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ウ分数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成り

立つことを理解すること。

(ｳ) 分数の乗法及び除法についても，整数の場合と同じ関係や法則が成
り立つことを理解すること。
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
(ｱ) 数の意味と表現，計算について成り立つ性質に着目し，計算の仕方

を多面的に捉え考えること。

【第６学年 Ｄ 数量関係 より移行】

(3) 数量の関係を表す式についての理解を深め，式を用いることができるよ

うにする。

ア数量を表す言葉や□，△などの代わりに，a，x などの文字を用いて

式に表したり，文字に数を当てはめて調べたりすること。

(2) 数量の関係を表す式に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 数量を表す言葉や□，△などの代わりに，a，x などの文字を用い

て式に表したり，文字に数を当てはめて調べたりすること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 問題場面の数量の関係に着目し，数量の関係を簡潔かつ一般的に表

現したり，式の意味を読み取ったりすること。

Ｃ 図形

(1) 図形についての観察や構成などの活動を通して，平面図形についての理

解を深める。

ア 縮図や拡大図について理解すること。

イ 対称な図形について理解すること。

Ｂ 図形

(1) 平面図形に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 縮図や拡大図について理解すること。

(ｲ) 対称な図形について理解すること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 図形を構成する要素及び図形間の関係に着目し，構成の仕方を考察

したり図形の性質を見いだしたりするとともに，その性質を基に既習

の図形を捉え直したり日常生活に生かしたりすること。

(2) 身の回りにある形の概形やおよその面積に関わる数学的活動を通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。



【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】

(1) 身の回りにある形について，その概形をとらえ，およその面積などを求

めることができるようにする。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 身の回りにある形について，その概形を捉え，およその面積などを

求めること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 図形を構成する要素や性質に着目し，筋道を立てて面積などの求め

方を考え，それを日常生活に生かすこと。

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】

(2) 図形の面積を計算によって求めることができるようにする。

ア 円の面積の求め方を考えること。

(3) 基本的な平面図形の面積に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 円の面積の計算による求め方について理解すること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 図形を構成する要素などに着目し，基本的な図形の面積の求め方を

見いだすとともに，その表現を振り返り，簡潔かつ的確な表現に高め，

公式として導くこと。

【第６学年 Ｂ 量と測定 より移行】

(3) 図形の体積を計算によって求めることができるようにする。

ア 角柱及び円柱の体積の求め方を考えること。

(4) 基本的な立体図形の体積に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 基本的な角柱及び円柱の体積の計算による求め方について理解する

こと。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 図形を構成する要素に着目し，基本図形の体積の求め方を見いだす

とともに，その表現を振り返り，簡潔かつ的確な表現に高め，公式と

して導くこと。

Ｄ 数量関係

(2) 伴って変わる二つの数量の関係を考察することができるようにする。

Ｃ 変化と関係

(1) 伴って変わる二つの数量に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。
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ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 比例の関係の意味や性質を理解すること。
ア比例の関係について理解すること。また，式，表，グラフを用いてそ

の特徴を調べること。

イ 比例の関係を用いて，問題を解決すること。

ウ 反比例の関係について知ること。
(ｲ) 比例の関係を用いた問題解決の方法について知ること。

(ｳ) 反比例の関係について知ること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 伴って変わる二つの数量を見いだして，それらの関係に着目し，目

的に応じて表や式，グラフを用いてそれらの関係を表現して，変化や

対応の特徴を見いだすとともに，それらを日常生活に生かすこと。

(1) 比について理解できるようにする。(2) 二つの数量の関係に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 比の意味や表し方を理解し，数量の関係を比で表したり，等しい比

をつくったりすること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 日常の事象における数量の関係に着目し，図や式などを用いて数量

の関係の比べ方を考察し，それを日常生活に生かすこと。

Ｄ データの活用

(1) データの収集とその分析に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に

付けることができるよう指導する。

(4) 資料の平均や散らばりを調べ，統計的に考察したり表現したりすること

ができるようにする。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 代表値の意味や求め方を理解すること。

【中学校数学 第１学年 Ｄ 資料の活用(1)より、代表値の扱いを移行】

ア 資料の平均について知ること。

イ 度数分布を表す表やグラフについて知ること。(ｲ) 度数分布を表す表やグラフの特性及びそれらの用い方を理解するこ

と。

(ｳ) 目的に応じてデータを収集したり適切な手法を選択したりするな (新設）
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ど，統計的な問題解決の方法を知ること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 目的に応じてデータを集めて分類整理し，データの特徴や傾向に着

目し，目的に応じて代表値などを用いて問題の結論について判断する

とともに，その妥当性について批判的に考察すること。

(5) 具体的な事柄について，起こり得る場合を順序よく整理して調べること

ができるようにする。

(2) 起こり得る場合に関わる数学的活動を通して，次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 起こり得る場合を順序よく整理するための図や表などの用い方を知

ること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 事象の特徴に着目し，順序よく整理する観点を決めて，落ちや重な

りなく調べる方法を考察すること。

〔数学的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄデータの

活用」に示す学習については，次のような数学的活動に取り組むものとする

。
ア 日常の事象を数理的に捉え問題を見いだして解決し，解決過程を振り

返り，結果や方法を改善したり，日常生活等に生かしたりする活動

イ 算数の学習場面から算数の問題を見いだして解決し，解決過程を振り

返り統合的・発展的に考察する活動

ウ 問題解決の過程や結果を，目的に応じて図や式などを用いて数学的に

表現し伝え合う活動

〔算数的活動〕

(1) 内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ数量関係」に 示

す事項については，例えば，次のような算数的活動を通して指導するも

のとする。

ア分数についての計算の意味や計算の仕方を，言葉，数，式，図，数直

線を用いて考え，説明する活動

イ身の回りで使われている量の単位を見付けたり，それがこれまでに学

習した単位とどのような関係にあるかを調べたりする活動

ウ 身の回りから，縮図や拡大図，対称な図形を見付ける活動

エ身の回りから，比例の関係にある二つの数量を見付けたり，比例の関

係を用いて問題を解決したりする活動

〔用語・記号〕

線対称 点対称

〔用語・記号〕

線対称 点対称 ：

- 102 -



対称の軸 対称の中心 比の値 ドットプロット （新設）

平均値 中央値 最頻値 階級 ：

【中学校数学 第１学年 Ｄ 資料の活用 より移行】

〔用語・記号〕

平均値 中央値 最頻値 階級

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，逆数を用いて除法を乗法の計

算としてみることや，整数や小数の乗法や除法を分数の場合の計算にまと

めることも取り扱うものとする。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，逆数を用いて除法を乗法の計

算としてみることや，整数や小数の乗法や除法を分数の場合の計算にまと

めることも取り扱うものとする。

【第６学年 Ａ 数と計算 より移行】

(2) 小数及び分数の計算の能力を定着させ，それらを用いる能力を伸ばす。(2) 内容の「Ａ数と計算」の(1)については，第３学年から第６学年までに

示す小数や分数の計算の能力を定着させ，それらを用いる能力を伸ばすこ

とに配慮するものとする。

(3) 内容の「Ｂ図形」の(3)のアの(ｱ)については，円周率は3.14を用いるも

のとする。

(2) 内容の「Ｂ量と測定」の(2)のアについては，円周率は3.14を用いるも

のとする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１．指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（新設）

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1）単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の

育成に向けて，数学的活動を通して，児童の主体的・対話的で深い学び

の実現を図るようにすること。その際，数学的な見方・考え方を働かせ

ながら，日常の事象を数理的に捉え，算数の問題を見いだし，問題を自

立的，協働的に解決し，学習の過程を振り返り，概念を形成するなどの

学習が充実されるようにすること。

(2）第２の各学年の内容は，次の学年以降においても必要に応じて継続して

指導すること。数量や図形についての基礎的な能力の習熟や維持を図るた

(1）第２の各学年の内容は，次の学年以降においても必要に応じて継続して

指導すること。数量や図形についての基礎的な能力の習熟や維持を図るた

- 103 -



め，適宜練習の機会を設けて計画的に指導すること。また，学年間の指導

内容を円滑に接続させるため，適切な反復による学習指導を進めるように

すること。

(2）第２の各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ量と測定」，「Ｃ図形」及び「Ｄ

数量関係」の間の指導の関連を図ること。

（新設）

（新設）

め，適宜練習の機会を設けて計画的に指導すること。なお，その際，第１

章総則の第２の３の(2)のウの(ｲ)に掲げる指導を行う場合には，当該指導

のねらいを明確にするとともに，単元など内容や時間のまとまりを見通し

て資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導すること。また，学

年間の指導内容を円滑に接続させるため，適切な反復による学習指導を進

めるようにすること。

(3）第２の各学年の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」，「Ｃ変化と

関係 」及び「Ｄデータの活用」の間の指導の関連を図ること。

(4) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等と

の関連を積極的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園

教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮す

ること。特に，小学校入学当初においては，生活科を中心とした合科的・

関連的な指導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をすること。

(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ

いて，算数科の特質に応じて適切な指導をすること。

(4）第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，算数科の特質に応じて適切な指導をすること。

２．第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(2）思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当た

っては，言葉，数，式，図，表，グラフを用いて考えたり，説明したり，

互いに自分の考えを表現し伝え合ったりするなどの学習活動を積極的に取

り入れるようにすること。

(5）数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現す

る力を高めたりするなどのため，必要な場面においてコンピュータなどを

適切に活用すること。

（新設：後段部分）

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 思考力，判断力，表現力等を育成するため，各学年の内容の指導に当た

っては，具体物，図，言葉，数，式，表，グラフなどを用いて考えたり，

説明したり，互いに自分の考えを表現し伝え合ったり，学び合ったり，高

め合ったりするなどの学習活動を積極的に取り入れるようにすること。

(2) 数量や図形についての感覚を豊かにしたり，表やグラフを用いて表現す

る力を高めたりするなどのため，必要な場面においてコンピュータなどを

適切に活用すること。また，第１章総則の第３の１の(3)のイに掲げるプ

ログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための活動を行う

場合には，児童の負担に配慮しつつ，例えば第２の各学年の内容の〔第
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（新設）

