっそう重視するようにし，特に直感的に問

題を解決する見通しをつけたり，予想された規則性を実験・観察を通して確かめたり，それらの

規則性を論証によって相互に関連づげたりする能力や態度を養うようにすること。そのため，実

験・観察の種類や方法などをいっそう適切なものとし，じゅうぶん時間をかけて行なえるように

すること。 

ウ 内容を精選するにあたっては，小学校，高等学校との関連を密にして，中学校において発展性

の少ない内容や理解の困難な内容は整理するとともに，基本的な科学概念と関連の少ない断片的

な知識は縮減すること。 

(2) 現行の２分野（理科の内容は，主として理物・科学的領域から成る第１分野と主として生物・地

学的領域から成る第２分野との二つの分野から構成されている。）についての考え方はこれを残し，

内容を系統的に組織したり，生徒に系統的な理解を得させたりするなどの長所を生かすとともに，

内容の分け方や運営のしかたについては，さらに改善するようにすること。 

(3) 生徒の能力差に応じた指導ができるように配慮すること。 

 

 

２ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

自然に親しみ，自然の事物・現象を観察，実験などによって，論理的，客観的にとらえ，自然の認識

を深めるとともに，科学的な能力と態度を育てる。 

このため， 

１ 生物と生命現象の理解を深め，生命を尊重する態度を養う。 

２ 自然の事物・現象を互いに関連づけて考察し，物質の性質とその変化に伴う現象やはたらきを

理解させる。 

３ 自然の事物・現象についての原因・結果の関係的な見方，考え力や定性的，定量的な処理の能
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力を育てるとともに，自然を一体として考察する態度を養う。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

自然の事物・現象への関心を高め，それを科学的に探究させることによって，科学的に考察し処理す

る能力と態度を養うとともに，自然と人間生活との関係を認識させる。 

このため， 

１ 自然の事物・現象の中に問題を見いだし，それを探究する過程を通して科学の方法を習得させ，

創造的な能カを育てる。 

２ 基本的な科学概念を理解させ，自然のしくみや，はたらきを総合的，統一的に考察する能力を

養う。 

３ 自然の事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養い，科学的な自然観を育てる 

 

 

３ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

知識・理解 自然の事物・現象を認識し，基礎的な自然科学の概念や原理・法則を理解し，こ

れに関する知識を身につけている。 

観察・実験の能力 探究的な態度をもって，自然の事物・現象を観察し，実験を計画し，必要な機械・

器具を目的に応じて取り扱い，その結果を正しく処理することができる。 

科学的な思考 自然の事物・現象に関心をもち，そこに問題を見い出し，因果関係的に見たり考

えたり，定性的，定量的に考察したりして，自然の事物・現象を論理的，客観的

にとらえることができる。 

 

＜中学校＞ 

知識・理解 自然の事物・現象を認識し，基本的な自然科学の概念や原理・法則を理解し，こ

れに関する知識を身につけている。 

観察・実験の能力 探究的な態度をもって自然の事物・現象を観察し，実験を計画し必要な機械・器

具を目的に応じて取り扱い，その結果を正しく処理することができる。 

科学的な思考 自然の事物・現象に関心をもち，そこに問題を見いだし，これを探究する過程を

通じて，法則性を発見したり，モデルを形成したりして，自然を総合的・統一的

に考察することができる。 

 

 

 
- 221 -



 

 
- 222 -

 

教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された理科の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，自然を探究する能力及び態度の育成や自然科学の基礎的・

基本的な概念の形成が無理なく行われるようにするため，特に児童生徒の心身の発達を考慮して内容

を基礎的・基本的な事項に精選する。 

その際，小学校においては，自然の事物・現象についての直接経験を重視し，自然を愛する豊かな

心情を培うこと，中学校においては，自然環境についての基礎的な理解を得させ，自然と人間とのか

かわりについての認識を深めること，高等学校においては，総合的な自然観の育成を図り，自然を尊

重する態度を養うことを重視する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 低学年の内容については，自然の事物・現象について，見たり，探したり，作ったり，育てたり

