理科 ３年 年間指導計画・評価計画
月

学習単元・内容・ねらい(時数)

1. 化学変化とイオン (27時間)

4 1章 水溶液とイオン

2章 化学変化と電池
3章 酸、アルカリとイオン
5 【単元の目標】
6

化学変化についての観察、実
験を通して、水溶液の電気伝導
性や中和反応について理解させ
るとともに、これらの事物・現
象をイオンのモデルと関連付け
てみる見方や考え方を養う。

2. 生命の連続性 (23時間)

6 1章 生物の成長と生殖

2章 遺伝の規則性と遺伝子

評価の観点
主な
評価規準
(重み％)
評価方法
関心・意
化学変化やイオンに関する現象に進んで 提出物
欲・態度 かかわり、それらを科学的に探究するとと 実験・観察
（25％） もに、事象を人間生活とのかかわりでみよ レポート
授業観察

うとする。

思考・
水溶液の伝導性や中和反応についてイオ 実験・観察
表現 ンのモデルと関連付けて化学反応について レポート
（25％） の事物・現象の中に問題を見いだし、目的 試 験
意識をもって観察、実験などを行い、事象 (定期・単
元・小）
や結果を分析して解釈し、表現している。
授業観察
技能
水溶液の伝導性や中和反応について観察 実験・観察
（25％） ･実験の基本操作を習得するとともに､観察 レポート
･実験の計画的な実施､結果の記録や整理な 試験(定期
ど、事象を科学的に探究する技能の基礎を ・単元・小
）
身に付けている。
授業観察
知識理解
観察や実験などのを通して、水溶液の伝 試験
（25％） 導性や中和反応に関する事物・現象につい (定期・単
てイオンのモデルと関連付け基本的な概念 元・小）
授業観察
関心・意
欲・態度
（25％）

7

【単元の目標】
身近な生物についての観察・実
験を通して、生物の成長とふえ
方、遺伝現象について理解させ
るとともに、生命の連続性につ
いての認識を深める。生物の成
長や生殖を細胞レベルでとらえ
られるとともに、細胞分裂のよ
うすや,植物、動物の生殖、親か
ら子に形質が伝わるしくみにつ
いて学習することにより、生命
の連続性が保たれることについ
て理解し、生命を尊重する態度
を育てる。

3 運動とエネルギー

(31時間)

9 1章 物体のいろいろな運動

2章 力の規則性
10 3章 エネルギーと仕事

思考・
表現
（25％）

技能
身近な生物についての成長と増え方、遺
（25％） 伝現象や生命の連続性に関する観察、実験

知識理解
（25％）

関心・意
欲・態度
（25％）

思考・
表現
（25％）
力や物体の運動についての観察・
実験を行い、力の基本的な性質を理
解して運動の規則性に気づくととも
に、力学的エネルギーにかかわる実

【単元の目標】

や原理・法則を理解し、知識を身につけて
いる。
身近な生物についての成長と増え方、遺
伝現象や生命の連続性について進んでかか
わり、それらを科学的に探求するともに生
命を尊重し自然環境の保全に寄与しようと
する。
身近な生物についての成長と増え方、遺
伝現象や生命の連続性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
い、事象や結果を分析して解釈し、表現し
ている。

の基本操作を習得するとともに、観察、実
験の計画的な実施、結果の記録や整理など
、事象を科学的に探求する技能を身につけ
る。
観察や実験などを通して、身近な生物に
ついての成長と増え方、遺伝現象や生命の
連続性に関する基本的な概念や原理、法則
を理解し、知識を身につけている。
電気に関する事物・現象に進んでかかわ
り、それらを科学的に探究するとともに、
事象を人間生活とのかかわりでみようとす
る。
電流と電圧との関係、電流の働きや電流
と磁界に関する事物・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
を行い、事象や結果を分析して解釈し、表
現している。

提出物
実験・観察
レポート
授業観察
実験・観察
レポート
試験
(定期・単
元・小）
授業観察
実験・観察
レポート
試験(定期
・単元・小
）
授業観察
試験
(定期・単
元・小）
授業観察
提出物
実験・観察
レポート
授業観察
実験・観察
レポート
試験
(定期・単
元・小）
授業観察

験を行い、仕事の概念を導入してエ 技能
ネルギーの移り変わりと保存につい （25％）
て理解し、日常生活や社会と関連づ
けながら、運動とエネルギーの見方
や考え方を養い、エネルギーの有効
利用について科学的に考察し判断で
きるようにする。
知識理解
（25％）

実験・観察
レポート
試験(定期
・単元・小
）
授業観察
観察や実験などのを通して、電流と電圧 試験
との関係、電流の働きや電流と磁界につい (定期・単
ての基本的な概念や原理・法則を理解し、知識を 元・小）
授業観察