５学年〕の「Ｂ図形」の(1)における正多角形の作図を行う学習に関連し

て，正確な繰り返し作業を行う必要があり，更に一部を変えることでいろ

いろな正多角形を同様に考えることができる場面などで取り扱うこと。

(3) 各領域の指導に当たっては，具体物を操作したり，日常の事象を観察し

たり，児童にとって身近な算数の問題を解決したりするなどの具体的な体

験を伴う学習を通して，数量や図形について実感を伴った理解をしたり，

算数を学ぶ意義を実感したりする機会を設けること。

(4) 第２の各学年の内容に示す〔用語・記号〕は，当該学年で取り上げる内

容の程度や範囲を明確にするために示したものであり，その指導に当たっ

ては，各学年の内容と密接に関連させて取り上げるようにし，それらを用

いて表したり考えたりすることのよさが分かるようにすること。

(5) 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに，およその大きさや

形を捉え，それらに基づいて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を考

え出したりすることができるようにすること。

(6) 筆算による計算の技能を確実に身に付けることを重視するとともに，目

的に応じて計算の結果の見積りをして，計算の仕方や結果について適切に

判断できるようにすること。また，低学年の「Ａ数と計算」の指導に当た

っては，そろばんや具体物などの教具を適宜用いて，数と計算についての

意味の理解を深めるよう留意すること。

(3）各学年の内容に示す〔用語・記号〕は，当該学年で取り上げる内容の程

度や範囲を明確にするために示したものであり，その指導に当たっては，

各学年の内容と密接に関連させて取り上げるようにし，それらを用いて表

したり考えたりすることのよさが分かるようにすること。

(1）数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに，およその大きさや

形をとらえ，それらに基づいて適切に判断したり，能率的な処理の仕方を

考え出したりすることができるようにすること。

(4）筆算による計算の技能を確実に身に付けることを重視するとともに，目

的に応じて計算の結果の見積りをして，計算の仕方や結果について適切に

判断できるようにすること。また，低学年の「Ａ数と計算」の指導に当た

っては，そろばんや具体物などの教具を適宜用いて，数と計算についての

意味の理解を深めるよう留意すること。

３ 数学的活動の取組においては，次の事項に配慮するものとする。 （新設）

【第３ 指導計画の作成と内容の取扱い １．より移行】

(3）算数的活動は，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり，

思考力，判断力，表現力等を高めたり，算数を学ぶことの楽しさや意義を

実感したりするために，重要な役割を果たすものであることから，各学年

の内容の「A数と計算」，「B量と測定」，「C図形」及び「D数量関係」に示す

事項については，算数的活動を通して指導するようにすること。

(1)数学的活動は，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に身に付けたり，

思考力，判断力，表現力等を高めたり，算数を学ぶことの楽しさや意義を

実感したりするために，重要な役割を果たすものであることから，各学年

の内容の「Ａ数と計算」，「Ｂ図形」，「Ｃ測定」，「Ｃ変化と関係」及び「Ｄ

データの活用」に示す事項については，数学的活動を通して指導するよう

にすること。

(2) 数学的活動を楽しめるようにする機会を設けること。 （新設）
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（新設）

（新設）

（新設）

(3) 算数の問題を解決する方法を理解するとともに、自ら問題を見いだし，

解決するための構想を立て，実践し，その結果を評価・改善する機会を設

けること。

(4) 具体物，図，数，式，表，グラフ相互の関連を図る機会を設けること。

(5) 友達と考えを伝え合うことで学び合ったり，学習の過程と成果を振り返

り，よりよく問題解決できたことを実感したりする機会を設けること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【理科】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第 ４ 節 理 科

第１ 目 標

自然に親しみ，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・現象についての問題を科学的に解決するため

に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 自然の事物・現象についての理解を図り，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。

(2) 観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。

(3) 自然を愛する心情や主体的に問題を解決する態度を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年〕

１ 目 標

(1) 物質・エネルギー

① 物の性質，風とゴムの力の働き，光と音の性質，磁石の性質及び電気の

回路についての理解を図り，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。

② 物の性質，風とゴムの力の働き，光と音の性質，磁石の性質及び電気

の回路について追究する中で，主に差異点や共通点を基に，問題を見い

だす力を養う。

③ 物の性質，風とゴムの力の働き，光と音の性質，磁石の性質及び電気

の回路について追究する中で，主体的に問題を解決する態度を養う。

第 ４ 節 理 科

第１ 目 標

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・現象についての実感を伴った理解

を図り，科学的な見方や考え方を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第３学年〕

１ 目 標

(1) 物の重さ，風やゴムの力並びに光，磁石及び電気を働かせたときの現象

を比較しながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したりも

のづくりをしたりする活動を通して，それらの性質や働きについての見方

や考え方を養う。
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(2) 身近に見られる動物や植物，日なたと日陰の地面を比較しながら調べ，

見いだした問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物を愛護

する態度を育てるとともに，生物の成長のきまりや体のつくり，生物と環

境とのかかわり，太陽と地面の様子との関係についての見方や考え方を養

う。

(2) 生命・地球

① 身の回りの生物，太陽と地面の様子についての理解を図り，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。

② 身の回りの生物，太陽と地面の様子について追究する中で，主に差異点

や共通点を基に，問題を見いだす力を養う。

③ 身の回りの生物，太陽と地面の様子について追究する中で，生物を愛護

する態度や主体的に問題を解決する態度を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物と重さ

粘土などを使い，物の重さや体積を調べ，物の性質についての考えをも

つことができるようにする。

ア 物は，形が変わっても重さは変わらないこと。

イ 物は，体積が同じでも重さは違うことがあること。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物と重さ

物の性質について，形や体積に着目して，重さを比較しながら調べる活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 物は，形が変わっても重さは変わらないこと。

(ｲ) 物は，体積が同じでも重さは違うことがあること。

イ 物の形や体積と重さとの関係について追究する中で，差異点や共通

点を基に，物の性質についての問題を見いだし，表現すること。

(2) 風やゴムの働き

風やゴムで物が動く様子を調べ，風やゴムの働きについての考えをもつ

ことができるようにする。

ア 風の力は，物を動かすことができること。

(2) 風とゴムの力の働き

風とゴムの力の働きについて，力と物の動く様子に着目して，それらを

比較しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 風の力は，物を動かすことができること。また，風の力の大きさを

変えると，物が動く様子も変わること。
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イ ゴムの力は，物を動かすことができること。(ｲ) ゴムの力は，物を動かすことができること。また，ゴムの力の大き

さを変えると，物が動く様子も変わること。

イ 風とゴムの力で物が動く様子について追究する中で，差異点や共通

点を基に，風とゴムの力の働きついての問題を見いだし，表現するこ

と。

(3) 光の性質

鏡などを使い，光の進み方や物に光が当たったときの明るさや暖かさを

調べ，光の性質についての考えをもつことができるようにする。

(3) 光と音の性質

光と音の性質について，光を当てたときの明るさや暖かさ，音を出した

ときの震え方に着目して，光の強さや音の大きさを変えたときの違いを比

較しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 日光は直進し，集めたり反射させたりできること。

(ｲ) 物に日光を当てると，物の明るさや暖かさが変わること。

ア 日光は集めたり反射させたりできること。

イ 物に日光を当てると，物の明るさや暖かさが変わること。

(ｳ) 物から音が出たり伝わったりするとき，物は震えていること。また， （新設）

音の大きさが変わるとき物の震え方が変わること。

イ 光を当てたときの明るさや暖かさの様子，音を出したときの震え方

の様子について追究する中で，差異点や共通点を基に，光と音の性質

についての問題を見いだし，表現すること。
(4) 磁石の性質

磁石に付く物や磁石の働きを調べ，磁石の性質についての考えをもつこ

とができるようにする。

(4) 磁石の性質

磁石の性質について，磁石を身の回りの物に近付けたときの様子に着目

して，それらを比較しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があること。また，

磁石に近付けると磁石になる物があること。

ア物には，磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があること。

また，磁石に引き付けられる物には，磁石に付けると磁石になる物があ
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ること。

イ 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うこと。(ｲ) 磁石の異極は引き合い，同極は退け合うこと。

イ 磁石を身の回りの物に近付けたときの様子について追究する中で，

差異点や共通点を基に，磁石の性質についての問題を見いだし，表現

すること。

(5) 電気の通り道

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つことができるようにする。

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。

(5) 電気の通り道

電気の回路について，乾電池と豆電球などのつなぎ方と乾電池につない

だ物の様子に着目し，電気を通すときと通さないときのつなぎ方を比較し

ながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導

する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(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。

イ 乾電池と豆電球などのつなぎ方と乾電池につないだ物の様子につい

て追究する中で，差異点や共通点を基に，電気の回路についての問題

を見いだし，表現すること。

Ｂ 生命・地球

(2) 身近な自然の観察

身の回りの生物の様子を調べ，生物とその周辺の環境との関係について

の考えをもつことができるようにする。

Ｂ 生命・地球

(1) 身の回りの生物

身の回りの生物について，探したり育てたりする中で，それらの様

子や周辺の環境，成長の過程や体のつくりに着目して，それらを比較

しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に

付けること。

(ｱ) 生物は，色，形，大きさなど，姿に違いがあること。また，周辺の

環境と関わって生きていること。

ア 生物は，色，形，大きさなどの姿が違うこと。

イ 生物は，その周辺の環境とかかわって生きていること。
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(1) 昆虫と植物

身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長の過程や体のつくりを

調べ，それらの成長のきまりや体のつくりについての考えをもつことがで

きるようにする。

ア昆虫の育ち方には一定の順序があり，成虫の体は頭，胸及び腹からで

きていること。

イ植物の育ち方には一定の順序があり，その体は根，茎及び葉からでき

ていること。

(ｲ) 昆虫の育ち方には一定の順序があること。また，成虫の体は頭，

胸及び腹からできていること。

(ｳ) 植物の育ち方には一定の順序があること。また，その体は根，

茎及び葉からできていること。

イ 身の回りの生物の様子について追究する中で，差異点や共通点を基

に，身の回りの生物と環境との関わり，昆虫や植物の成長のきまりや

体のつくりについての問題を見いだし，表現すること。

(3) 太陽と地面の様子

日陰の位置の変化や，日なたと日陰の地面の様子を調べ，太陽と地面の

様子との関係についての考えをもつことができるようにする。

ア日陰は太陽の光を遮るとでき，日陰の位置は太陽の動きによって変わ

ること。

イ地面は太陽によって暖められ，日なたと日陰では地面の暖かさや湿り

気に違いがあること。

(2) 太陽と地面の様子

太陽と地面の様子との関係について，日なたと日陰の様子に着目して，

それらを比較しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 日陰は太陽の光を遮るとでき，日陰の位置は太陽の位置の変化によ

って変わること。

(ｲ) 地面は太陽によって暖められ，日なたと日陰では地面の暖かさや

湿り気に違いがあること。

イ 日なたと日陰の様子について追究する中で，差異点や共通点を基に，

太陽と地面の様子との関係についての問題を見いだし，表現すること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，３種類以上のもの

づくりを行うものとする。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，３種類以上のもの

づくりを行うものとする。
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（新設）(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(4)のアの(ｱ)については，磁石が物を

引き付ける力は，磁石と物の距離によって変わることにも触れること。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの(ｲ)及び(ｳ)については，飼育，栽培を通して行うこと。

