


 

 

この本について 

 理科で扱う様々な実験器具や薬品・・・。「楽しく学びのある授業」は、これらを正し

く取り扱うことの上に成り立っています。理科研究部は、子どもたちが生き生きと学ぶ姿

を思い描きながら、研修講座の講師として、市内の先生方へ授業で活用できる実践を発信

してきました。 

「わかりやすさ」をコンセプトに、４年間の取り組みをまとめたのが、この研究冊子「ひ

とめでわかる！理科」です。たくさんの「ひとめでわかる！」が詰まっています。 

  

ひとめでわかる！その１ 「学習ポイント早見表」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとめでわかる！その２ 「各領域フローチャート（系統図）」 

 

 

 

 

 

ひとめでわかる！その３ 「領域・関連学年・関連内容」 

 地球 

（地学） 

１年間の学習内容とポイントを

見開き１ページにまとめました。 

「この学年で押さえること」が

一目でわかります！ 

 関連するページがある場合は、

ページの案内も表示しました。 

 

※中学校については、全ての単元

名を載せていません。 

学習内容の系統性が一目でわ

かります！ 

小～中の学習の流れをつかむ

と授業の質もより向上します。 

関連する学年（黒丸表記） 

関連する単元名 

領域マーク 
エネルギー 

（物理） 

粒子 

（化学） 

生命 

（生物） 

タイトルに領域の分類や関連学年・単元名を記載し、学習内容をとらえやすくしました。 
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おわりに 

この本を発刊するにあたって研究員が大切にしてきたことがあります。 

一つは、「わかりやすさ」です。小学校から中学校の学習内容の系統図（フロー

チャート）では各領域を１ページずつにまとめ、一目で分かるようにしました。学

年学習ポイント表も、見開き１ページで一年間の学習をとらえやすくしています。

授業のアイデアとしてだけでなく、単元計画の中でしっかりと位置づけること、こ

の学年で押さえることは何かをつかむことが大切だと考えたからです。 

もう一つは、「歴代の研究員が残してくれた財産を活かしてきたこと」です。先

人に学びながらの取り組みが研究に深みを増したことは言うまでもありません。前

研究冊子の象徴である玉手箱や福袋から今の研究につながっていることが表紙のデ

ザインにも表われています。 

アイデアが欲しい時、授業計画をする時、薬品や実験器具の扱い方を確認したい

時など、この研究冊子が皆様のお役に立てれば幸いです。 
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