
はじめに

　平成20年3月に改訂された新しい学習指導要領理科の
特徴的なことは、知識基盤社会の時代における国際的な
通用性、内容の系統性の観点から、小・中学校での学習
の円滑な接続を踏まえた指導内容になったことである。
　また、我が国の科学技術の土台となっている理数教育
の重要性の観点から、小・中学校とも理科の授業時間数
が大幅に増え、指導内容が充実されたことである。

1　新しい教育課程の基準の改善

　新しい学習指導要領が告示（平成20年3月）され、平
成21年度からの移行措置を経て、小学校は平成23年度
から、中学校は平成24年度から新しい教育課程が全面実
施される。
　今回の教育課程の基準の改善では、教育内容の主な改
善事項として、①各教科等における言語活動の充実、②

科学技術の土台である理数教育の充実、③伝統や文化に
関する教育の充実、④道徳教育の充実、⑤体験活動の充
実等があげられている。
  その中で、特に、理科教育に関する重要事項として、①
「言語活動の充実」については、知的活動の基盤として、
（ア）観察・実験などのレポートにおいて、視点を明確に
して、観察した事象の差異点や共通点をとらえて記録・
報告ができるようにする。（イ）比較や分類、関連付けと
いった考えるための技法、帰納的な考え方や演繹的な考
え方などを活用して説明ができるようにする。（ウ）仮説
を立てて観察・実験を行い、その結果を評価し、まとめ
て表現ができるようにすることなどが大切であるとして
いる。
　また、②「理数教育の充実」については、（ア）基礎的・
基本的な知識・技能の確実な定着のための学年間や学校
段階間での反復学習などの繰り返し学習や、思考力、表
現力等の育成のための観察・実験、レポートの作成、論
述の活動などを行うための時間を十分確保するようにす
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要　約

　今回の学習指導要領理科の改訂では、理科の目標、内容、探究する能力の育成について、小学校と中学
校の接続はもとより高等学校までの系統性、構造化が考慮されている。内容の系統性としては、「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が、小学校、中学校を通しての柱として構
造化され、科学に関する基本的概念の一層の定着が図られており、さらに科学技術と人間、エネルギー
と環境、生命、地球、自然災害など総合的な見方を育てる学習へと発展させる構造になっている。
　小学校においては、中学校と同じように内容区分がA区分（第1分野・物理、化学の領域）とB区分（第
2分野・生物、地学の領域）の2区分となり、物理、化学の領域は「物質・エネルギー」、生物、地学の領域は「生
命・地球」で構成され、科学の基本的な見方や概念を柱としている。
　また、科学的に探究する能力の育成では、小学校での問題解決の学習で身に付ける「比較する力」「要
因を関係付ける力」「条件を制御する力」「推論する力」などの能力を、中学校での探究学習においてさら
に高め、観察、実験の結果を「分析して解釈する力」や、導き出した自らの考えを「表現する力」、「規則
性を発見する力」「課題を解決する力」などの問題解決の力を系統的に育成していく指導が重要視されて
いる。
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る。（イ）科学への関心や学習意欲を高めるための博物館
等との連携による体験的な学習や、科学的な知識を活用
したものづくりや探究的な活動などを行うようにする。
（ウ）理数教育の国際的な通用性や、学術研究、科学技術
を担う人材の育成、社会的な自立に必要な科学に関する
基礎的素養の習得などの観点から、科学の基本的な見方
や概念を柱とした理科の内容の系統性と構造化を図り、
小・中・高等学校での学習の円滑な接続を図るようにす
る。（エ）習熟度別・少人数指導の充実や、外部人材によ
る専科教員、理科支援員の配置、理科教育設備の整備、
教科書の充実を図るようにすることなどが大切であると
している。

2　小・中学校を通じた理科の改善

　今回の理科の学習指導要領は、国際的な通用性、内容
の系統性、校種間の学習の円滑な接続を踏まえた指導内
容の充実などの観点から、小・中学校を通じた内容の系
統性、一貫性が重視されている。
  また、科学的な思考力・表現力等の育成の観点から、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などの学習活動な
どの充実が図られている。
　これからの理科では、小・中学校を通じ、発達の段階
に応じて、①子どもたちが知的好奇心や探究心をもって、
自然に親しむ。②目的意識をもって観察、実験を行う。
③科学的に調べる能力や態度を育てる。④科学的な定着
を図り、科学的な見方や考え方を養うようにすることが
大切である。
　そのため、小・中学校を通じて、次の事項について改
善を図っていくことが必要である。