イ アの(ｳ)の「植物の育ち方」については，夏生一年生の双子葉植物を

扱うこと。

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア ア及びイについては，飼育，栽培を通して行うこと。

イイの「植物の育ち方」については，夏生一年生の双子葉植物を扱うこ

と。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)のアの(ｱ)の「太陽の位置の変化」につい

ては，東から南，西へと変化することを取り扱うものとする。また，太陽

の位置を調べるときの方位は東，西，南，北を扱うものとする。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアの「太陽の動き」については，太陽

が東から南を通って西に動くことを取り扱うものとする。また，太陽の動

きを調べるときの方位は東，西，南，北を扱うものとする。

〔第４学年〕

１ 目 標

(1) 空気や水，物の状態の変化，電気による現象を力，熱，電気の働きと関

係付けながら調べ，見いだした問題を興味・関心をもって追究したりもの

づくりをしたりする活動を通して，それらの性質や働きについての見方や

考え方を養う。

〔第４学年〕

１ 目 標

(1) 物質・エネルギー

① 空気，水及び金属の性質，電流の働きについての理解を図り，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。

② 空気，水及び金属の性質，電流の働きについて追究する中で，主に既

習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力を養う。

③ 空気，水及び金属の性質，電流の働きについて追究する中で，主体的

に問題を解決する態度を養う。

(2) 人の体のつくり，動物の活動や植物の成長，天気の様子，月や星の位置

の変化を運動，季節，気温，時間などと関係付けながら調べ，見いだした

問題を興味・関心をもって追究する活動を通して，生物を愛護する態度を

育てるとともに，人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境

とのかかわり，気象現象，月や星の動きについての見方や考え方を養う。

(2) 生命・地球

① 人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境との関わり，

雨水の行方と地面の様子，気象現象，月や星についての理解を図り，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。

②人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境との関わり，

雨水の行方と地面の様子，気象現象，月や星について追究する中で，主
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に既習の内容や生活経験を基に，根拠のある予想や仮説を発想する力を

養う。

③人の体のつくりと運動，動物の活動や植物の成長と環境との関わり，

雨水の行方と地面の様子，気象現象，月や星について追究する中で，生

物を愛護する態度や主体的に問題を解決する態度を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 空気と水の性質

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 空気と水の性質

閉じ込めた空気及び水に力を加え，その体積や圧し返す力の変化を調べ，

空気及び水の性質についての考えをもつことができるようにする。
空気と水の性質について，体積や圧し返す力の変化に着目して，それら

と圧す力とを関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 閉じ込めた空気を圧すと，体積は小さくなるが，圧し返す力は大き

くなること。

ア閉じ込めた空気を圧すと，体積は小さくなるが，圧し返す力は大きく

なること。

イ 閉じ込めた空気は圧し縮められるが，水は圧し縮められないこと。(ｲ) 閉じ込めた空気は圧し縮められるが，水は圧し縮められないこと。

イ 空気と水の性質について追究する中で，既習の内容や生活経験を基

に，空気と水の体積や圧し返す力の変化と圧す力との関係について，

根拠のある予想や仮説を発想し，表現すること。

(2) 金属，水，空気と温度

金属，水及び空気を温めたり冷やしたりして，それらの変化の様子を調

べ，金属，水及び空気の性質についての考えをもつことができるようにす

る。

(2) 金属，水，空気と温度

金属，水及び空気の性質について，体積や状態の変化，熱の伝わり方に

着目して，それらと温度の変化とを関係付けて調べる活動を通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，それらの体積が

変わるが，その程度には違いがあること。

ア金属，水及び空気は，温めたり冷やしたりすると，その体積が変わる

こと。
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イ金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部分

が移動して全体が温まること。

ウ水は，温度によって水蒸気や氷に変わること。また，水が氷になると

体積が増えること。

(ｲ) 金属は熱せられた部分から順に温まるが，水や空気は熱せられた部

分が移動して全体が温まること。

(ｳ) 水は，温度によって水蒸気や氷に変わること。また，水が氷になる

と体積が増えること。

イ 金属，水及び空気の性質について追究する中で，既習の内容や生活

経験を基に，金属，水及び空気の温度を変化させたときの体積や状態

の変化，熱の伝わり方について，根拠のある予想や仮説を発想し，表

現すること。

(3) 電気の働き

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つことができるようにする。

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。

(3) 電流の働き

電流の働きについて，電流の大きさや向きと乾電池につないだ物の様子

に着目して，それらを関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 乾電池の数やつなぎ方を変えると，電流の大きさや向きが変わり，

豆電球の明るさやモーターの回り方が変わること。

イ 電流の働きについて追究する中で，既習の内容や生活経験を基に，

電流の大きさや向きと乾電池につないだ物の様子との関係について，

根拠のある予想や仮説を発想し，表現すること。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと運動

人や他の動物の体の動きを観察したり資料を活用したりして，骨や筋肉

の動きを調べ，人の体のつくりと運動とのかかわりについての考えをもつ

ことができるようにする。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと運動

人や他の動物について，骨や筋肉のつくりと働きに着目して，それらを

関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 人の体には骨と筋肉があること。
ア 人の体には骨と筋肉があること。
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イ 人が体を動かすことができるのは，骨，筋肉の働きによること。(ｲ）人が体を動かすことができるのは，骨，筋肉の働きによること。

イ 人や他の動物について追究する中で，既習の内容や生活経験を基に，

人や他の動物の骨や筋肉のつくりと働きについて，根拠のある予想や

仮説を発想し，表現すること。

(2) 季節と生物

身近な動物や植物を探したり育てたりして，季節ごとの動物の活動や植

物の成長を調べ，それらの活動や成長と環境とのかかわりについての考え

をもつことができるようにする。

ア 動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

イ 植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

(2) 季節と生物

身近な動物や植物について，探したり育てたりする中で，動物の活動や

植物の成長と季節の変化に着目して，それらを関係付けて調べる活動を通

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 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

(ｲ) 植物の成長は，暖かい季節，寒い季節などによって違いがあること。

イ 身近な動物や植物について追究する中で，既習の内容や生活経験を

基に，季節ごとの動物の活動や植物の成長の変化について，根拠のあ

る予想や仮説を発想し，表現すること。

（新設）(3) 雨水の行方と地面の様子

雨水の行方と地面の様子について，流れ方やしみ込み方に着目して，

それらと地面の傾きや土の粒の大きさとを関係付けて調べる活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に

付けること。

(ｱ) 水は，高い場所から低い場所へと流れて集まること。

(ｲ) 水のしみ込み方は，土の粒の大きさによって違いがあること。

イ 雨水の行方と地面の様子について追究する中で，既習の内容や生活

経験を基に，雨水の流れ方やしみ込み方と地面の傾きや土の粒の大き

さとの関係について，根拠のある予想や仮説を発想し，表現すること。
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(3) 天気の様子

１日の気温の変化や水が蒸発する様子などを観察し，天気や気温の変化，

水と水蒸気との関係を調べ，天気の様子や自然界の水の変化についての考

えをもつことができるようにする。

ア 天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあること。

イ水は，水面や地面などから蒸発し，水蒸気になって空気中に含まれて

いくこと。また，空気中の水蒸気は，結露して再び水になって現れるこ

とがあること。

(4) 天気の様子

天気や自然界の水の様子について，気温や水の行方に着目して，それら

と天気の様子や水の状態変化とを関係付けて調べる活動を通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 天気によって１日の気温の変化の仕方に違いがあること。

(ｲ) 水は，水面や地面などから蒸発し，水蒸気になって空気中に含まれ

ていくこと。また，空気中の水蒸気は，結露して再び水になって現れ

ることがあること。

イ 天気や自然界の水の様子について追究する中で，既習の内容や生活

経験を基に，天気の様子や水の状態変化と気温や水の行方との関係に

ついて，根拠のある予想や仮説を発想し，表現すること。

(4) 月と星

月や星を観察し，月の位置と星の明るさや色及び位置を調べ，月や星の

特徴や動きについての考えをもつことができるようにする。

ア月は日によって形が変わって見え，1日のうちでも時刻によって位置

が変わること。

イ 空には，明るさや色の違う星があること。

ウ星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらないが，

位置が変わること。

(5) 月と星

月や星の特徴について，位置の変化や時間の経過に着目して，それらを

関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 月は日によって形が変わって見え，1日のうちでも時刻によって位

置が変わること。

(ｲ) 空には，明るさや色の違う星があること。

(ｳ) 星の集まりは，１日のうちでも時刻によって，並び方は変わらない

が，位置が変わること。

イ 月や星の特徴について追究する中で，既習の内容や生活経験を基に，

月や星の位置の変化と時間の経過との関係について，根拠のある予想

や仮説を発想し，表現すること。
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３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(3)のアの(ｱ)については，直列つなぎ

と並列つなぎを扱うものとする。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(3)のアについては，直列つなぎと並

列つなぎを扱うものとする。

(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)のアの(ｲ)については，関節の働きを扱う

ものとする。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)のイについては，関節の働きを扱うもの

とする。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)については，１年を通じて動物の活動や

植物の成長をそれぞれ２種類以上観察するものとする。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)については，１年を通して動物の活動や

植物の成長をそれぞれ２種類以上観察するものとする。

〔第５学年〕

１ 目 標

(1) 物の溶け方，振り子の運動，電磁石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，見いだした問題を計画的に追究したりものづく

りをしたりする活動を通して，物の変化の規則性についての見方や考え方

を養う。

〔第５学年〕

１ 目 標

(1) 物質・エネルギー

① 物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力についての理解を図り，

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。

② 物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力について追究する中

で，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力を養う。

③ 物の溶け方，振り子の運動，電流がつくる磁力について追究する中

で，主体的に問題を解決する態度を養う。

(2) 植物の発芽から結実までの過程，動物の発生や成長，流水の様子，天気

の変化を条件，時間，水量，自然災害などに目を向けながら調べ，見いだ

した問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てる

とともに，生命の連続性，流水の働き，気象現象の規則性についての見方

や考え方を養う。

(2) 生命・地球

① 生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性についての理解

を図り，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。

② 生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性について追究す

る中で，主に予想や仮説を基に，解決の方法を発想する力を養う。
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③生命の連続性，流れる水の働き，気象現象の規則性について追究す

る中で，生命を尊重する態度や主体的に問題を解決する態度を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物の溶け方

物を水に溶かし，水の温度や量による溶け方の違いを調べ，物の溶け方

の規則性についての考えをもつことができるようにする。

ウ 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと。

ア 物が水に溶ける量には限度があること。

イ 物が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。また，

この性質を利用して，溶けている物を取り出すことができること。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 物の溶け方

