理科学習指導案をよりよいものに
第 ○学年

理科学習指導 案
平 成 年 月 日 （ ）○ 校時
指 導学級 ○ 年 ○ 組
指 導教諭 ○○ ○ ○○

１

単元名

○ ○ ○ ○

２

単元の目標 ：「〜するようにす る。」という表現 。

３

単元の評価 規準：目標に準拠し た評価なので，３ に書きます。
→ 文末表現は 状態 で「〜する。」と 書きます。
指導要領の「内容の まとまり」を単位 に作成します。

４ 指導にあた って
（１）単元につ いて（教材観）→「 単元設定の理由」 は，あまり使いませ ん。
指導 する立場で， 単元をどのよう にとらえるか ，児童・生徒の発 達段階との関わり からとらえ
た単元（教 材）の特質や意味等 に触れる。
（２）児童・生 徒の実態
☆単元（教 材）に関する児童・ 生徒の受け止め方 や意識などの実態を 分析する。
…分析を通し て，児童・生徒の『 ＋』，『−』を明 らかにする。
☆ 実態を もとに，これまでの 指導在り方を見つ め，指導の方向性を 是非，書きたい。
…指導 者としての『思い』・『願い』を強調 したい。
☆興味・関 心 （好き・嫌い） を 調べる時には，是非 ，『なぜ・いつご ろから』という項目 を。
…この 記述内容は，教師の 指導法の改善の大 きなヒントになりう る。
（３）指導にあ たって（指導観）
☆指導にあ たっての見通しや意 図を明確にする。
☆単 元の目標や 『願い』を 達成するた めに，どこで ，どのよう な指導や支 援の手立てを とるの
かを ，単元全体を見通 して具体的に書く。

→

身 に 付け さ せ たい 力 ， 育て た い 子ど も の 姿

を 明 示し た い 。
（ 単 元全 体 ＋ 単位 時 間 ごと ← 目 標を 受 け て）

＊ 当然，指導計画に は「学習内容（指導 内容）」の他に，
◎「指導 上の留意点や支援の 手立て」，
◎「 ３．・単元の評価 規準をもとにした単 位時間ごとの具体 的な評価規準」，
「資料や準備物 」
→「指導 計画」＝「時数＋学 習内容＋留意点＋ 評価規準」…評価計 画も必ず書く！
→

指導 と評 価 の一 体化 （指 導す れば ， 必ず 評価 が 必要 ）

☆具 体的な評価規準は ４観点とも，単元の 評価規準をもとに ， 状態
＊（関心・意欲・ 態度）＝「〜しよう とする。」
＊（自然 事象への関心・意欲 ・態度）
＊（科学 的な思考）
＊（観察 ・実験の技能・表現 ）
＊（自然 事象についての知識 ・理解）

で以下 のように書く。

＝「〜してい る。」
…いずれ も，「〜できる」 という表現は用
いない 。児童・生徒の学 習状況の見取り。
→ 観点別 学習状 況

子どもの「学びの姿」で書く
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５ 単元の指導 計画
【作成 にあたっての留意 点】
＊ 学習内容（または 指導内容）と配当時 間だけの表記は「 指導計画」ではな い。
＊ 主に３・４を受け て，単元でどのよう な学習（指導）や 評価を行うのかを 示す。
→「３ ・４を受けて」とは ，
… 単元の評 価規準＋単元の とらえ方＋児 童・生徒の実態 をもとに，４（３ ）に記述し
たことを，単位時間 毎に分けて書く。
指導計画（・ ・時間扱い）→下の （ ）は必須でな い。
（段階）時間 主な学習 内容（活動） 指導 上の留意点・支援
１