（1） 知識・技能の定着に関すること
　知識・技能に関しては、実体験や自然事象に接する機
会を増やし、自然事象についての体験的・実感的な理解
を図るようにする。また、身近な動植物にかかわらせる
ことや、子どもの興味・関心、知的好奇心を高め、科学的
な認識の基礎を養うようにする。
　さらに、科学に対する関心を高め、生涯にわたって科
学に関心を持ち続けられるようにし、子どもの知的好奇
心を駆り立てる内容や実生活に密着した内容で、授業を
組み立てるようにすることが重要である。

（2） 学習内容に関すること
　科学の基本的な概念を身に付けられるようにする。ま
た、日本の自然の特性を生かし、地域の特色を生かした

学習や生活と密着した学習を行うようにする。
　併せて、環境教育にも目を向けて学習を行うようにす
る。さらに、学習内容の積み上げにより内容面、能力面
で系統性を持たせるようにする。その際、発達や学年の
段階に応じた反復（スパイラル）の中で確実に習得でき
るようにすることが大切である。

（3） 思考力、表現力の育成に関すること
　見通しや目的意識を持った観察、実験を通して探究的
な活動を充実させ、科学的な思考力を育成する。粒子や
エネルギーなどの科学の基本的な概念を実生活と関連づ
けたり体験したりして理解できるようにする。
　また、様々な数量的なデータを分類整理し比較したり、
グラフ化したりするようにする。仮説を立てて実験し評
価し、論理的に思考し、適切に表現する力を、国語力と
も関連させながら確実に習得できるようにすることが大
切である。

（4） 学習意欲・学習習慣に関すること
　理科の勉強が楽しくなるよう、実生活と関連づけた指
導の充実を図るようにする。また、理科を学ぶことの意
義や有用性を実感する機会を持てるようにする。その際、
自然に親しむための体験的な活動や観察、実験、ものづ
くりなどの活動を充実させ、子どもの興味・関心を高め
るようにする。

3　小・中学校を通じた内容の系統性
　
  昭和43年以来、小学校理科の内容は、対象の特徴、対
象の違いによる物の見方や考え方、児童の思考や行動、
学び方、発達の特性などから、「A生物とその環境」、「B
物質とエネルギー」、「C地球と宇宙」の3つに区分にされ
てきた。
  理科の目標は、自然に親しみ、自然の事物・現象を観察、
実験などによって、科学的にとらえ、自然の認識を深め、
科学的な能力や態度を育てることを基調としている。
　一方、中学校理科は、生徒が知的好奇心や探究心をもっ
て、自然に親しみ、目的意識をもって観察、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を目標としてきた。
　学習内容は、自然体験や日常生活との関連を図った学
習、自然環境と人間とのかかわりなどの学習が重視され
ている。また、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
を重視して構成されている。
  第1分野では、光や音など感覚を通して直接体験でき
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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に内容が構成されて
いる。
　また、第2分野では、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、
環境、自然災害など総合的な見方を育てる学習になるよ
うに内容が構成されている。
　これまでも、小学校と中学校との連携の重視から、「日
常生活との関連」や「科学的な認識の定着」などを踏まえ、
小学校理科は、中学校理科とも関連をもたせてきている
が、十分といえない。
　今回の理科の学習指導要領は、これらの考え方を踏ま
え、さらに考え方を発展させ、現行の小学校の3区分制
と中学校の2分野制との整合性をもたせ、科学の基本的
な見方や概念を柱にして、子ども自らが知を創れるよう
になっている。
　新しい小学校理科では、中学校理科の第1分野「物理・
化学領域」、第2分野「生物・地学領域」の2分野との接
続性をもたせ、科学の基本的な概念を柱にして、①科学
的な体験などの実験を主とした、A区分「物質・エネル
ギー」、②自然体験などによる観察を主としたB区分「生
命・地球」の2区分に構成され、体系化、系統化されてい
る。