物の溶け方について，溶ける量や様子に着目して，水の温度や量などの

条件を制御しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないこと。

(ｲ) 物が水に溶ける量には，限度があること。

(ｳ) 物が水に溶ける量は水の温度や量，溶ける物によって違うこと。ま

た，この性質を利用して，溶けている物を取り出すことができること。

イ 物の溶け方について追究する中で，物の溶け方の規則性についての

予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現すること。

(2) 振り子の運動

おもりを使い，おもりの重さや糸の長さなどを変えて振り子の動く様子

を調べ，振り子の運動の規則性についての考えをもつことができるように

する。

ア糸につるしたおもりが１往復する時間は，おもりの重さなどによって

は変わらないが，糸の長さによって変わること。

(2) 振り子の運動

振り子の運動の規則性について，振り子が１往復する時間に着目して，

おもりの重さや振り子の長さなどの条件を制御しながら調べる活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 振り子が１往復する時間は，おもりの重さなどによっては変わらな

いが，振り子の長さによって変わること。

イ 振り子の運動の規則性について追究する中で，振り子の１往復する

時間に関係する条件についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想

し，表現すること。
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(3) 電流の働き

電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの変化を調べ，電流の働きに

ついての考えをもつことができるようにする。

ア電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働きがあり，電流の向き

が変わると，電磁石の極が変わること。

イ 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。

(3) 電流がつくる磁力

電流がつくる磁力について，電流の大きさや向き，コイルの巻数などに

着目して，それらの条件を制御しながら調べる活動を通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働きがあり，電流の向

きが変わると，電磁石の極も変わること。

(ｲ) 電磁石の強さは，電流の大きさや導線の巻数によって変わること。

イ 電流がつくる磁力について追究する中で，電流がつくる磁力の強さ

に関係する条件についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，

表現すること。

Ｂ 生命・地球

(1) 植物の発芽，成長，結実

植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子を調べ，植物の発芽，成

長及び結実とその条件についての考えをもつことができるようにす る。

ア 植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。

イ 植物の発芽には，水，空気及び温度が関係していること。

ウ 植物の成長には，日光や肥料などが関係していること。

エ 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめしべ

のもとが実になり，実の中に種子ができること。

Ｂ 生命・地球

(1) 植物の発芽，成長，結実

植物の育ち方について，発芽，成長及び結実の様子に着目して，それら

に関わる条件を制御しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付ける

ことができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 植物は，種子の中の養分を基にして発芽すること。

(ｲ) 植物の発芽には，水，空気及び温度が関係していること。

(ｳ) 植物の成長には，日光や肥料などが関係していること。

(ｴ) 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先に付くとめし

べのもとが実になり，実の中に種子ができること。

イ 植物の育ち方について追究する中で，植物の発芽，成長及び結実と

それらに関わる条件についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想

し，表現すること。
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(2) 動物の誕生

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の様

子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長についての考えをもつこ

とができるようにする。

ア魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化し

てかえること。

ウ 人は，母体内で成長して生まれること。

(2) 動物の誕生

動物の発生や成長について，魚を育てたり人の発生についての資料を活

用したりする中で，卵や胎児の様子に着目して，時間の経過と関係付けな

がら調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導す

る。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 魚には雌雄があり，生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化

してかえること。

(ｲ) 人は，母体内で成長して生まれること。

イ 動物の発生や成長について追究する中で，動物の発生や成長の様子

と経過についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現する

こと。

(3) 流水の働き

地面を流れる水や川の様子を観察し，流れる水の速さや量による働きの

違いを調べ，流れる水の働きと土地の変化の関係についての考えをもつこ

とができるようにする。

(3) 流れる水の働きと土地の変化

流れる水の働きと土地の変化について，水の速さや量に着目して，それ

らの条件を制御しながら調べる活動を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 流れる水には，土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積さ

せたりする働きがあること。

(ｲ) 川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあること。

ア流れる水には，土地を侵食したり，石や土などを運搬したり堆積させ

たりする働きがあること。

イ 川の上流と下流によって，川原の石の大きさや形に違いがあること。

ウ 雨の降り方によって，流れる水の速さや水の量が変わり，増水により

土地の様子が大きく変化する場合があること。

(ｳ) 雨の降り方によって，流れる水の量や速さは変わり，増水により土

地の様子が大きく変化する場合があること。

イ 流れる水の働きについて追究する中で，流れる水の働きと土地の変

化との関係についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，表現

すること。
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(4) 天気の変化

１日の雲の様子を観測したり，映像などの情報を活用したりして，雲の

動きなどを調べ，天気の変化の仕方についての考えをもつことができるよ

うにする。

ア 雲の量や動きは，天気の変化と関係があること。

イ 天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。

(4) 天気の変化

天気の変化の仕方について，雲の様子を観測したり，映像などの気象情

報を活用したりする中で，雲の量や動きに着目して，それらと天気の変化

とを関係付けて調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。

ア次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 天気の変化は，雲の量や動きと関係があること。

(ｲ) 天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。

イ 天気の変化の仕方について追究する中で，天気の変化の仕方と雲の

量や動きとの関係についての予想や仮説を基に，解決の方法を発想し，

表現すること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

（新設）(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(1)については，水溶液の中では，溶

けている物が均一に広がることにも触れること。

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの「種子の中の養分」については，でんぷんを 扱うこと。

イエについては，おしべ，めしべ，がく及び花びらを扱うこと。また，

受粉については，風や昆虫などが関係していることにも触れること。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの(ｱ)の「種子の中の養分」については，でんぷんを扱うこと。

イ アの(ｴ)については，おしべ，めしべ，がく及び花びらを扱うこと。

また，受粉については，風や昆虫などが関係していることにも触れるこ

と。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)のアの(ｲ)については，人の受精に至る過 (3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(2)のウについては，受精に至る過程は取り
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程は取り扱わないものとする。 扱わないものとする。

（新設）(5) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアの(ｳ)については，自然災害について

も触れること。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)のイについては，台風の進路による天気

の変化や台風と降雨との関係についても触れるものとする。

(6) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)のアの(ｲ)については，台風の進路による

天気の変化や台風と降雨との関係及びそれに伴う自然災害についても触れ

ること。

〔第６学年〕

１ 目 標

(1) 燃焼，水溶液，てこ及び電気による現象についての要因や規則性を推論

しながら調べ，見いだした問題を計画的に追究したりものづくりをしたり

する活動を通して，物の性質や規則性についての見方や考え方を養う。

〔第６学年〕

１ 目 標

(1) 物質・エネルギー

① 燃焼の仕組み，水溶液の性質，てこの規則性及び電気の性質や働きに

ついての理解を図り，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。

② 燃焼の仕組み，水溶液の性質，てこの規則性及び電気の性質や働き

について追究する中で，主にそれらの仕組みや性質，規則性及び働き

について，より妥当な考えをつくりだす力を養う。

③ 燃焼の仕組み，水溶液の性質，てこの規則性及び電気の性質や働き

について追究する中で，主体的に問題を解決する態度を養う。

(2) 生物の体のつくりと働き，生物と環境，土地のつくりと変化の様子，月

と太陽の関係を推論しながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活

動を通して，生命を尊重する態度を育てるとともに，生物の体の働き，生

物と環境とのかかわり，土地のつくりと変化のきまり，月の位置や特徴に

ついての見方や考え方を養う。

(2) 生命・地球

① 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと

変化，月の形の見え方と太陽との位置関係についての理解を図り，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。

② 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと

変化，月の形の見え方と太陽との位置関係について追究する中で，主

にそれらの働きや関わり，変化及び関係について，より妥当な考えを

つくりだす力を養う。
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③ 生物の体のつくりと働き，生物と環境との関わり，土地のつくりと

変化，月の形の見え方と太陽との位置関係について追究する中で，生

命を尊重する態度や主体的に問題を解決する態度を養う。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 燃焼の仕組み

物を燃やし，物や空気の変化を調べ，燃焼の仕組みについての考えをも

つことができるようにする。

ア植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素がで

きること。

２ 内 容

Ａ 物質・エネルギー

(1) 燃焼の仕組み

燃焼の仕組みについて，空気の変化に着目して，物の燃え方を多面的に

調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 植物体が燃えるときには，空気中の酸素が使われて二酸化炭素がで

きること。

イ 燃焼の仕組みについて追究する中で，物が燃えたときの空気の変化

について，より妥当な考えをつくりだし，表現すること。

(2) 水溶液の性質

いろいろな水溶液を使い，その性質や金属を変化させる様子を調べ，水

溶液の性質や働きについての考えをもつことができるようにする。

ア 水溶液には，酸性，アルカリ性及び中性のものがあること。

イ 水溶液には，気体が溶けているものがあること。

ウ 水溶液には，金属を変化させるものがあること。

(2) 水溶液の性質

水溶液について，溶けている物に着目して，それらによる水溶液の性質

や働きの違いを多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 水溶液には，酸性，アルカリ性及び中性のものがあること。

(ｲ) 水溶液には，気体が溶けているものがあること。

(ｳ) 水溶液には，金属を変化させるものがあること。

イ 水溶液の性質や働きについて追究する中で，溶けているものによる

性質や働きの違いについて，より妥当な考えをつくりだし，表現する

こと。
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(3) てこの規則性

てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，てこの仕組みや働きを

調べ，てこの規則性についての考えをもつことができるようにする。

(3) てこの規則性

てこの規則性について，力を加える位置や力の大きさに着目して，てこ

の働きを多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができ

るよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 力を加える位置や力の大きさを変えると，てこを傾ける働きが変わ

り，てこがつり合うときにはそれらの間に規則性があること。

ア水平につり合った棒の支点から等距離に物をつるして棒が水平になっ

たとき，物の重さは等しいこと。

イ 力を加える位置や力の大きさを変えると，てこを傾ける働きが変わり，

てこがつり合うときにはそれらの間に規則性があること。

ウ 身の回りには，てこの規則性を利用した道具があること。(ｲ) 身の回りには，てこの規則性を利用した道具があること。

イ てこの規則性について追究する中で，力を加える位置や力の大きさ

とてこの働きとの関係について，より妥当な考えをつくりだし，表現

すること。

(4) 電気の利用

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つことができるようにする。

(4) 電気の利用

発電や蓄電，電気の変換について，電気の量や働きに着目して，それら

を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう

指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(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。 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。

【第４学年「Ａ 物質・エネルギー」(3)より移行】

(3) 電気の働き

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つことができるようにする。

イ 光電池を使ってモーターを回すことなどができること。（再掲）
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イ 電気は，光，音，熱などに変えることができること。