する具体的な活動を通して，基礎的な知識・技能の習得や自然を調べる能力及び態度の育成が図れ

るようにする。内容の構成に当たっては，実際の指導において他の教科との合科的な指導が従来以

上に行われやすいように配慮する。 

(ｲ) 中学年及び高学年の内容は，現行どおり「生物とその環境」，「物質とエネルギー」及び「地球と

宇宙」で構成するが，それぞれ次の諸点に留意して改める。 

[ｱ] 「生物とその環境」の内容は，自然のままの生物や飼育・栽培の下での生物の活動，成長及び

ふえ方の観察を通して，生物の共通の特徴や生物と環境との関係などを理解させることに重点を

おいて構成する。内容の構成に当たっては，現行の内容のうち，程度の高い実験を伴うものや取

扱いが高度になりがちなもの，例えば細胞と核，キノコの成長，樹相，トリの卵などは集約し，

又は削除する。 

[ｲ] 「物質と手ネルギー」の内容は，自然の事物・現象についての直接経験や模型，器具などの製

作活動を通して，物質の性質，物質間の相互作用及びそれに伴う変化を理解することに重点を置

いて構成する。内容の構成に当たっては，現行の内容のうち，程度の高い抽象的な説明を要する

もの，例えば水溶液の電気伝導，まさつ，打撃による熱の発生等は削除する。 

[ｳ] 「地球と宇宙」の内容は，大気や地表の変化及び天体の動きを調べることを通して，時間や空

間についての意識を深め，変化の規則性をとらえることに重点を置いて構成する。内容の構成に



当たっては，現行の内容のうち，実際の観察や取扱いが困難なもの，例えば，火山活動，地球の

自転などは削除する。 

[ｴ] ２個学年以上にわたって繰り返し発展的に取り扱っている内容のうち，例えば，こん虫の変態

や星の動きなどについては，学年相互の関連を考慮して内容を集約する。 

（中学校） 

(ｱ) 第１分野及び第２分野の内容については，おおむね現行どおり探究の過程を重視し，自然を探究

する能力及び態度の育成や理科に関する基礎的・基本的な概念の形成を目指して構成するが，その

構成に当たっては，特に自然の事物・現象に直接触れる学習が従来以上に行われるように配慮する。 

(ｲ) 現行の内容のうち，実際の指導においてその取扱いが高度になりがちなものや抽象度の高いもの，

例えば運動の第２法則，イオンの反応，天体の形状と距離の一部，動植物の分布，遷移などは削除

する。また，化学変化の量的関係，原子の構造，地かくの変化と地表の歴史などは，高等学校の内

容との関連を考慮して軽減する。 

(ｳ) 自然と人間とのかかわりについての認識を一層深めるため，例えばエネルギーの変換と利用，身

近で基礎的な物質とその反応，自然界における生産，消費及び分解の意義などに関する内容は，充

実させる。 

(ｴ) 両分野の履修の方法については，現行の並行履修の考え方を引き継ぐが，弾力的な運用ができる

ようにする。 

 

 

２ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

観察，実験などを通して，自然を調べる能力と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理

解を図り，自然を愛する豊かな心情を培う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

観察，実験などを通して，自然を調べる能力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，自然と人間とのかかわりについて認識させる。 
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３ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

知識・理解 自然の事物・現象の特徴や，それらの相互の関係及び規則性を理解し，基礎的知

識を身につけている。 

観察・実験の技能 自然の事物・現象を観察し，実験を計画・実施し，機械・器具などを目的に応じ，

工夫して取り扱うことができる。 

科学的思考 自然の事物・現象から問題を見いだし，事物・現象を比較したり，関係を考えた

り，観察・実験によって得られた結果を考察・処理したりして，自然の事物・現

象を論理的，客観的にとらえることができる。 

自然に対する関

心・態度 

自然の事物・現象に関心をもち，意欲的に自然を調べる活動を行うとともに，自

然を愛護する。 

 

＜中学校＞ 

知識・理解 観察，実験などを通して自然の事物・現象を理解し，これに関する知識を身につ

けている。 

観察・実感の技能 自然の事物・現象を観察し，実験を計画，実施し，必要な機械・器具などを目的

に応じ工夫して取り扱うことができる。 

科学的な思考 観察・実験などを通して自然を調べる方法を身につけ，自然の事物・現象を分析

的，総合的に考察することができる。 

自然に対する関

心・態度 

自然の事物・現象に関心をもち，進んでそれらを調べるとともに，事象を人間生

活とのかかわりでみる態度を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された理科の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，科学技術の進歩，またそれに伴う情報化などの社会の変化