4　小・中学校を通じた系統的な学習内容

　新しい理科では、科学の基本的な見方や概念を柱とし
て、「粒子」「エネルギー」「生命」「地球」とし、小・中学
校を通じて内容の系統性が図られている（別表参照）。

（1） 「粒子」について
　「粒子」といった科学の基本な見方や概念は、さらに、
①粒子の存在（原子、分子等）。②粒子の結合（化学変化）。
③粒子の保存性（質量保存）。④粒子の持つエネルギー（状
態変化）に分けられている。
  小学校では、3年「物と重さ」、4年「空気と水の性質」、
「金属、水、空気と温度」、5年「物の溶け方」、6年「燃焼
の仕組み」、「水溶液の性質」が学習内容である。
　中学校では、1年「物質の姿」、「水溶液」、「状態変化」、
2年「物質の成り立ち」、「化学変化」、「化学変化と物質の
質量」、3年「水溶液とイオン」、「酸・アルカリとイオン」
が学習内容である。

（2） 「エネルギー」について
　「エネルギー」といった科学の基本な見方や概念は、さ
らに、①エネルギーの見方。②エネルギーの変換と保存
（力学的エネルギー、光や音のエネルギー、熱エネルギー、
電気エネルギー、化学エネルギーなど）。③エネルギー資
源の有効利用、環境問題に分けられている。
　小学校では、3年「風とゴムの働き」、「光の性質」「磁
石の性質」、「電気の通り道」、4年「電気の働き」、5年「振
り子の運動」「電流の働き」、6年「てこの規則性」、「電気
の利用」が学習内容である。
　中学校では、1年「力と圧力」、「光と音」、2年「電流」、「電
流と磁界」、3年「運動の規則性」、「力学的エネルギー」、
「エネルギー」、「科学技術と人間」が学習内容である。

（3） 「生命」について
　「生命」といった科学の基本な見方や概念は、さらに、
①生物の構造と機能（体のつくりと働き、細胞など）。②
生物の多様性と共通性（葉の形は多様だが、働きは光合
成で共通しているなど）。③生命の連続性（植物の発芽・
成長、生物の殖え方など）。④生物の環境の相互作用（生
物と環境とのかかわりなど）に分けられている。
  小学校では、3年「昆虫と植物」、「身近な自然の観察」、
4年「人の体のつくりと運動」、「季節と生物」、5年「植物
の発芽、成長、結実」、6年「人の体つくりと働き」、「植
物の養分と水の通り道」、「生物と環境」が学習内容であ
る。
　中学校では、1年「植物の体のつくりと働き」、「植物
の仲間」、「生物の観察」、2年「動物の体のつくりと働き」、
「生物と細胞」、「動物の仲間」、「生物の変遷と進化」、3
年「生物の成長と殖え方」、「遺伝の規則性と遺伝子」、「生
物と環境」、「自然と人間」が学習内容である。

（4） 「地球」について
　「地球」といった科学の基本な見方や概念は、さらに、
①地球の周辺（月や星など）。②地球の表面（天気の変化
など）。③地球の内部（大地の変化など）などに分けられ
ている。
  小学校では、3年「太陽と地面の様子」、4年「天気の様
子」、「月と星」、5年「流水の働き」、「天気の変化」、6年「土
地のつくりと変化」、「月と太陽」が学習内容である。
　中学校では、1年「火山と地震」、「地層の重なりと過
去の様子」、2年「気象観測」、「天気の変化」、3年「天体
の動きと地球の自転・公転」、「太陽系と恒星」が学習内
容である。

　なお、新しい小・中学校における授業時間数は、次の
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（別表）小・中学校7年間を見通した内容の系統表