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。

(ｲ) 電気は，光，音，熱，運動などに変換することができること。

(ｳ) 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。

イ 電気の性質や働きについて追究する中で，電気の量と働きとの関係，

発電や蓄電，電気の変換について，より妥当な考えをつくりだし，表

現すること。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと働き

人や他の動物を観察したり資料を活用したりして，呼吸，消化，排出及

び循環の働きを調べ，人や他の動物の体のつくりと働きについての考えを

もつことができるようにする。

ア体内に酸素が取り入れられ，体外に二酸化炭素などが出されているこ

と。

イ食べ物は，口，胃，腸などを通る間に消化，吸収され，吸収されなか

った物は排出されること。

ウ血液は，心臓の働きで体内を巡り，養分，酸素及び二酸化炭素などを

運んでいること。

エ 体内には，生命活動を維持するための様々な臓器があること。

Ｂ 生命・地球

(1) 人の体のつくりと働き

人や他の動物について，体のつくりと呼吸，消化，排出及び循環の働き

に着目して，生命を維持する働きを多面的に調べる活動を通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 体内に酸素が取り入れられ，体外に二酸化炭素などが出されている

こと。

(ｲ) 食べ物は，口，胃，腸などを通る間に消化，吸収され，吸収されな

かった物は排出されること。

(ｳ) 血液は，心臓の働きで体内を巡り，養分，酸素及び二酸化炭素など

を運んでいること。

(ｴ) 体内には，生命活動を維持するための様々な臓器があること。

イ 人や他の動物の体のつくりと働きについて追究する中で，体のつく

りと呼吸，消化，排出及び循環の働きについて，より妥当な考えをつ

くりだし，表現すること。

(2) 植物の養分と水の通り道

植物について，その体のつくり，体内の水などの行方及び葉で養分をつく

る働きに着目して，生命を維持する働きを多面的に調べる活動を通して，次

の事項を身に付けることができるよう指導する。

(2) 植物の養分と水の通り道

植物を観察し，植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調

べ，植物の体のつくりと働きについての考えをもつことができるようにす

る。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

- 125 -



けること。

(ｱ) 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。

(ｲ) 根，茎及び葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は イ 根，茎及び葉には，水の通り道があり，根から吸い上げられた水は

主に葉から蒸散により排出されること。 主に葉から蒸散していること。

イ 植物の体のつくりと働きについての問題を追究する中で，体のつく

り，体内の水などの行方及び葉で養分をつくる働きについて，より妥

当な考えをつくりだし，表現すること。

(3) 生物と環境

動物や植物の生活を観察したり，資料を活用したりして調べ，生物と環

境とのかかわりについての考えをもつことができるようにする。

(3) 生物と環境

生物と環境について，動物や植物の生活を観察したり資料を活用したり

する中で，生物と環境との関わりに着目して，それらを多面的に調べる活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。
(ｱ) 生物は，水及び空気を通して周囲の環境と関わって生きていること。 ア 生物は，水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていること。

(ｲ) 生物の間には，食う食われるという関係があること。 イ 生物の間には，食う食われるという関係があること。

【第５学年「Ｂ 生命・地球」(2)のイより移行】

(2) 動物の誕生

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の様

子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長についての考えをもつこ

とができるようにする。

イ 魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。

（新設）(ｳ) 人は，環境と関わり，工夫して生活していること。

イ 生物と環境について追究する中で，生物と環境との関わりについて，

より妥当な考えをつくりだし，表現すること。

(4) 土地のつくりと変化

土地のつくりと変化について，土地やその中に含まれる物に着目して，

(4) 土地のつくりと変化

土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を調
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べ，土地のつくりと変化についての考えをもつことができるようにする。土地のつくりやでき方を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 土地は，礫，砂，泥，火山灰などからできており，層をつくって広

がっているものがあること。また，層には化石が含まれているものが

あること。

ア土地は，礫，砂，泥，火山灰及び岩石からできており，層をつくって

広がっているものがあること。

イ地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってでき，化石が含まれて

いるものがあること。

(ｲ) 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってできること。 イ地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってでき，化石が含まれて

いるものがあること。（再掲）

ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。(ｳ) 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。

イ 土地のつくりと変化について追究する中で，土地のつくりやでき方

について，より妥当な考えをつくりだし，表現すること。

(5) 月と太陽

月と太陽を観察し，月の位置や形と太陽の位置を調べ，月の形の見え方

や表面の様子についての考えをもつことができるようにする。

(5) 月と太陽

月の形の見え方について，月と太陽の位置に着目して，それらの位置関

係を多面的に調べる活動を通して，次の事項を身に付けることができるよ

う指導する。

ア 次のことを理解するとともに，観察，実験などに関する技能を身に付

けること。

(ｱ) 月の輝いている側に太陽があること。また，月の形の見え方は，太

陽と月との位置関係によって変わること。

ア月の輝いている側に太陽があること。また，月の形の見え方は，太陽

と月の位置関係によって変わること。

イ 月の表面の様子は，太陽と違いがあること。

イ 月の形の見え方について追究する中で，月の位置や形と太陽の位置

との関係について，より妥当な考えをつくりだし，表現すること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(1) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の指導に当たっては，２種類以上のもの

づくりを行うものとする。

(2) 内容の「Ａ物質・エネルギー」の(4)のアの(ｱ)については，電気をつく

りだす道具として，手回し発電機，光電池などを扱うものとする。

【第６学年「Ａ 物質・エネルギー」(4)より移行】

(4) 電気の利用

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つことができるようにする。（再掲）

(2) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア ウについては，心臓の拍動と脈拍が関係することにも触れること。

(3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(1)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの(ｳ)については，心臓の拍動と脈拍とが関係することにも触れる

こと。

イ アの(ｴ)については，主な臓器として，肺，胃，小腸，大腸，肝臓，

腎臓，心臓を扱うこと。

イエについては，主な臓器として，肺，胃，小腸，大腸，肝臓，腎臓，

心臓を扱うこと。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)については，次のとおり取り扱うものと

する。

ア アの(ｱ)については，水が循環していることにも触れること。 (3) 内容の「Ｂ生命・地球」の(3)のアについては，水が循環していること

にも触れるものとする。

イ アの(ｲ)については，水中の小さな生物を観察し，それらが魚などの

食べ物になっていることに触れること。

【第５学年「Ｂ 生命・地球」(2)のイより移行】

(2) 動物の誕生

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の変化の様

子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長についての考えをもつこ

とができるようにする。

イ 魚は，水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。（再掲）

(5) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)については，次のとおり取り扱うものと

する。

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)については，次のとおり取り扱うものと

する。
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ア アについては，岩石として礫岩，砂岩及び泥岩を扱うこと。ア アの(ｱ)については，流れる水の働きでできた岩石として礫岩，砂岩，

泥岩を扱うこと。

イ アの(ｳ)については，自然災害についても触れること。 （新設）

(6) 内容の「Ｂ生命・地球」の(5)のアの(ｱ)については，地球から見た太陽

と月との位置関係で扱うものとする。

(5) 内容の「Ｂ生命・地球」の(5)のアについては，地球から見た太陽と月

の位置関係で扱うものとする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第２の各学年の内容を通じて観察，実験や自然体験，科学的な体験を充

実させることによって，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よう配慮すること。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の

育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする

こと。その際，理科の学習過程の特質を踏まえ，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の，問題を科学的に解決

する学習活動が充実するようにすること。

（新設）(2) 各学年で育成を目指す思考力，判断力，表現力等については，該当学年

において育成することを目指す力のうち，主なものを示したものであり，

実際の指導に当たっては，他の学年で掲げている力の育成についても十分

に配慮すること。

（新設）(3) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

(4) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ

いて，理科の特質に応じて適切な指導をすること。

(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に基

づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す

内容について，理科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 １ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
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【第３の１の(2)より移行】

(2) 観察，実験の結果を整理し考察する学習活動や，科学的な言葉や概念を

使用して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮する

こと。

(1) 問題を見いだし，予想や仮説，観察，実験などの方法について考えたり

説明したりする学習活動，観察，実験の結果を整理し考察する学習活動，

科学的な言葉や概念を使用して考えたり説明したりする学習活動などを重

視することによって，言語活動が充実するようにすること。

【第３の１の(1)より移行】（プログラミングについては新設）

(1) 観察，実験，栽培，飼育及びものづくりの指導については，指導内容に

応じてコンピュータ，視聴覚機器などを適切に活用できるようにすること。

また，事故の防止に十分留意すること。

(2) 観察，実験などの指導に当たっては，指導内容に応じてコンピュータや

情報通信ネットワークなどを適切に活用できるようにすること。また，第

１章総則第３の１の(3)のイに掲げるプログラミングを体験しながら論理

的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には，児童の負担に配慮

しつつ，例えば第２の各学年の内容の〔第６学年〕の「Ａ物質・エネルギ

ー」の(4)における電気の性質や働きを利用した道具があることを捉える

学習など，与えた条件に応じて動作していることを考察し，更に条件を変

えることにより，動作が変化することについて考える場面で取り扱うもの

とする。

(3) 生物，天気，川，土地などの指導に当たっては，野外に出掛け地域の自

然に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れるとともに，生命を尊重し，

自然環境の保全に寄与する態度を養うようにすること。

(2) 生物，天気，川，土地などの指導については，野外に出掛け地域の自然

に親しむ活動や体験的な活動を多く取り入れるとともに，自然環境を大切

にし，その保全に寄与しようとする態度を育成するようにすること。

（新設）(4) 天気，川，土地などの指導に当たっては，災害に関する基礎的な理解が

図られるようにすること。

(5) 個々の児童が主体的に問題解決の活動を進めるとともに，日常生活や他

教科等との関連を図った学習活動，目的を設定し，計測して制御するとい

う考え方に基づいた学習活動が充実するようにすること。

(3) 個々の児童が主体的に問題解決活動を進めるとともに，学習の成果と日

常生活との関連を図り，自然の事物・現象について実感を伴って理解でき

るようにすること。

【第３の１の(3)より移行】
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(6) 博物館や科学学習センターなどと連携，協力を図りながら，それらを積

極的に活用すること。

(3) 博物館や科学学習センターなどと連携，協力を図りながら，それらを積

極的に活用するよう配慮すること。

【第３の１の(1)より移行】【再掲】

(1) 観察，実験，栽培，飼育及びものづくりの指導については，指導内容に

応じてコンピュータ，視聴覚機器などを適切に活用できるようにすること。

３ 観察，実験などの指導に当たっては，事故防止に十分留意すること。また，

環境整備に十分配慮するとともに，使用薬品についても適切な措置をとるよ

う配慮すること。 また，事故の防止に十分留意すること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【生活】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第５節 生 活

第１ 目 標

具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方・考え方を生かし，自

立し生活を豊かにしていくための資質・能力を次のとおり育成することを目指

す。

(1) 活動や体験の過程において，自分自身，身近な人々，社会及び自然の特徴

やよさ，それらの関わり等に気付くとともに，生活上必要な習慣や技能を身

に付けるようにする。

(2) 身近な人々，社会及び自然を自分との関わりで捉え，自分自身や自分の

生活について考え，表現することができるようにする。

(3) 身近な人々，社会及び自然に自ら働きかけ，意欲や自信をもって学んだ

り生活を豊かにしたりしようとする態度を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 学校，家庭及び地域の生活に関わることを通して，自分と身近な人々，