や学習の実態などを考慮し，自然に親しむことや観察・実験などを一層重視して，問題解決能力を培

い，自然に対する科学的な見方や考え方及び関心や態度を育成する指導が充実するよう，内容の改善

を図る。 

その際，小学校においては，観察・実験など自然の事物・現象についての直接経験を重視し，それ

らの活動を通して問題解決の意欲や能力を育てるとともに，生活科との関連に配慮して中学年及び高

学年の内容の再構成を行う。 

中学校においては，観察・実験などを一層重視し，それらの活動を通して自然を探究する能力や態

度を育てるとともに，日常生活とのかかわりなどに配慮して内容の構成を改善する。 

高等学校においては，自然の事物・現象に対する主体的な探究活動を通して科学の方法を習得させ，

科学的な思考力や判断力を育てることを重視するとともに，生徒の能力・適性や進路等に応じて，適

切な選択履修が可能となるよう多様な科目を設ける。 

なお，児童生徒の発達段間に応じコンピュータ等にかかわる指導が適切に行われるよう配慮する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 観察・実験などを通して問題解決の能力を培い，自然に対する科学的な見方や考え方を育てる観

点から，次の諸点に留意して内容を改善する。 

[ｱ] 生活科との関連を考慮して，中学年及び高学年に日常生活に関係の深い自然の事物・現象や人

体の成長やはたらきなどの内容を取り上げ，観察・実験，製作などの活動や体験が一層充実する

ようにする。また，現行の低学年の内容のうち，生活科の学習活動になじみにくいものについて

は，中学年及び高学年の内容に統合し，自然に対する科学的な見方や考え方が深まるよう見直し

を行う。 

[ｲ] 「生物とその環境」め内容は，人体及び動植物の成長に伴う諸現象を観察・実験を通して追究

し，生物としての特性や環境とのかかわりに気付かせることに重点を置いて構成する。 

その際，現行の内容のうち，例えば，花のつくり（第３学年），植物の成長と養分（第４学年）

などについては，内容の程度や相互の関連性を考慮し，精選・集約を行う。 
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[ｳ] 「物質とエネルギー」の内容は，物質の状態や性質の変化を観察・実験を通して追究し，物質