小学校A区分「物資・エネルギー」・中学校第1分野「物理・化学領域」

学
年

エネルギー 粒　　子
エネルギーの見方 エネルギーの変換 エネルギー資源

の有効利用
粒子の存在 粒子の結合 粒子の保存性 粒子のもつ

エネルギー

小
3

風やゴムの働き
光の性質

電気の通り道 物と重さ

磁石の性質
小
4

電気の働き 空気と水の性質 金属、水、空気
と温度

小
5
振り子の運動 電流の働き 物の溶け方

小
6
てこの規則性 電気の利用 　　　燃焼の仕組み　　　水溶液の性質

中
1
力と圧力
光と音

物質のすがた 水溶液
状態変化

中
2

電　流 物質の成り立ち 　　　　　  化学変化 
電流と磁界 化学変化と物質の質量

中
3

運動の規則性 　　水溶液とイオン　　　　酸・アルカリとイオン
力学的エネル
ギー

エネルギー 
科学技術と人間

小学校B区分「生命・地球」・中学校第2分野「生物・地学領域」

学
年

生　　　命 地　　　球
生物の構造と機能 生物の多様性と

共通性
生命の連続性 生物と環境との

かかわり
地球の内部 地球の表面 地球の周辺

小
3

昆虫と植物 身近な自然の観察 太陽と地面の様子

小
4
人の体のつくり
と運動

季節と生物 天気の様子 月と星

小
5

植物の発芽、 流水の働き
成長、結実

動物の誕生
天気の変化

小
6

人の体のつくり
と働き

植物の養分と水
の通り道

生物と環境 土地のつくりと
変化

月と太陽

中
1

植物の体のつく
りと働き

植物の仲間 生物の観察 火山と地震

地層の重なりと
過去の様子

中
2

動物の体のつく
りと働き

生物と細胞 気象観測
動物の仲間

生物の変遷と進化

  天気の変化

中
3

生物の成長と殖
え方

生物と環境 天体の動きと地
球の自転・公転

自然と人間
遺伝の規則性と
遺伝子

太陽系と恒星
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通りである。（ ）は週当たりの授業時間数である。

小学校理科の標準授業時数案
1年 2年 3年 4年 5年 6年  計

新理科 ― ― 90
（2.6）

105
（3）

105
（3）

105 
（3） 405

現行理科 ― ― 70
（2）

90
（2.6）

95
（2.7）

95
（2.7） 350

中学校理科の標準授業時数案
1年 2年 3年 計

新理科 105
（3）

140
（4）

140 
（4） 385

現行理科 105
（3）

105
（3）

80
（2.3） 290

　理数教育の充実から、理科の授業時数は小学校では55
時間、中学校では95時間も増加している。理数教育は、
我が国の科学技術立国としての基盤を成すものである。
これまで以上に、小・中学校を通じて指導内容・指導方
法の工夫、教育条件を整備を行っていくことが必要であ
る。

5　科学的な探究能力の育成の系統性

　科学的に探究する能力の育成においては、小学校では
問題解決の学習を通して、第3学年では自然事象を差異
点や共通点などの視点で比較しながら調べる能力、第4
学年では自然事象の変化に着目して変化とそれにかかわ
る要因を関係付ける能力、第5学年では自然事象にかか
わる量的変化や時間的変化に着目して条件を制御する能
力、第6学年では自然事象の変化や働きに着目して要因
や規則性、関係を推論しながら調べる能力を育てるよう
にすることである。
　中学校では探究学習を通して、小学校で培ってきた問
題解決の能力をさらに高めていくようにする。そして、
観察、実験の結果を分析して解釈することにより、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、
科学的な思考力を育成していくようにする。

学　年 育成すべき能力 
小学校第3学年 比較する力

第4学年 関係付ける力 
第5学年 条件を制御する力
第6学年 推論する力

中学校第1学年
第2学年 分析・解釈する力
第3学年

　科学的な探究能力を育成するためには、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、観察・実験の結果を整理し考察する
学習活動や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、探究的な学習
活動などを充実させることが必要である。

6　小中の接続と系統性を重視した電気単元の例
 
（1） 小学校における電気単元の学習
　小学校では、第3学年で「電気の通り道」、第4学年で「電
気の働き」、第5学年で「電流の働き」、第6学年で「電気
の利用」などの電気の学習を行う。　

◇第3学年「電気の通り道」について
　本単元では、乾電池に豆電球などをつなぎ、電気を通
すつなぎ方や電気を通す物を調べ、電気の回路について
の考えをもたせることがねらいである。
①指導内容
（ア）電気を通すつなぎ方と通さないつなぎ方がある
こと。

（イ）電気を通す物と通さない物があること。
②指導計画（10時間扱い）
第1次　　電気を通すつなぎ方・・・5時間
第2次　　電気を通す物・・・5時間　　
③授業づくりの要点
（ア）電気を通すつなぎ方
○乾電池1個と豆電球1個を導線でつないで調べる。
○回路ができると電気が通り、豆電球が点灯するこ
とをとらえる。