電流回路や電流と磁界に関する事物・現
象についての観察、実験の基本操作を習得
するとともに、観察、実験の計画的な実施
、結果の記録や整理など、事象を科学的に
探究する技能の基礎を身に付けている。

身につけている。
4. 地球と宇宙

10 1章 宇宙の広がり

(26時間)

2章 地球の運動と天体の動き
11 3章 月と惑星の見え方

関心・意
宇宙に関しての事物･現象に進んでかか 提出物
欲・態度 わり、それらを科学的に探求するともに、 実験・観察
（25％） 生命を尊重し、自然環境の保全に寄与しよ レポート
授業観察

うとする。

思考・
天体の運動、太陽系の天体の運動と見方 実験・観察
表現
や太陽系の天体や恒星などの事物・事象の レポート
【単元の目標】
12 身近な天体の観察を通して、地球の （25％） 中に問題を見いだし、目的意識をもって観 試 験
察、実験などを行い、事象や結果を分析し (定期・単
運動について考察するとともに、太陽
元・小）
て解釈し、表現している。
や惑星の特徴及び月の運動と見え方を
授業観察
理解し、太陽系や恒星など宇宙につい 技能
身近な天体に関する観察、実験の基本操 実験・観察
ての認識を深め、天体及び宇宙への興 （25％）
作を習得するとともに、観察、実験の計画 レポート
味・関心を高める。
的な実施、結果の記録や整理など、事象を 試験(定期
・単元・小
科学的に探求する技能を身につける。
）
授業観察
知識理解
観察や実験などを通して、天体の運動、 試験
（25％） 太陽系の天体の運動と見方や太陽系の天体 (定期・単
や恒星・宇宙などの事物・事象に関する基 元・小）
授業観察

本的な概念や原理、法則を理解し、知識を
身につけている。
関心・意
自然界における生物相互の関係や自然界
1 5 地球と私たちの未来のために
欲・態度 のつりあいについて進んでかかわり、それ
(33 時間) （25％） らを科学的に探求するともに、生命を尊重
し、自然環境の保全に寄与しようとする。
1章 自然のなかの生物
エネルギー、科学技術の発展、自然環境
2章 自然環境の調査と保全
の保全と科学技術の利用に関する事物・現
3章 自然の恵みと災害
象に進んでかかわり、それらを科学的に探
4章 科学技術と人間
終章 持続可能な社会をつくるため
求するとともに、自然環境の保全と科学技
に
術の在り方について科学的に考察しようと
する。
【単元の目標】
エネルギーの資源の有効利用の重 思考・
要性や、科学技術の発展の過程や科
表現
学技術が人間生活に貢献してきたこ （25％）
との認識を深めるとともに、自然界
における生物相互の関係や自然界の
つり合いについて理解させ、自然の
恵みと災害をとりあげ、自然と人間
のかかわり方について認識を深めさ
せ、自然環境の保全と科学技術の利
用のあり方について、科学的に考察
し、適切に判断する態度を養う。

提出物
実験・観察
レポート
授業観察

自然界における生物相互の関係や自然界 実験・観察
のつりあいについて観察、実験の基本操作 レポート
を習得するとともに、観察、実験の計画的な実施、結 試 験
果の記録や整理など、事象を科学的に探求する技能を身 (定期・単
元・小）
につけている。
授業観察
エネルギー、科学技術の発展、自然環境
の保全と科学技術の利用に関する事物・現
象の中に問題を見出し、目的意識をもって
観察、実験などを行い、事象や結果を分析
して解釈し、自らの考えを表現している。

技能
エネルギー、科学技術の発展、自然環境 実験・観察
（25％） の保全と科学技術の利用に関する観察・実 レポート
験・調査などを行い、観察、実験などを行 試験(定期
い、観察・実験などの計画的な実施、結果 ・単元・小
）
の記録や整理など、事象を科学的に探求す
授業観察

る技能の基礎を身につけている。自然界に
おける生物相互の関係や自然界のつりあい
について観察、実験の基本操作を習得する
とともに、観察、実験の計画的な実施、結果の記録や整
理など、事象を科学的に探求する技能を身につけている
。
知識理解
観察、実験、調査などを行い、エネルギ 試験
（25％） ー、科学技術の発展、自然環境の保全と科 (定期・単
学技術の利用に関する事物・現象について 元・小）
の基本的な概念や原理・法則を理解し、エ 授業観察
ネルギー資源の利用や科学技術の発展と人
間生活とのかわりについて認識している。
観察や実験などを通して、自然界における
生物相互の関係や自然界のつりあいや自然と人間との
関わりに関する基本的な概念や原理、法則を理解し、知
識を身につけている。