の性質について理解するとともに，変化にかかわる要因をとらえていくことに重点を置いて構成

する。 

その際，現行の内容のうち，例えば，風車のはたらき（第３学年），水溶液の濃さと重さ（第

５学年）などについては，内容の程度や発展性を考慮して精選・集約を行う。 

[ｴ] 「地球と宇宙」の内容は，地表，大気圏及び天体に見られる諸現象の観察などに基づいて，そ

れらの規則性をとらえることや，時間的・空間的な現象の見方や考え方を育てることに重点を置

いて構成する。 

その際，現行の内容のうち，例えば，太陽と季節（第６学年）など取扱いが抽象的になりがち

な内容について精選を行う。 

(ｲ) 学習の対象とする自然の事物・現象については，地域の実情に即し，地域の自然を生かした指導

が行われるよう内容の示し方を改める。 

(ｳ) 「生物とその環境」，「物質とエネルギー」及び「地球と宇宙」の内容については，児童の主体的

な問題解決活動により応用的，発展的な学習を進める観点から，日常生活における科学にかかわる

内容を含めるようにする。 

（中学校） 

(ｱ) 第１分野及び第２分野の内容については，現行どおり自然科学に関する基本的な概念の形成を目

指して構成するが，その際，内容の一層の精選を図るとともに具体的な事物・現象や日常生活にか

かわる事項などを取り上げるよう配慮し，次のように改善する。 

[ｱ] 第１分野については，その取扱いが高度になりがちな内容，例えば，化学反応と熱などについ

て削除又は軽減を図るとともに，力のはたらき及び運動などについては，それらを有機的に結び

付けて効果的な指導ができるよう内容を統合する。また，情報化の進展や日常生活との関連を考

慮し，科学の進歩と人間生活とのかかわりに関する内容や，光学現象に関する内容等を加える。 

[ｲ] 第２分野については，その取扱いが高度になりがちな内容，例えば，恒星の明るさや色などに

ついて削減又は軽減を図る。また，高等学校との関連を考慮し，例えば，遺伝と進化などに関す

る内容を加える。 

(ｲ) 観察・実験を一層重視するとともに，主体的な探究活動が十分行えるようにするため，内容の示

し方を改める。 

(ｳ) 第３学年における授業時数の弾力的運用については，教科の内容を一層定着させるため，各分野

の内容について補充や深化を行うことなどにより学習の充実を図るようにする。 

(ｴ) 第３学年における選択教科としての「理科」においては，生徒の特性等に応じ，課題研究的な学

習，野外観察・実験など発展的，応用的な学習活動等が多様に展開できるようにする。 

(ｵ) 各分野の指導に当たっては，コンピュータ等を活用することについて配慮する。 

 

 



２ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 1 日（1992 年） 施行  より 

自然に親しみ，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・現象についての理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月１日（1993 年） 施行  より 

自然に対する関心を高め，観察，実験などを行い，科学的に調べる能力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。 

 

 

３ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知） 〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕 より 

＜小学校＞ 

自然事象への関心・意欲・態度 自然に親しみ，意欲をもって自然の事物・現象を調べる活動を行い，

自然を愛護するとともに生活に生かそうとする。 

科学的な思考 自然事象から問題を見いだし，事象を比較したり，関係付けたり，観

察，実験などによって得られた結果を考察，処理したりして，自然事

象を論理的，客観的にとらえ，問題を解決する。 

観察・実験の技能・表現 自然事象を観察し，実験を計画，実施し，機械，器具などを目的に応

じて工夫して扱うとともに，それらの過程や結果を的確に表現する。

自然事象についての知識・理解 自然事象の特徴や相互の関係，規則性などについて理解している。 

 

＜中学校＞ 

自然事象への関

心・意欲・態度 

自然の事物・現象に関心をもち，意欲的にそれらを調べるとともに，事象を人間

生活とのかかわりでみようとする。 

科学的な思考 観察や実験などを通して，自然の事物・現象のなかに問題を見いだし，事象を実

証的，論理的に考えたり，分析的，総合的に考察したりして問題を解決する。 

観察・実験の技

能・表現 

観察，実験の基本操作を習得するとともに，自然の事物・現象を科学的に調べる

方法を身に付け，それらの過程や結果を的確に表現する。 

自然事象につい

ての知識・理解 

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。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された理科の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申）

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) 小学校，中学校，高等学校を通じて，児童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