○豆電球が点灯するつなぎ方と点灯しないつなぎ方
を比較して調べる。

○回路の一部が途切れていると豆電球が点灯しない
ことをとらえる。

（イ）電気を通す物
○回路の一部に、身の回りにあるいろいろな物を入
れ、豆電球が点灯するか調べる。
○豆電球が点灯するときはその物は電気を通す物で
あり、点灯しないときは電気を通さない物である
ことをとらえる。

◇第4学年「電気の働き」について
　本単元では、乾電池や光電池に豆電球やモーターなど
をつなぎ、乾電池や光電池の働きを調べ、電気の働きに
ついての考えをもたせることがねらいである。

帝京大学文学部教育学科紀要　第 34 号（2009 年 3 月）

－ 15 －

｝



①指導内容
（ア）乾電池の数やつなぎ方を変えると、豆電球の明る
さやモーターの回り方が変わること。

（イ）光電池を使ってモーターを回すことができること。
②指導計画（15時間扱い）
第1次　　乾電池の数とつなぎ方・・・9時間
第2次　　光電池の働き・・・6時間
③授業づくりの要点
（ア）乾電池の数とつなぎ方
○乾電池の数を1個から2個に増やして豆電球を点
灯させたり、モーターを回したりして調べる。

○電球の明るさやモーターの回り方の変化を電流の
強さと関係付けて調べる。

○乾電池の向きをかえるとモーターが逆に回ること
から、電流の向きについてとらえる。

○簡易検流計などを用いて、これらの現象と電流の
強さや向きと関係付けて調べる。

○豆電球を点灯させるためには、どんなつなが方を
考え、図に表すなどしてから実験を行う。

○乾電池のつなぎ方を、直列つなぎと並列つなぎに
まとめる。

（イ）光電池の働き
○光電池にモーターなどをつないで、光電池は電気
を起こす働きがあることを調べる。

○光電池に当てる光の強さを変えるとモーターの回
り方が変わることなどから、光電池に当てる光の
強さと回路を流れる電流の強さとを関係付けてと
らえる。

○ブザーを鳴らしたり、発光ダイオードを点灯させ
たりして調べる。

◇第5学年「電流の働き」について
　本単元では、乾電池や光電池に豆電球やモーターなど
をつなぎ、乾電池や光電池の働きを調べ、電気の働きに
ついての考えをもたせることがねらいである。
①指導内容
（ア）乾電池の数やつなぎ方を変えると、豆電球の明る
さやモーターの回り方が変わること。

（イ）光電池を使ってモーターを回すことができること。
②指導計画（12時間扱い）
第1次　　鉄心の磁化、極の変化・・・6時間
第2次　　電磁石の強さ・・・6時間　　
③授業づくりの要点
（ア）鉄心の磁化、極の変化
○コイルに鉄心を入れて電流を流すと、鉄心は磁石
になることを調べる。

○コイルを乾電池につないで、乾電池の極を変える
と電磁石の極が変わることを調べる。

（イ）電磁石の強さ
○電磁石を作り、乾電池を直列につないで電流の強
さを変えると、電磁石の強さが変わることを調べ
る。
○導線の長さを同じにして、巻数の異なる二つ電磁
石を作り、一定の電流を流すと、電磁石の強さに
違いが出ることを調べる。
○電磁石の強さは、電流の強さや導線の巻数によっ
て変わることをとらえる。
○乾電池の他に、充電式電池などを活用する。
○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、変える条件と変えない
条件を制御して実験を行う。
○実験の結果を的確に処理し、考察する。

◇第6学年「電気の利用」について
　本単元では、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たせ
ることがねらいである。
①指導内容
（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。

②指導計画（14時間扱い）
第1次　発電・蓄電 ・・・・4時間
第2次　電気の変換 ・・・・3時間
第3次　電気による発熱 ・・4時間
第4次　電気の利用 ・・・・3時間
③授業づくりの要点
（ア）発電・蓄電
○手回し発電機などを使って電気をつくり出すこと
ができることを調べる。
○つくり出した電気を、コンデンサなどの蓄電池に
電気を蓄えることができることを調べる。
○手回し発電機などを使って、豆電球や発光ダイ
オードを点灯させたり、モーターを回転させたり
して電気の働きをとらえる。