社会及び自然との関わりについて考えることができ，それらのよさやすば

らしさ，自分との関わりに気付き，地域に愛着をもち自然を大切にしたり，

集団や社会の一員として安全で適切な行動をしたりするようにする。

(2) 身近な人々，社会及び自然と触れ合ったり関わったりすることを通して，

それらを工夫したり楽しんだりすることができ，活動のよさや大切さに気

付き，自分たちの遊びや生活をよりよくするようにする。

第５節 生 活

第１ 目 標

具体的な活動や体験を通して，自分と身近な人々，社会及び自然とのかかわり

に関心をもち，自分自身や自分の生活について考えさせるとともに，その過程に

おいて生活上必要な習慣や技能を身に付けさせ，自立への基礎を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1)自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関

心をもち，地域のよさに気付き，愛着をもつことができるようにするとと

もに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安

全で適切な行動ができるようにする。

(2)自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然の

すばらしさに気付き，自然を大切にしたり，自分たちの遊びや生活を工夫

したりすることができるようにする。
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(3) 自分自身を見つめることを通して，自分の生活や成長，身近な人々の支

えについて考えることができ，自分のよさや可能性に気付き，意欲と自信

をもって生活するようにする。

(3) 身近な人々，社会及び自然とのかかわりを深めることを通して，自分の

よさや可能性に気付き，意欲と自信をもって生活することができるように

する。

２ 内 容

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のこと

が分かり，楽しく安心して遊びや生活ができるようにするとともに，通学

路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，安全な登下校が

できるようにする。

(2) 家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどについて考

え，自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正しく健康に気を付けて

生活することができるようにする。

(3) 自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や様々な場所

とかかわっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，人々と適

切に接することや安全に生活することができるようにする。

(4) 公共物や公共施設を利用し，身の回りにはみんなで使うものがあること

やそれを支えている人々がいることなどが分かり，それらを大切にし，安

全に気を付けて正しく利用することができるようにする。

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事にかかわる活動を行ったり

などして，四季の変化や季節によって生活の様子が変わることに気付き，

自分たちの生活を工夫したり楽しくしたりできるようにする。

２ 内 容

１の資質・能力を育成するため，次の内容を指導する。

〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕

(1) 学校生活に関わる活動を通して，学校の施設の様子や学校生活を支えて

いる人々や友達，通学路の様子やその安全を守っている人々などについて

考えることができ，学校での生活は様々な人や施設と関わっていることが

分かり，楽しく安心して遊びや生活をしたり，安全な登下校をしたりしよ

うとする。

(2) 家庭生活に関わる活動を通して，家庭における家族のことや自分ででき

ることなどについて考えることができ，家庭での生活は互いに支え合って

いることが分かり，自分の役割を積極的に果たしたり，規則正しく健康に

気を付けて生活したりしようとする。

(3) 地域に関わる活動を通して，地域の場所やそこで生活したり働いたりし

ている人々について考えることができ，自分たちの生活は様々な人や場所

と関わっていることが分かり，それらに親しみや愛着をもち，適切に接し

たり安全に生活したりしようとする。

〔身近な人々，社会及び自然と関わる活動に関する内容〕

(4) 公共物や公共施設を利用する活動を通して，それらのよさを感じたり働

きを捉えたりすることができ，身の回りにはみんなで使うものがあること

やそれらを支えている人々がいることなどが分かるとともに，それらを大

切にし，安全に気を付けて正しく利用しようとする。

(5) 身近な自然を観察したり，季節や地域の行事に関わったりするなどの活

動を通して，それらの違いや特徴を見付けることができ，自然の様子や四

季の変化，季節によって生活の様子が変わることに気付くとともに，それ

らを取り入れ，自分の生活を楽しくしようとする。
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(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，遊びや遊

びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不思議さに気付き，み

んなで遊びを楽しむことができるようにする。

(7)動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化や成長の

様子に関心をもち，また，それらは生命をもっていることや成長している

ことに気付き，生き物への親しみをもち，大切にすることができるように

する。

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を行い，身

近な人々とかかわることの楽しさが分かり，進んで交流することができる

ようにする。

(6) 身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりするなどして遊ぶ活

動を通して，遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができ，その面白

さや自然の不思議さに気付くとともに，みんなと楽しみながら遊びを創り

出そうとする。

(7) 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，

変化や成長の様子に関心をもって働きかけることができ，それらは生命を

もっていることや成長していることに気付くとともに，生き物への親しみ

をもち，大切にしようとする。

(8) 自分たちの生活や地域の出来事を身近な人々と伝え合う活動を通して，

相手のことを想像したり伝えたいことや伝え方を選んだりすることがで

き，身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かるとともに，進んで触

れ合い交流しようとする。

〔自分自身の生活や成長に関する内容〕

(9) 自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して，自分のことや支えてく

れた人々について考えることができ，自分が大きくなったこと，自分でで

きるようになったこと，役割が増えたことなどが分かるとともに，これま

での生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち，これからの成

長への願いをもって，意欲的に生活しようとする。

(9) 自分自身の成長を振り返り，多くの人々の支えにより自分が大きくなっ

たこと，自分でできるようになったこと，役割が増えたことなどが分かり，

これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつととも に

，これからの成長への願いをもって，意欲的に生活することができるよ う

にする。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 自分と地域の人々，社会及び自然とのかかわりが具体的に把握できるよ

うな学習活動を行うこととし，校外での活動を積極的に取り入れること。

(新設)

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質

・能力の育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るよ

うにすること。その際，児童が具体的な活動や体験を通して，身近な生活

に関わる見方・考え方を生かし，自分と地域の人々，社会及び自然との関

わりが具体的に把握できるような学習活動を行うこととし，校外での活動

を積極的に取り入れること。

(2) 児童の発達の段階や特性を踏まえ，２学年間を見通して学習活動を設定

すること。
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(2)第２の内容の（7）については，２学年にわたって取り扱うものとし，

動物や植物へのかかわり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うように

すること。

(3)国語科，音楽科，図画工作科など他教科等との関連を積極的に図り，指

導の効果を高めるようにすること。特に，第1学年入学当初においては，

生活科を中心とした合科的な指導を行うなどの工夫をすること。

(新設)

(3) 第２の内容の（7）については，２学年間にわたって取り扱うものとし，

動物や植物への関わり方が深まるよう継続的な飼育，栽培を行うようにす

ること。

(4) 他教科等との関連を積極的に図り，指導の効果を高め，低学年における

教育全体の充実を図り，中学年以降の教育へ円滑に接続できるようにする

とともに，幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

との関連を考慮すること。特に，第１学年入学当初においては，幼児期に

おける遊びを通した総合的な学びから他教科等における学習に円滑に移行

し，主体的に自己を発揮しながら，より自覚的な学びに向かうことが可能

となるようにすること。その際，生活科を中心とした合科的・関連的な指

導や，弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をすること。

(5) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

(6) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容につ

いて，生活科の特質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよ

う学習活動を工夫すること。

(4) 第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの

関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に示す内容について，生活科の特

質に応じて適切な指導をすること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 地域の人々，社会及び自然を生かすとともに，それらを一体的に扱うよ

う学習活動を工夫すること。

【第２ 各学年の目標及び内容 １目標(4)より移行】

(4) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，そ

れらを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動

作，劇化などの方法により表現し，考えることができるようにする。

(2) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えさせるため，見付

ける，比べる，たとえるなどの多様な学習活動を工夫すること。

(2) 身近な人々，社会及び自然に関する活動の楽しさを味わうとともに，そ

れらを通して気付いたことや楽しかったことなどについて，言葉，絵，動

作，劇化などの多様な方法により表現し，考えることができるようにする

こと。また，このように表現し，考えることを通して，気付きを確かなも

のとしたり，気付いたことを関連付けたりすることができるよう工夫する

こと。

(3) 具体的な活動や体験を通して気付いたことを基に考えることができるよ

うにするため，見付ける，比べる，たとえる，試す，見通す，工夫するな

どの多様な学習活動を行うようにすること。
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(新設)(4) 学習活動を行うに当たっては，コンピュータなどの情報機器について，

その特質を踏まえ，児童の発達の段階や特性及び生活科の特質などに応じ

て適切に活用するようにすること。

(5) 具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害の

ある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

(6) 生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自

身に関わる学習活動の展開に即して行うようにすること。

(3)具体的な活動や体験を行うに当たっては，身近な幼児や高齢者，障害の

ある児童生徒などの多様な人々と触れ合うことができるようにすること。

(4)生活上必要な習慣や技能の指導については，人，社会，自然及び自分自

身にかかわる学習活動の展開に即して行うようにすること。
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小学校学習指導要領新旧対照表【音楽科】

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後）

第６節 音 楽

第１ 目 標

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の

中の音や音楽と豊かに関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい音

楽表現をするために必要な技能を身に付けるようにする。

(2) 音楽表現を工夫することや，音楽を味わって聴くことができるようにする。

(3) 音楽活動の楽しさを体験することを通して，音楽を愛好する心情と音楽に

対する感性を育むとともに，音楽に親しむ態度を養い，豊かな情操を培う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて気付くとともに，音楽表現を

楽しむために必要な歌唱，器楽，音楽づくりの技能を身に付けるようにす

る。

(2) 音楽表現を考えて表現に対する思いをもつことや，曲や演奏の楽しさを

見いだしながら音楽を味わって聴くことができるようにする。

(3) 楽しく音楽に関わり，協働して音楽活動をする楽しさを感じながら，身

の回りの様々な音楽に親しむとともに，音楽経験を生かして生活を明るく

潤いのあるものにする態度を養う。

２ 内 容

Ａ 表 現

第６節 音 楽

第１ 目 標

表現及び鑑賞の活動を通して，音楽を愛好する心情と音楽に対する感性を育て

るとともに，音楽活動の基礎的な能力を培い，豊かな情操を養う。

第２ 各学年の目標及び内容

〔第１学年及び第２学年〕

１ 目 標

(1)楽しく音楽にかかわり，音楽に対する興味・関心をもち，音楽経験を生

かして生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2) 基礎的な表現の能力を育て，音楽表現の楽しさに気付くようにする。

(3)様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を育て，音楽を味わ

って聴くようにする。

２ 内 容

Ａ 表 現
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(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 (1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範唱を聴いて歌ったり，階名で模唱したり暗唱したりすること。

