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授業改善の取組の活性化の方向性
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
６つの留意点
①今までの取組を否定し，新しい指導法の導入ではない
②「主体的学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点での授業改善
③通常の学習活動の質を向上させることを主眼とする
④授業ごとではなく，単元など内容や時間のまとまりの中での設定
⑤児童・生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働か
せること
⑥基礎基本の知識・技能の習得は優先されること

理科では，「自然の事物・現象を，科学的に探究するため
に必要な資質・能力を育成すること」を目指している。

「何を理解しているか，何ができるか」
（生きて働く「知識・技能」の習得）
「理解していること・できることをどう使うか」
（未知の状況にも対応できる
「思考力・判断力・表現力等」の育成）
「どのように社会・世界と関わり，
よりよい人生を送るか」
（学びを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力，人間性等」の涵養）

資質・能力を育成するための探究の過程のイメージ

各学年で主に重視する探究の学習過程

理科改訂の要点
理科の見方・考え方

第１学年

自然の事物・現象に進んで関わり，その中から問
題を見いだす。
第２学年

解決する方法を立案し，その結果を分析して解
釈する。
第３学年

探究の過程を振り返る。

見方・考え方とは

見方

どのような視点で物事を捉え，
どのような考え方で思考していく
のか
考え方

順序はどちらでもいい
「見方・考え方」を働かせ「深い学びへ」

理科改訂の要点
理科の見方・考え方

「見方・考え方」を働かせ「深い学びへ」

理科の見方とは（とらえる視点）
各柱とする領域

主としての見方（とらえる視点）

小学校理科で育成する「考え方」を活用
考え方の例

その内容

エネルギー （物理） 量的・関係的な視点

比較する

差異点や共通点を明らかにする

粒子

（化学） 質的・実体的な視点

関係づける

予想や仮説を，自然事象と生活経験，様々な要
因と関係づける

生命

（生物） 多様性と共通性の視点

地球

（地学） 時間的・空間的な視点

条件制御する 制御する要因と，制御しない要因を区別しなが
ら実験・観察をする
多面的に
結果を基に，実験や観察などの方法を振り返っ
考える たり，再検討したり，考察したりする

その他の視点「部分と全体」「定性と定量」

「見方・考え方」を働かせ「深い学びへ」

授業改善の取組の活性化の方向性

中学校理科における「考え方」とは

物事をどのように考え
ていくのか

理科における「主体的な学び」

例えば，自然の事物・現象から問題を見いだし，
見通しをもって観察，実験などを行っているか，観
察，実験の結果を基に考察を行い，より妥当な考
えをつくりだしているか，自らの学習課題を振り
返って意味付けたり，得られた知識や技能を基に，
次の問題を発見したり，新たな視点で自然の事物・
現象を捉えようとしたりしているかなどの視点から，
授業改善を図る。

より
「深い学び」
につな
がっていく

資質・能力
の育成

「見方・考え方」
が豊か
になる

小学校で育成した
科学的に探究する方法
「考え方」

いろいろ
な場面で
働かせる

育成を目指す資質・能
力（三つの柱）を獲得

「比較する」
「関係づける」
「条件制御する」
「多面的に見る」など

「理科の見方・考え方」
を働かせ探究の過程
を通して学ぶ

探究の過程を通した学習活動の中で

「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」の
三つの視点から学習過程を質的に改善

理科における「対話的な学び」

例えば，問題の設定や検証計画の立案，観察，
実験の結果の処理，考察の場面などではあらかじ
め個人で考え，その後，意見交換したり，根拠を基
に議論したりして，自分の考えをより妥当なものに
する学習となっているかなどの視点から，授業改善
を図ることが考えられる。

理科における「深い学び」

学習指導要領の役割（答申より）

例えば，「理科の見方・考え方」を働かせながら問
題解決の過程を通して学ぶことにより，理科で育成
する目指す資質・能力を獲得するようになっているか，
様々な知識がつながって，より科学的な概念を形成
することに向かっているか，さらに，新たに獲得した
資質・能力に基づいた「理科の見方・考え方」を，次
の学習や日常生活などにおける問題発見・解決の
場面で働かせているかなどの視点から，授業改善を
図ることが考えられる。