（イ）電気の変換
○手回し発電機などを豆電球につないで点灯させる
ことから、電気は光に変えることができることを
とらえる。
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○手回し発電機などを電子オルゴールにつないで音
を出させることから、電気は光に変えることがで
きることをとらえる。

○手回し発電機などを電熱線につないで発熱させる
ことから、電気は熱　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。

（ウ）電気による発熱
○電熱線に電流を流すと、発熱させる働きがあるこ
とを調べる。

○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　変わることを調べる。

（エ）電気の利用
○身の回りには、電気をつくり出したり、蓄えたり、
変換したりする物があることを調べる。

○電気の性質や働きを利用したさまざまな道具があ
ることを調べる。

○電気の起電、蓄電、変換などを適用したものづく
りをして、電気の利用をとらえる。

○発熱実験では、発熱の程度を考え、安全には十分
注意する。

○省エネルギーの観点で、発光ダイオードと豆電球
の点灯時間を比較して調べる。

（2） 中学校における電気単元の学習
　中学校では、小学校での「電流の働き」や「磁石の性質」
についての学習を受け、第2学年・第1分野の「電気とそ
の利用」において、「電流」、「電流と磁界」の学習を行う。

◇第2学年「電気とその利用」について
　本単元では、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や電流の働きについて理解させるこ
とと、日常生活や社会と関連付けて電流と磁界について
の見方や考え方を養うことを目標としている。
　学習内容は、「ア電流」では、「（ア）回路と電流・電圧、
「（イ）電流・電圧と抵抗」、「（ウ）電気とエネルギー」、（エ）
「静電気と電流」である。「イ電流と磁界」では、「（ア）電
流がつくる磁界」「（イ）磁界中の電流が受ける力」「（ウ）
電磁誘導と発電」である。

ア　電流に関する学習

○指導計画（22時間扱い）
第1次　回路と電流・電圧・・・11時間
第2次　電流・電圧と抵抗・・・3時間　　
第3次　電気とそのエネルギー
　　　　（電力量、熱量、ジュール）・・・5時間

第4次　静電気と電流（放電）・・・3時間

（ア）回路と電流・電圧について
①ねらい
　本単元では、回路をつくり、回路の電流や電圧を測
定する実験を行い、回路の各店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出させることがねら
いである。

②授業づくりの要点
○豆電球などの抵抗や電源装置を入れた簡単な回路を
つくる。
○回路に流れる電流や抵抗に加わる電圧の測定などを
行う。
○回路の作成の仕方、電流や電圧の測定など、基本的
な技能を身に付ける。
○二つの抵抗をつなぐ直列回路や並列回路などの簡単
な回路を流れる電流や各部に加わる加わる電圧など
を調べる実験を行い、規則性を見出す。

（イ）電流・電圧と抵抗について
①ねらい
　本単元では、金属線に加わる電圧と電流を測定する
実験を行い、電圧と電流の関係や、金属線には電気抵
抗があることを見出させることがねらいである。

②授業づくりの要点
○電熱線などの金属線を入れた回路で、金属線に加え
る電圧と流れる電流の大きさの関係を測定する実験
を行う。
○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出す。
○いろいろな電熱線の測定結果を基に、金属線には電
気抵抗があることを見出す。

（ウ）電気とエネルギーについて
①ねらい
　本単元では、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や、
電力の違いによって発生する熱や光などの量に違いが
あることを見出させることがねらいである。

②授業づくりの要点
○電気ポットなど家庭で使用する器具や、発光ダイ
オード、豆電球、ブザーなど身近なものあるいは、
モーターを用いた模型自動車などに電流を流す実験
を行う。
○電流から熱や光、音を発生させたり他の物体の運動
状態を変化させたりすることができることを見出す。
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○電流の違いによって発生する熱や光、音などの量や
強さ、他の物体に対する影響の程度に違いがあるこ
とを見出す。

（エ）静電気と電流について
①ねらい
　本単元では、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
働くことや、静電気と電流は関係があることを見出さ
せることがねらいである。　
②授業づくりの要点
○異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こる
ことを調べる。

○静電気で帯電した物体間に空間を隔てて力が働き、
その力には引力と斥力の2種類があることを見出
す。

○静電気によってネオン管などを短時間なら発光させ
られることなど、電流によって起こる現象と同じ現
象が起こる実験を行う。

○静電気が電流と関係があることを見出す。
○静電気の性質により引き起こされる身近な現象や、
電子コピー機など静電気を利用したものを取り上げ
て、静電気の性質について理解を深める。

