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理科の指導案作成について(まずは、まねて練習・基本型を知る) 

 教育実習で指導案を作成する際、実際に参観しているクラスの子どもたちの様子をみながら、授業の中での必要な指導を

加えていきます。講義の中でも述べたように、本来、学校教育の中では、教科書の知識的な内容を伝達することだけが目的

だけでなく、知識の伝達は当たり前で、それ以外に能力の育成や、人間関係など、さまざまな指導ができるように授業を仕

組んでいきます。 

 指導案は「細案」と「略案」があり、「略案」は授業を行う１時間分の指導案(例：本時の目標・本時について・指導の流

れ・評価)のみを書くのに対し、「細案」は、単元全体の流れや、単元全体でどのようなことを身につけたいのかなど、単元

全体のことと、本時のこと、両方を書くことになります。 

 今回は、事前に配布された「教育実習の手引き(小学校編)」を見本に解説する。 

※学校によって書き方は全く違います。書き方に関してはその都度、指導教員などの指示を受けること。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

1.単元名 

教科書に書かれているも

のを書く。 

※教科書会社によって若干

異なる。 

2.単元の目標 

「小学校学習指導要領解

説理科編」の該当単元の「目

標」や「内容」の該当単元

の四角で囲まれた部分の下

を参考にして書く。 

「小学校学習指導要領解説理科編」 

https://www.mext.go.jp/compon

ent/a_menu/education/micro_detai

l/__icsFiles/afieldfile/2019/03/

18/1387017_005_1.pdf 3.単元について 

左の見本の場合、第１段落

では「学習する内容」、第２

段落では「本単元を通して何

を育成したいのか」を書いて

いる(指導要領解説、教師用

指導書を参考にすると良

い。) 

※左はあくまで一例であり、

ここでは、他の学年の単元と

どのように繋がってきて、今

回の単元があるのかというこ

とや、子どもの実態と関係づ

けて、育成したい内容を書い

たりする。 

 いずれにせよ、単に該当単

元での学習内容を書くだけで

はなく、学習内容から何を育

成したいのかという、指導者

の思いを書くことが重要であ

る。 

資料の見方 

☆項目 

・よくあるミス(誤答率/％) 

(前年度の理科概説の調査より) 

・表記上のミス（誤字、脱字の

有無、科学用語の使用方法、

書式の統一、フォントの使

い分け方、改行）を確認す

る。(84％) 

4.児童について 

ここの部分は、実際に授業

を担当する子どもの様子を書

き、日頃の課題を示す。その

課題に対して、本時ではどの

ような方法で、その課題に挑

むのかについて、授業者の思

いを書く。左の分量は比較的

少ない方。 
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5.指導計画 

見本の場合、「水溶液の性

質」という単元では、学習内容

で３つに分けている。これを

「『次』ごとに分ける」と言う。

本単元は、１６時間扱いだが、

「ここの部分をもう少し手厚

く指導したい」と考えるなら

ば、授業の時間を多少増減す

ることは可能である。 

(例) 

・単元全体を 16→17 に変

更。 

・16 時間の中で時間の使

い方を変える。 

単元全体の指導計画は将来

的には自分で考えて書けばい

いが、まだ、実際に子どもたち

の指導をしていない現状で

は、「教師用指導書」を参考に

して、とりあえず写しておく

だけで良い。 

教科書会社の「令和 2 年度 年間

指導計画作成資料」も参照できる 

https://ten.tokyo-

shoseki.co.jp/text/shou/list/k

eikaku.html 

 

(１)目標 

授業をする本時の目標を書

く。どのようにして１時間ごと

の目標を設定しているのかは、

教師用指導書が参考になる。 

２つの評価観点があったと

しても、１文になるようにす

る。 

(参考)「問題解決の過程」について 

1. 自然事象への働きかけ：関心や意欲をもって対象とかかわることによる問題発見とそれ以降の学習活動の基盤を構築する。 

2. 問題の把握・設定：対象となる自然の事物・現象から問題意識を醸成するように、意図的な活躍を工夫する。 

3. 予想・仮説の設定：問題に対する児童の考えを顕在化する。 

4. 検証計画の立案：予想や仮説を自然の事物・現象で検討するための手続き・手段となる。 

5. 実験・観察：問題解決の中核である。児童による意図的・目的的な活動である。 

6. 結果の整理：実験の装置や状況に依存しない妥当な実験結果を出す。一定の観点を基にした妥当性を検討する。 

7. 考察：観察、実験の結果を吟味する。予想や仮説の妥当性を検討する。 

8. 結論の導出：児童による問題解決を通した科学的な見方や考え方を養う。 

☆目標 

・具体的に簡潔に書く。(16％) 

・子どもの視点で書く。(7％)  

・評価や主発問等に対応させる。 

(19％) 

5．本時の場所 

本時の授業が指導計画内

のどこに該当するかを、示し

ておく。 

☆学習活動(展開について) 

・子どもが学習する内容なの 

で、（語尾を）子ども視点の文章にする。(16％) 

・大きく学習指導要領から逸脱した内容にしない。(3％) 