理科改訂の要点
自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見
通しをもって観察・実験を行うことなどを通して，自然の事物・現
象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育
成することを目指す。

（２） 観察・実験などを行い，科学的に
探究する力を養う。

「社会に開かれた教育課程」の実現
のための「学びの地図」としての役割
学習指導要領が，学校，家庭，地域の関係
者が幅広く共有し活用できる

資質・能力を育成するための探究の過程のイメージ

目標の示し方（中学校理科の目標）

（１） 自然の事物・現象についての理解
を深め，科学的に探究するために必
要な観察，実験などに関する基本
的な技能を身に付けるようにする。

「よりよい社会を創る」という目標を学校と社会が
共有し，連携・協働しながら，新しい時代に求めら
れる資質・能力を育む

知識・技能
思考力・判断力・
表現力等

学びに向かう力・
（３） 自然の事物・現象に進んで関わり
科学的に探究しようとする態度を養う。 人間性等

理科改訂の要点

各分野の目標について（例

「思考力・判断力・表現力等」の育成（科学的に探究
する力の育成）にあたり各学年で重点となる活動
【１年】
問題を見い
だす活動

【３年】
探究の過程を
振り返る活動

知識・技能

思考力・
判断力・
表現力等
学びに
向かう力・
人間性等

第２分野の内容の変更について

大項目

【現行の第２分野】

(1) 身近な物理現象
身近な物理現象についての観察，実験などを通して，次の事項を身に付け
ることができるよう指導する。
ア 身近な物理現象を日常生活や社会と関係づけながら，次のことを理解するとと
もに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けること。

中項目（学習の対象）

知識･技能

㋐ 光の反射・屈折
光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの物質の境界面で反
射，屈折をするときの規則性を見いだして理解すること。

学習のプロセス
量的に比較する

(1) 物質やエネルギーに関する事物・現象についての実験，観
察などを行い，身近な物理現象，電流とその利用，運動とエ
ネルギー，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するとともに，科学技術の発展
と人間生活との関わりについて認識を深めるようにする。ま
た，それらを科学的に探究するために必要な観察・実験など
に関する基本的な技能を身に付けるようにする。

(3) 物質やエネルギーに関する事物・現象に進んで関わり，科学
的に探究しようとす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。

第１分野の内容の構成について

小項目

物質やエネルギーに関する事物・現象を科学的に探究するた
めに必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(2) 物質やエネルギーに関する事物・現象に関わり，それらの中
に問題を見いだし見通しを持って観察，実験などを行い，そ
の結果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究する
活動を通して，規則性を見いだしたり課題を解決したりする
力を養う。

【２年】
解決する方法を
立案し，その結
果を分析して解
釈する活動

(ｱ) 光と音

第１分野の目標）

（１） 植物の生活と
種類（生）
（２） 大地の成り立ち
と変化（地）
（３） 動物の生活と
生物の変遷（生）
（４） 気象とその
変化（地）
（５） 生命の連続性 （生）
（６） 地球と宇宙
（地）
（７） 自然と人間 （共通）

【次期の第２分野】

（１） いろいろな生物と
その共通点（生）
（２） 大地の成り立ち
と変化（地）
（３） 生物の体の
つくりと働き（生）
（４） 気象とその
変化（地）
（５） 生命の連続性 （生）
（６） 地球と宇宙
（地）
（７） 自然と人間 （共通）

第２分野の内容の変更について

その他の変更等について

生命分野における第１学年と第２学年の分け方
【第１学年】
外部形態＋
小学校の既習事項の活用

【第２学年】
内部形態

【第２学年】から【第１学年】へ移行
○動物の体の共通点と相違点
【第１学年】から【第２学年】へ移行
○葉・茎・根のつくりと働き

【改善・充実した主な内容】
・第３学年に加えて，第２学年においても，放射線
に関する内容を扱う（第１分野）
・全学年で自然災害に関する内容を扱う
（第２分野）
【学年間で移行した内容】
・生物の種類の多様性と進化（中学３年へ）
・圧力（一部中学３年，一部は中学２年の２分野へ）
・自然の恵みと火山災害・地震災害（中学１年へ）
・自然の恵みと気象災害（中学２年へ）
【小学校から移行した内容】
・電熱線の発熱（小学６年から中学２年）