イ　電流と磁界に関する学習

○指導計画（10時間扱い）
　第1次　電流がつくる磁界・・・4時間
　第2次　磁界中の電流が受ける力・・・3時間
　第3次　電磁誘導と発電（交流）・・・3時間

（ア）電流がつくる磁界について
①ねらい
　本単元では、磁石や電流による磁界の実験を行い、
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ができるように
することがねらいである。
②授業づくりの要点
○棒磁石や電流の流れているコイルの回りに鉄粉を撒
き、そこにできる模様を観察する。

○方位磁針を幾つか置いて観察する。
○磁石や電流が流れたいるコイルの回りに磁界がある
ことを見出す。

○磁界は磁力線で表せることや、磁石やコイルの回り
の磁界の向きについて理解する。

○電流の大きさによって磁界が強くなることや電流の

向きを変えると磁界の向きも変わることを実験を通
して見出す。

（イ）磁界中の電流が受ける力について
①ねらい
　本単元では、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出させ
ることがねらいである。　

②授業づくりの要点
○電気ブランコなどの実験を行う。
○電流が磁界から力を受けることを見出す。
○電流の向きや磁界の向きを変えると、電流が受ける
力の向きが変わることを定性的な実験を通して見出
す。
○簡単なモーターの制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。

（ウ）電磁誘導と発電について
①ねらい
　本単元では、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
見出すとともに、直流と交流の違いを理解することが
できるようにすることがねらいである。

②授業づくりの要点
○コイル、磁石及び検流計などを用いて、磁石または
コイルを動かすことにより、コイルに誘導電流が流
れることを見出す。
○磁石またはコイルを動かす向きや磁極を変えること
により誘導電流の向きが変わるを見出す。
○磁石またはコイルを速く動かしたり、磁石の強さを
強くしたり、コイルの巻数を多くしたりすると、誘
導電流が大きくなることを見出す。
○オシロスコープや発光ダイオードなどを用いて直流
や交流の違いを理解する。
○誘導電流を得る発電機はモーターと同じ仕組みであ
ることを、装置を実際に動かし、相互に関連付けて
とらえる。

おわりに

　新しい教育課程では、「生きる力」を身に付けさせると
いう共通の理念の下、「確かな学力」「豊かな心」「健やか
な体」のバランスのとれた心豊かな人間性の育成が重視
されている。
　とくに、「確かな学力」の向上に関しては、これまでの
国内外の各種調査などの積み上げられた結果から、思考
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力、判断力、表現力等の能力を育むことが重要であり、
各教科等において基礎的・基本的な知識、技能をしっか
り身に付けさせるとともに、観察・実験やレポートの作
成、論述といった知識・技能を活用する学習活動を行う
ことが必要である。
　また、理数教育を中心に教育課程の国際的な通用性が
一層問われ、科学の基本的な概念を柱にした内容の系統
性と指導の一貫性が求められている。
　今回の改訂学習指導要領理科では、重要事項として、
①小・中・高等学校を通じた内容の構造化・系統化によ
る国際的通用性の確保。②課題選択の廃止による必修学
習の導入。③観察・実験の結果を整理し考察する学習活
動や科学的な概念を使用して考えたり説明したりする学
習の充実。④小・中学校の接続を考慮した問題解決力の
育成。⑤学習した科学の原理・知識を応用したものづく
りや科学の法則・概念・原理を如実に示す現象の体験な
どの科学的体験の充実。⑥環境負荷に留意した環境教育
の推進などがあげられる。
　これらの重要事項を踏まえ、さらに、学習指導要領の
趣旨や背景を考慮して、小・中学校の7年間を通じた理
科教育の指導内容や指導方法の充実を図っていくこと
が、国際的に通用性のある学力の育成から必要である。
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星野昌治2008「新しい小学校理科の指導―新学習指導要

領の新内容を踏まえて―」大日本図書
星野昌治2008「小学校理科・移行措置のポイントと対応

上の留意点」（教職研修9）教育開発研究所
星野昌治2008「移行措置・重点事項と新単元の教材開発」
（楽しい理科授業10）明治図書
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