・常に教師主導の授業にせず、子ども主体の授業を作るように

心がける。(27％) 

指導上の留意点 

ここでは、指導上の留意点

だけでなく、安全上の留意点、

教材を使用する上での工夫や

注意すべき点など、様々なこ

とを書いてかまわない。 

自分の現段階でどの程度授

業を行うに当たって配慮でき

るか、気づくだけたくさん書

いてみるとよい。 

※「３.結果と考察」の指導 

結果と考察を行う場合、結

果と考察が混同しないように

配慮し、的確に指導する必要

がある。 
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(２)展開 

問題解決過程に沿って、授業

を行う。 

１時間で、全ての問題解決過

程を終わらせることができる

授業は、それほど多くない。そ

のため、例えば、「本時は、次の

時間に実験をするための問題

意識をもたせることを目標に

しよう」とか、「本時は、実験の

結果をまとめて考察すること

を目標にしよう」とか、問題解

決過程の一部を、本時の指導案

として書くこともある。 

学習活動 

「１.問題把握」「２.実験・

観察」「３.結果と考察」の 3つ

に分けて書かれている。 

 授業の展開に関しては、本

来は教師が考えて書くべきこ

とであるため、教師用指導書

の丸写しみたいなことはあり

えない。しかしながら、現段

階では教師用指導書を参考に

しながら、自分なりの「こだ

わり」を入れていってかまわ

ない。 

※問題（主発問） 

四角で囲まれている部分は、

「問題」（「主発問」）といい、

授業全体を左右する重要な発

問になる。この言葉はしっかり

考えたい。(48％) 

例年、「問題」が「本時の目

標」や「授業の流れ(特に授業

が始まり主発問までの流れ)」

に対応していないことが多い

ので注意する。(26％) 

 

※問題は子どもの疑問なので、

「～だろうか。」「～なのか

な。」と、疑問形にすること。 

×「～しよう。」、 

×「～なのでしょうか。」 

学習活動(Ｔ/Ｃの使い方) 

Ｔ(教師の発言)・Ｃ(子ども

の予想される発言)を使うこと

で、授業の流れをはっきりとす

ることができる。(台本のよう

に必要以上に多く書くこと

(6％)や、全くＴ・Ｃを使わな

いのは好ましくない。(20％)) 

C が少ない人がいるので注

意。 

☆自然事象に対する気づき 

・問題把握(授業の導入部分である)を

書かないという人が多い。(22％) 

・問題把握(導入)は子どもを授業に引

き寄せる重要な時間である。さらに、

主発問に繋がるようにじっくり考え

て書いてほしい。(21％) 

＊展開に無理（飛躍）がないように、

「問題」につなげる。 

☆学習活動(導入のしか

た) 

・本時の学習活動を書き

始めるに当たって、こ

れまでの日常生活の経

験があるなら、導入に

活用する。(4％) 

☆指導上の留意点 

・教師が実際に行うことなの

で、教師視点の文章にする。 

・空欄が多くならないように

（見本程度なら OK）。留意

点が足りない、具体性に欠

けるとなると、授業の中で

教師のすべきことが非常に

少なく、浅いと、思われが

ちになる。(36％) 

☆学習活動＋指導上の留意点 

・本時の展開は授業を文字化

したものである。そのた

め、学習活動と指導上の留

意点等は時系列に合わせて

（横もそろえて）記入して

いかなければならない。

(51％) 
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(３)評価 

新学習指導要領では、３つ

の観点があり（「知識・技能」

「思考・判断・表現」「主体的

に学習に取り組む態度」）、本

時では何の観点を評価するか

を選んで書く。 

 右の例のように、一般的に

は１つ書く。各評価の観点も、

「思考・・判断・表現」や「知

識・理解」が書かれることが多

く、「主体的に学習に取り組む

態度」だけを評価し、目標にす

る授業はない。 

 「学習指導要領解説」、「教師

用指導書」を参考にする。 

☆学習活動 

(次時へのつながり) 

・もし、指導計画上で次回の

授業に繋がる内容を残し、

授業を終えるのなら、次回

に繋がる要素を、最後に書

き加えておく必要がある。 

☆(３)評価 

・評価は、本時の目標、内容

と必ず一致させること（目

標に対する評価）。(18％) 

・評価は具体的に書く。(4％) 

・評価観点を３個書く。 

※1 時間の授業の中のどの場

面で評価をすべきなのか確

認すること。最後に、書き終

わったら、もう一度目標と評

価を見比べてほしい。 

重要「理科の指導案作成時の陥りやすいミス一覧」 

 指導案の書き方について、以下にも留意すること。 

【表記について】 

・「追究」ではなく「追求」になっている。 →小学校理科では、「追究」を使うのが一般的。 

・見本と表記が違う。   →練習なのだから、まず、見本に合った形で書く。ネットの丸コピーは×。 

 

☆「◇」部分の評価の書き方 

・「（３）評価」と同じ文言を書

く。 

＊（３）の評価を展開のどの位

置で行うか示すというもの

なので。 

指導案作成説明動画はこちら 國學院大學寺本貴啓研究室 