学的な見方や考え方を養うことができるようにする。 

(ｲ) そのため，自然体験や日常生活との関連を図った学習及び自然環境と人間とのかかわりなどの学

習を一層重視するとともに，児童生徒がゆとりをもって観察，実験に取り組み，問題解決能力や多

面的・総合的な見方を培うことを重視して内容の改善を図る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

身近な自然について児童が自ら問題を見いだし，見通しをもった観察，実験を通して，問題解決の

能力を育てるとともに，学習内容を日常生活と一層関連付けて実感を伴った理解を図り，自然を愛す

る心情と科学的な見方や考え方を養うことを重視して，次のような改善を図る。 

領域構成については，現行どおり「生物とその環境」，「物質とエネルギー」及び「地球と宇宙」と

する。 

(ｱ) 児童が事象を比べたり，変化にかかわる要因を抽出したり，計画的に観察，実験を行ったり多面

的に考察したりするなどの問題解決の能力を育成するとともに，ものづくりや自然災害など日常生

活と関係の深い内容などを充実するため，次のような改善を図る。 

ａ 「生物とその環境」については，児童が動植物の生活の実際や成長に関する諸現象を観察，実

験を通して追究することについての指導に重点を置いて内容を構成する。 

その際，例えば，動植物の運動や成長と天気や時刻の関係などは削除するとともに，卵生と胎

生，植物体の水の蒸散などは中学校へ移行統合する。また，男女の体の特徴などは他教科の指導

で取り上げられることを考慮して削除する。 

ｂ 「物質とエネルギー」については，児童が物質の性質や状態の変化について観察，実験を通し

て追究したり，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

置いて内容を構成する。 

その際，例えば，植物体の乾留などは削除するとともに，ものの性質と音，重さとかさ，水溶

液の蒸発による物質の分離，中和，金属の燃焼などは中学校へ移行統合する。 



ｃ 「地球と宇宙」については，児童が地表，大気圏及び天体に見られる諸現象について観察した

り，地表や大気圏の諸現象を自然災害などの視点と関連付けて追究したりすることについての指

導に重点を置いて内容を構成する。 

その際，例えば，石と土などは削除するとともに，空気中の水蒸気の変化，太陽の表面の様子，

北天や南天及び全天の星の動き，堆積岩と火成岩などは中学校へ移行統合する。 

(ｲ) 児童の興味・関心に基づいた学習を一層充実したり，地域の実態に即して地域にある事物や現象

を生かした指導ができるようにするため，特に，高学年において課題選択を導入する。 

 

（中学校） 

身近な自然の事物・現象について生徒が自ら問題を見いだし解決する観察，実験などを一層重視し，

自然を探究する能力や態度を育成するとともに，日常生活と関連付けた理解を図り，科学的な見方や

考え方，自然に対する総合的なものの見方を育てることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 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）という現行の

基本的枠組みは維持しつつ，内容については，科学的思考力や問題解決能力の育成及び科学に関す

る基本的概念の形成を目指して，学年進行に応じて，直接的な体験・観察に基づく学習から，分析

的，総合的なものの見方を育てる学習へ発展するよう次のような改善を行う。 

ａ 第１分野については，光や音など感覚を通して直接体験できる現象についての学習から，学年

が進むにつれて化学変化，電流，運動の現象など自然の規則性を見つけて考察する学習，さらに

エネルギー，科学技術と人間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。 

その際，例えば，溶質による水溶液の違いについては削除するとともに，比熱，電力量，イオ

ン，中和反応の量的関係，力の合成と分解，仕事などを高等学校に移行統合する。 

また，情報手段の発展に関する内容は，他教科の指導で取り上げられることを考慮して削除す

る。 

ｂ 第２分野については，植物や動物，大地の変化など直接観察を重視した学習から，学年が進む

につれて生物の殖え方，天体など規則性を見つけて考察する学習，さらには，環境，自然災害な

ど総合的なものの見方を育てる学習になるよう内容を構成する。 

その際，例えば，天気図の作成については削除するとともに，大地の変化の一部，月の表面の

様子，日本の天気の特徴，遺伝の規則性や生物の進化などを高等学校に移行統合する。 

(ｲ) 生徒の興味・関心に基づき問題解決能力を育成するため，野外観察を一層充実するとともに生徒

自ら観察や実験の方法を工夫したりして課題解決のために探究する活動を行うこととする。 

 

 

２ 理科の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

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・現象についての理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

自然に対する関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，科学的に調べる能力と態度を育

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。 

 

 

３ 理科の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕より 

＜小学校＞ 

自然事象への関

心・意欲・態度 

自然に親しみ，意欲をもって自然の事物・現象を調べる活動を行い，自然を愛す

るとともに生活に生かそうとする。 

科学的な思考 自然事象から問題を見いだし，見通しをもって事象を比較したり，関係付けたり，

条件に着目したり，多面的に追究したりして調べることによって得られた結果を

考察して，自然事象を科学的にとらえ，問題を解決する。 

観察・実験の技

能・表現 

自然事象を観察し，実験を計画，実施し，器具や機器などを目的に応じて工夫し

て扱うとともに，それらの過程や結果を的確に表現する。 

自然事象につい

ての知識・理解 

自然事象の性質や規則性，相互の関係などについて理解し，それらについての考

えをもっている。 

 

＜中学校＞ 

自然事象への関

心・意欲・態度 

自然の事物・現象に関心をもち，意欲的にそれらを探究するとともに，事象を人

間生活とのかかわりでみようとする。 

科学的な思考 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

うとともに，事象を実証的，論理的に考えたり，分析的，総合的に考察したりし

て問題を解決する。 

観察・実験の技

能・表現 

観察，実験の基本操作を習得するとともに，自然の事物・現象を科学的に探究す

る方法を身に付け，それらの過程や結果及びそこから導き出した自らの考えを的

確に表現する。 

自然事象につい

ての知識・理解 

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。 
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