イ 歌詞の表す情景や気持ちを想像したり，楽曲の気分を感じ取ったりし，

思いをもって歌うこと。

ウ 自分の歌声及び発音に気を付けて歌うこと。

エ 互いの歌声や伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

ア 歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲想を

感じ取って表現を工夫し，どのように歌うかについて思いをもつこと。イ

曲想と音楽の構造との関わり，曲想と歌詞の表す情景や気持ちと関

わりについて気付くこと。

ウ思いに合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技能を身

に付けること。

(ｱ) 範唱を聴いて歌ったり，階名で模唱したり暗唱したりする技能

(ｲ) 自分の歌声及び発音に気を付けて歌う技能

(ｳ) 互いの歌声や伴奏を聴いて，声を合わせて歌う技能

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。(2) 器楽の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 範奏を聴いたり，リズム譜などを見たりして演奏すること。

イ 楽曲の気分を感じ取り，思いをもって演奏すること。

ウ 身近な楽器に親しみ，音色に気を付けて簡単なリズムや旋律を演奏す

ること。

エ 互いの楽器の音や伴奏を聴いて，音を合わせて演奏すること。

ア 器楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲想を

感じ取って表現を工夫し，どのように演奏するかについて思いをもつこ

と。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について気付くこと。

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わり

(ｲ) 楽器の音色と演奏の仕方との関わり

ウ 思いに合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技能を身

に付けること。

(ｱ）範奏を聴いたり，リズム譜などを見たりして演奏する技能

(ｲ) 音色に気を付けて，旋律楽器及び打楽器を演奏する技能

(ｳ) 互いの楽器の音や伴奏を聴いて，音を合わせて演奏する技能

(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 音楽づくりについての知識や技能を得たり生かしたりしながら，次の

(ｱ)及び(ｲ)をできるようにすること。

(ｱ) 音遊びを通して，音楽づくりの発想を得ること。

ア 声や身の回りの音の面白さに気付いて音遊びをすること。

イ音を音楽にしていくことを楽しみながら，音楽の仕組みを生かし，思

いをもって簡単な音楽をつくること。
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(ｲ) どのように音を音楽にしていくかについて思いをもつこと。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，それらが生み出す面白さなどと関わらせて

気付くこと。

(ｱ) 声や身の回りの様々な音の特徴

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方の特徴

ウ 発想を生かした表現や，思いに合った表現をするために必要な次の(ｱ)  

及び(ｲ)の技能を身に付けること。

(ｱ) 設定した条件に基づいて，即興的に音を選んだりつなげたりして表

現する技能

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，簡単な音楽をつくる技能

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら，曲や演奏の楽しさ

を見いだし，曲全体を味わって聴くこと。

イ 曲想と音楽の構造との関わりについて気付くこと。

ア 楽曲の気分を感じ取って聴くこと。

イ 音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取って聴くこと。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，

楽曲や演奏の楽しさに気付くこと。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，それらの働きが生み出すよさ

や面白さ，美しさを感じ取りながら，聴き取ったことと感じ取ったこと

との関わりについて考えること。

イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる身近な音符，休符，記

号や用語について，音楽における働きと関わらせて理解すること。

ア音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それら

の働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，拍の流れやフレーズなどの音楽

を特徴付けている要素

(ｲ) 反復，問いと答えなどの音楽の仕組み

イ身近な音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を

通して理解すること。
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３ 内容の取扱い

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。

ア主となる歌唱教材については，各学年ともイの共通教材を含めて，斉

唱及び輪唱で歌う曲

イ 共通教材

〔第１学年〕

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材を含めて，

斉唱及び輪唱で歌う楽曲

ウ 共通教材

〔第１学年〕

井上武士作曲
はやしりゅう は いのうえたけ し

（文部省唱歌）林 柳波作詞 井上武士作曲

（文部省唱歌）

岡野貞一作曲
たか の たつゆき おか の ていいち

（文部省唱歌）林 柳波作詞

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）高野辰之作詞

（わらべうた）

（文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲

（わらべうた）

（文部省唱歌）林柳波作詞 下総皖一作曲

岡野貞一作曲（文部省唱歌）高野辰之作詞

（文部省唱歌）

しもふさかんいち

（文部省唱歌）林柳波作詞 下総皖一作曲

（文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲

（文部省唱歌）

「うみ」

「かたつむり」

「日のまる」

「ひらいたひらいた」

〔第２学年〕

「かくれんぼ」

「春がきた」

「虫のこえ」

「夕やけこやけ」

「うみ」

「かたつむり」

「日のまる」

「ひらいたひらいた」

〔第２学年〕

「かくれんぼ」

「春がきた」

「虫のこえ」

「夕やけこやけ」 中村雨紅作詞 草川信作曲中村雨紅作詞 草川信作曲
なかむら う こう くさかわしん

(2) 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含め，主旋律に簡単な

リズム伴奏や低声部などを加えた曲を取り扱う。

イ 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含めて，主旋律に

簡単なリズム伴奏や低声部などを加えた楽曲

(3) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 我が国及び諸外国のわらべうたや遊びうた，行進曲や踊りの音楽など

体を動かすことの快さを感じ取りやすい音楽，日常の生活に関連して情

景を思い浮かべやすい音楽など，いろいろな種類の曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，親しみやすい曲

ウ 楽器の音色や人の声の特徴を捉えやすく親しみやすい，いろいろな演

奏形態による曲

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 我が国及び諸外国のわらべうたや遊びうた，行進曲や踊りの音楽など

身体反応の快さを感じ取りやすい音楽，日常の生活に関連して情景を思

い浮かべやすい楽曲

イ音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，親しみやすい

楽曲

ウ 楽器の音色や人の声の特徴を感じ取りやすく親しみやすい，いろいろ

な演奏形態による楽曲

〔第３学年及び第４学年〕〔第３学年及び第４学年〕
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１ 目 標

(1)進んで音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生かし

て生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2)基礎的な表現の能力を伸ばし，音楽表現の楽しさを感じ取るようにす

る。

(3) 様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を伸ばし，音楽を味

わって聴くようにする。

１ 目 標

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて気付くとともに，表したい音

楽表現をするために必要な歌唱，器楽，音楽づくりの技能を身に付けるよ

うにする。

(2) 音楽表現を考えて表現に対する思いや意図をもつことや，曲や演奏のよ

さなどを見いだしながら音楽を味わって聴くことができるようにする。

(3) 進んで音楽に関わり，協働して音楽活動をする楽しさを感じながら，様

々な音楽に親しむとともに，音楽経験を生かして生活を明るく潤いのある

ものにする態度を養う。

２ 内 容

Ａ 表 現
(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌うこと。

イ歌詞の内容，曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって歌

うこと。

ウ呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌うこ

と。

エ 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

ア 歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲の特

徴を捉えた表現を工夫し，どのように歌うかについて思いや意図をもつ

こと。

イ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて気付くこと。

ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技

能を身に付けること。

(ｱ）範唱を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして歌う技能

(ｲ) 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない歌い方で歌う

技能

(ｳ) 互いの歌声や副次的な旋律，伴奏を聴いて，声を合わせて歌う技能

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。(2) 器楽の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 器楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲の特

徴を捉えた表現を工夫し，どのように演奏するかについて思いや意図を

もつこと。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について気付くこと。

ア 範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして演奏すること。

イ 曲想にふさわしい表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。

ウ 音色に気を付けて旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

エ 互いの楽器の音や副次的な旋律，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏す
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ること。(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わり

(ｲ) 楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わり

ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技

能を身に付けること。

(ｱ）範奏を聴いたり，ハ長調の楽譜を見たりして演奏する技能

(ｲ) 音色や響きに気を付けて，旋律楽器及び打楽器を演奏する技能

(ｳ) 互いの楽器の音や副次的な旋律，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏

する技能

(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。

アいろいろな音の響きやその組合せを楽しみ，様々な発想をもって即興

的に表現すること。

イ音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，

思いや意図をもって音楽をつくること。

(3）音楽づくりの活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 音楽づくりについての知識や技能を得たり生かしたりしながら，次の

(ｱ)及び(ｲ)をできるようにすること。

(ｱ) 即興的に表現することを通して，音楽づくりの発想を得ること。

(ｲ) 音を音楽へと構成することを通して，どのようにまとまりを意識し

た音楽をつくるかについて思いや意図をもつこと。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，それらが生み出すよさや面白さなどと関わ

らせて気付くこと。

(ｱ) いろいろな音の響きやそれらの組合せの特徴

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方や重ね方の特徴

ウ 発想を生かした表現や，思いや意図に合った表現をするために必要な

次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を身に付けること。

(ｱ) 設定した条件に基づいて，即興的に音を選択したり組み合わせたり

して表現する技能

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，音楽をつくる技能

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら，曲や演奏のよさな

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 曲想とその変化を感じ取って聴くこと。
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どを見いだし，曲全体を味わって聴くこと。

イ 曲想及びその変化と，音楽の構造との関わりについて気付くこと。

イ音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造に

気を付けて聴くこと。

ウ楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，

楽曲の特徴や演奏のよさに気付くこと。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，それらの働きが生み出すよさ

や面白さ，美しさを感じ取りながら，聴き取ったことと感じ取ったこと

との関わりについて考えること。

イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる音符，休符，記号や用

語について，音楽における働きと関わらせて理解すること。

ア音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それら

の働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なり，音階や調，拍の流

れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素

(ｲ) 反復，問いと答え，変化などの音楽の仕組み

イ音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して

理解すること。

３ 内容の取扱い

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともイの共通教材を含めて，斉

唱及び簡単な合唱で歌う曲

イ 共通教材

〔第３学年〕

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材を含めて，

斉唱及び簡単な合唱で歌う楽曲

ウ 共通教材

〔第３学年〕

岡野貞一作曲

（日本古謡）

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）高野辰之作詞

（文部省唱歌）巌谷小波作詞

（日本古謡）

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲
いわ や さざなみ

（文部省唱歌）巌谷小波作詞

（日本古謡）

（日本古謡）

「うさぎ」

「茶つみ」

「春の小川」

「ふじ山」

〔第４学年〕

「さくらさくら」

「とんび」 葛原しげる作詞 梁田貞作曲

「うさぎ」

「茶つみ」

「春の小川」

「ふじ山」

〔第４学年〕

「さくらさくら」

「とんび」 葛原しげる作詞 梁田貞作
曲

くずはら やな だ ただし
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「まきばの朝」

「もみじ」

（文部省唱歌）船橋栄吉作曲

（文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲

「まきばの朝」

「もみじ」

（文部省唱歌）船橋栄吉作曲

（文部省唱歌）高野辰之作詞 岡野貞一作曲

(2) 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含め，簡単な重奏や合

奏などの曲を取り扱う。

イ 主となる器楽教材については，既習の歌唱教材を含めて，簡単な重

奏や合奏にした楽曲

(3) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽，郷土の音楽，諸外国に伝わる民

謡など生活との関わりを捉えやすい音楽，劇の音楽，人々に長く親しま

れている音楽など，いろいろな種類の曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く楽しさを得

やすい曲

ウ 楽器や人の声による演奏表現の違いを聴き取りやすい，独奏，重奏，

独唱，重唱を含めたいろいろな演奏形態による曲

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア和楽器の音楽を含めた我が国の音楽，郷土の音楽，諸外国に伝わる民