①

＊

①時

②

③

評価規準

資料・準備物

④

間
…

例えば「６時 間扱い」なら， その６時間を 単位時間毎に分 ける。基本的には １時間毎と
なる が，指導内容によっ ては２〜３時間も あり得る。
②主な学習 内容・活動
… 単 位時間毎の学習内容 を「児童・生徒の 立場」で書く。「〜 する。」となる。
③指導上の 留意点・支援
… 単位時間毎 の目標（ねら い）を達成させ るために，児童・ 生徒の実態も踏ま え，指導に
あ たっての配慮 や工夫を具体的 に書く。予想 される児童・生 徒の反応を想定し て書くこと
も 可能。「 支援」 とは， 主とし て，つま づきを かかえ た児童 ・生徒へ の具体 的な配慮 （声
がけ ，資料の配付，賞賛 ）を書く。
＊学習内容（活動 ）との関係
下の 例のように，「主な 学習内容」と対応 する具体的なものと する。
▲「本 時のねらいを知る」（学習内容・活動）→「簡潔に 伝える」（指導上の留意点・支援）
○「本時の ねらいを知 る」（学習内容・活動） →「資料をも とに，活動への 意識を高めさ せる。」
④評価規準 （方法）
… ３で作成し た「単元の評価 規準」をもと に，観点別に単位 時間毎の具体的な 評価規準を
作成 する。 単位時間 毎の目標（ ねらい）との 整合性に留 意する。
（関心・意欲・ 態度）の例
◎小学校 ３学年の一例：単元 名「じしゃくにつ けよう」
＊単元の 評価規準
（ 例）：「磁石 にものを 近づけ たり引 きつけ られるも のと引 きつけ られな いものを 比較し，
その材質の違いに ついて考えること ができる。」
＊単位時 間の具体的な評価規 準
（ 例）：「磁石 の性質や 働きに よって 起こる 事象を体 感させ ること によっ て，子ど もの問題
意識を高め，さら に進んで調べよう とする。」
…評価の方法と は，その観点を ど のようにして評価 するか のための 手立て。
→一般的には，観察 ・発表・話し合い ・ワークシート・ノ ートなど。
効果的な机間指導 を心がけ，時中の 評価を重視したい。
しかも，ねらい打 ちで（今日はA君， B君，Cさん ，Dさ ん＜Eさん）

-2-

６ 本時の学習 指導（指導過程）
（１）題材名
（２）本時の目 標（ねらい）
＊（文末表 現）：「〜するよう にする。」とし，「〜させる」は使 わない。
（３）本時の指 導にあたって
＊４の（３ ）をより具体的に書 ければよい。
… 本時 は「〜 の目 標（ ねら い）」を達 成す るた めに ，「 〜の ような 手立 てで 指導 する 。そ
の 時に，〜 の場面 では〜 な資料 を提示し て（指 導上の 工夫・ 改善点を 中心に ），子ど もの
〜〜 を高め（身に付け） させたい。」とい う視点。
（４）指導過程 （あるいは学習過程 ）
＊基本的に ，以下の項目を設定 して書きたい。
［段階］ 主な 学習活動（内容） 指導 上の留意点・支援
評価規準と方 法
資 料 等
＊＊＊＊＊＊ ＊
（観点名・方法）
☆１時間あたり，
１〜２以 内に絞る。
（できれば，１つ ）

（５）支援を要 する児童・生徒への 補充的な指導←

個 に応 じた 指導

＊ ここに は，一般的 に「〜す ることができたか。」やＡ・ Ｂ・Ｃの判定基準を 表記するが，
（４）
の 評価規準は概ね「 Ｂ」判定を書いてい るので，「Ａ」は それ以上ととらえ たい。
よって ，基礎・ 基本の確 実な定 着の観点 から，「 Ｃ＝ 支援 を要す る」 児童 ・生徒 への具体
的 な指導の手立につ いても書きたい。
〈記入上のポ イントは〉
①主な内容 は・・？
本時 の「評価 規準」 をもと に，「 Ｃ」の児 童・生 徒を「 Ｂ」に 高めるた めの指 導の手立 て。
②指導場面 は？具体的には？→ 「いつ，どこで， 何を，どのように」
… いつ，どこで に ついては，指導中（ 授業中）もしくは 放課後となる。
（例えば ）
・「前 線の作りや記号につ いて理解し，寒冷 前線や温暖前線につ いて，理解してい ない」
↓
［授業 中］：実 験中は 級友の 考えを 自分と比 較しな がら聞 き，こ れをもと に自分 の考えを まと
めるように支援（ 助言）する。
［放課 後］：モ デル実 験によ り再確 認させ， 上昇気 流によ ってど のような 雲がで きるのか を図
解して補充指導を していく。
…〈留意点〉
本時の指導を繰 り返さない。同じ資 料を使わない！
同じ環境で補充 的な指導はしない。
☆『 十分満足する』児 童・生徒への指導は ？？
… その子 どもの 「よさを 生かし 伸ばす 」とい う視点か ら，全 体へ返 すことを 忘れない ！！
（６）板書計画
＊構造的な 板書：ポイントが明 解な板書…フラッ シュカード・色チョ ークの使用など
＊コンピュ ータを活用する場合 は，その配置など も示す。
＊ 思考力 ・判断力 を育てる ために…１００％ 視写するのが板書で はない！！！
７ その他
（１）『観察・ 実験の指導の重視』 の観点から…学習 活動（指導過程）の 工夫を。
（２）評価は授 業者の指導の工夫・ 改善に生かすとい う視点を忘れない。
…評価のための 評価に陥らないこと ，評価できる学習 活動（場面）の設 定が絶対条件
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