謡など生活とのかかわりを感じ取りやすい音楽，劇の音楽，人々に長く

親しまれている音楽など，いろいろな種類の楽曲

イ音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く楽しさを

得やすい楽曲

ウ楽器や人の声による演奏表現の違いを感じ取りやすい，独奏，重奏，

独唱，重唱を含めたいろいろな演奏形態による楽曲

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1)創造的に音楽にかかわり，音楽活動への意欲を高め，音楽経験を生か

して生活を明るく潤いのあるものにする態度と習慣を育てる。

(2) 基礎的な表現の能力を高め，音楽表現の喜びを味わうようにする。

(3)様々な音楽に親しむようにし，基礎的な鑑賞の能力を高め，音楽を味

わって聴くようにする。

〔第５学年及び第６学年〕

１ 目 標

(1) 曲想と音楽の構造などとの関わりについて理解するとともに，表したい

音楽表現をするために必要な歌唱，器楽，音楽づくりの技能を身に付ける

ようにする。

(2) 音楽表現を考えて表現に対する思いや意図をもつことや，曲や演奏のよ

さなどを見いだしながら音楽を味わって聴くことができるようにする。
(3) 主体的に音楽に関わり，協働して音楽活動をする楽しさを味わいながら，

様々な音楽に親しむとともに，音楽経験を生かして生活を明るく潤いのあ

るものにする態度を養う。

２ 内 容

Ａ 表 現

２ 内 容

Ａ 表 現

(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を指導する。(1) 歌唱の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
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ア 範唱を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして歌うこと。

イ 歌詞の内容，曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって歌う

こと。

ウ呼吸及び発音の仕方を工夫して，自然で無理のない，響きのある歌

い方で歌うこと。

エ 各声部の歌声や全体の響き，伴奏を聴いて，声を合わせて歌うこと。

ア 歌唱表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲の特

徴にふさわしい表現を工夫し，どのように歌うかについて思いや意図を

もつこと。

イ 曲想と音楽の構造や歌詞の内容との関わりについて理解すること。

ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技

能を身に付けること。

(ｱ) 範唱を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして歌う技能

(ｲ) 呼吸及び発音の仕方に気を付けて，自然で無理のない，響きのある

歌い方で歌う技能

(ｳ) 各声部の歌声や全体の響き，伴奏を聴いて，声を合わせて歌う技能

(2) 器楽の活動を通して，次の事項を指導する。(2) 器楽の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 範奏を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして演奏すること。

イ

ウ

エ

曲想を生かした表現を工夫し，思いや意図をもって演奏すること。

楽器の特徴を生かして旋律楽器及び打楽器を演奏すること。

各声部の楽器の音や全体の響き，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏す

ること。

ア 器楽表現についての知識や技能を得たり生かしたりしながら，曲の特

徴にふさわしい表現を工夫し，どのように演奏するかについて思いや意

図をもつこと。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について理解すること。

(ｱ) 曲想と音楽の構造との関わり

(ｲ) 多様な楽器の音色や響きと演奏の仕方との関わり

ウ 思いや意図に合った表現をするために必要な次の(ｱ)から(ｳ)までの技

能を身に付けること。

(ｱ) 範奏を聴いたり，ハ長調及びイ短調の楽譜を見たりして演奏する技

能

(ｲ) 音色や響きに気を付けて，旋律楽器及び打楽器を演奏する技能

(ｳ) 各声部の楽器の音や全体の響き，伴奏を聴いて，音を合わせて演奏

する技能
(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を指導する。(3) 音楽づくりの活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 音楽づくりについての知識や技能を得たり生かしたりしながら，次の ア いろいろな音楽表現を生かし，様々な発想をもって即興的に表現する
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こと。

イ音を音楽に構成する過程を大切にしながら，音楽の仕組みを生かし，

見通しをもって音楽をつくること。

(ｱ)及び(ｲ)をできるようにすること。

(ｱ) 即興的に表現することを通して，音楽づくりの様々な発想を得るこ

と。

(ｲ) 音を音楽へと構成することを通して，どのように全体のまとまりを

意識した音楽をつくるかについて思いや意図をもつこと。

イ 次の(ｱ)及び(ｲ)について，それらが生み出すよさや面白さなどと関わ

らせて理解すること。

(ｱ) いろいろな音の響きやそれらの組合せの特徴

(ｲ) 音やフレーズのつなげ方や重ね方の特徴

ウ 発想を生かした表現や，思いや意図に合った表現をするために必要な

次の(ｱ)及び(ｲ)の技能を身に付けること。

(ｱ) 設定した条件に基づいて，即興的に音を選択したり組み合わせたり

して表現する技能

(ｲ) 音楽の仕組みを用いて，音楽をつくる技能

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 鑑賞についての知識を得たり生かしたりしながら，曲や演奏のよさな

どを見いだし，曲全体を味わって聴くこと。

イ 曲想及びその変化と，音楽の構造との関わりについて理解すること。

Ｂ 鑑 賞

(1) 鑑賞の活動を通して，次の事項を指導する。

ア 曲想とその変化などの特徴を感じ取って聴くこと。

イ音楽を形づくっている要素のかかわり合いを感じ取り，楽曲の構造を

理解して聴くこと。

ウ 楽曲を聴いて想像したことや感じ取ったことを言葉で表すなどして，

楽曲の特徴や演奏のよさを理解すること。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を指導する。

〔共通事項〕

(1) 「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導を通して，次の事項を身に付けること

ができるよう指導する。

ア 音楽を形づくっている要素を聴き取り，それらの働きが生み出すよさ

や面白さ，美しさを感じ取りながら，聴き取ったことと感じ取ったこと

との関わりについて考えること。

ア音楽を形づくっている要素のうち次の(ｱ)及び(ｲ)を聴き取り，それら

の働きが生み出すよさや面白さ，美しさを感じ取ること。

(ｱ) 音色，リズム，速度，旋律，強弱，音の重なりや和声の響き，音階
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イ 音楽を形づくっている要素及びそれらに関わる音符，休符，記号や用

語について，音楽における働きと関わらせて理解すること。

や調，拍の流れやフレーズなどの音楽を特徴付けている要素

(ｲ) 反復，問いと答え，変化，音楽の縦と横の関係などの音楽の仕組み

イ 音符，休符，記号や音楽にかかわる用語について，音楽活動を通して

理解すること。

３ 内容の取扱い

(1) 歌唱教材は次に示すものを取り扱う。

ア主となる歌唱教材については，各学年ともイの共通教材の中の３曲を

含めて，斉唱及び合唱で歌う曲

イ 共通教材

〔第５学年〕

(4) 表現教材は次に示すものを取り扱う。

ア 主となる歌唱教材については，各学年ともウの共通教材の中の３曲

を含めて，斉唱及び合唱で歌う楽曲

ウ 共通教材

〔第５学年〕

林柳波作詞 橋本国彦作曲
はしもとくにひこ

林柳波作詞 橋本国彦作曲

（文部省唱歌）

（日本古謡）

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）

（日本古謡）

（文部省唱歌）

（文部省唱歌）

「こいのぼり」

「子もり歌」

「スキーの歌」

「冬げしき」

〔第６学年〕

「こいのぼり」

「子もり歌」

「スキーの歌」

「冬げしき」

〔第６学年〕

「越天楽今様（歌詞は第２節まで）」（日本古謡）

「おぼろ月夜」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞

え てんらくいまよう

「越天楽今様（歌詞は第２節まで）」（日本古謡）

「おぼろ月夜」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞

「ふるさと」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞

慈鎮和尚作歌

岡野貞一作曲

岡野貞一作曲 「ふるさと」 （文部省唱歌） 高野辰之作詞

じ ちん

慈鎮和尚作歌

岡野貞一作曲

岡野貞一作曲

「われは海の子（歌詞は第３節まで）」（文部省唱歌） 「われは海の子（歌詞は第３節まで）」（文部省唱歌）

(2) 主となる器楽教材については，楽器の演奏効果を考慮し，簡単な重奏

や合奏などの曲を取り扱う。

イ 主となる器楽教材については，楽器の演奏効果を考慮し，簡単な重

奏や合奏にした楽曲

(3) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化との関わ

りを捉えやすい音楽，人々に長く親しまれている音楽など，いろいろな

種類の曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く喜びを深め

(2) 鑑賞教材は次に示すものを取り扱う。

ア 和楽器の音楽を含めた我が国の音楽や諸外国の音楽など文化とのかか

わりを感じ取りやすい音楽，人々に長く親しまれている音楽など，いろ

いろな種類の楽曲

イ 音楽を形づくっている要素の働きを感じ取りやすく，聴く喜びを深
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やすい曲

ウ 楽器の音や人の声が重なり合う響きを味わうことができる，合奏，合

唱を含めたいろいろな演奏形態による曲

めやすい楽曲

ウ楽器の音や人の声が重なり合う響きを味わうことができる，合奏，合

唱を含めたいろいろな演奏形態による楽曲

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

（新設）

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の

育成に向けて，児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする

こと。その際，音楽的な見方・考え方を働かせ，他者と協働しながら，音

楽表現を生み出したり音楽を聴いてそのよさなどを見いだしたりするな

ど，思考，判断し，表現する一連の過程を大切にした学習が充実するよう

にすること。

（新設）(2) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(1)，(2)及び(3)の指導については，

ア，イ及びウの各事項を，「Ｂ鑑賞」の(1)の指導については，ア及びイの

各事項を適切に関連させて指導すること。

(3) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は，表現及び鑑賞の学習において共

通に必要となる資質・能力であり，「Ａ表現」及び「Ｂ鑑賞」の指導と併

せて，十分な指導が行われるよう工夫すること。

(1) 第２の各学年の内容の〔共通事項〕は表現及び鑑賞に関する能力を育成

する上で共通に必要となるものであり，表現及び鑑賞の各活動において十

分な指導が行われるよう工夫すること。

（新設）(4) 第２の各学年の内容の「Ａ表現」の(1)，(2)及び(3)並びに「Ｂ鑑賞」

の(1)の指導については，適宜，〔共通事項〕を要として，各領域や分野の

関連を図るようにすること。

(5) 国歌「君が代」は，いずれの学年においても歌えるよう指導すること。 (3) 国歌「君が代」は，いずれの学年においても歌えるよう指導すること。

(6) 低学年においては，第１章総則の第２の４の(1)を踏まえ，他教科等と

の関連を積極的に図り，指導の効果を高めるようにするとともに，幼稚園

(4) 低学年においては，生活科などとの関連を積極的に図り，指導の効果を

高めるようにすること。特に第１学年においては，幼稚園教育における表
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