
平成30年度　理科　年間指導計画　第三学年 担当　袴田　祥太郎

関心・意欲・態度 科学的な的な思考・判断・表現 実験・観察の技能 知識・理解

4

・食塩水に電流が流れる理由について自
分なりの考えをまとめて発表できる。
・身近な水溶液の中から調べる水溶液を
決め，実験の計画を立てようとしている。

・実験の結果から，電流が流れる水溶液
と流れない水溶液があることを見いだし，
表などに分類して説明できる。
・それぞれの電極から出てきた物質の特
徴から，陰極から銅が，陽極から塩素が
発生したことを指摘できる。
・実験の結果から，塩化銅水溶液の中に
銅原子のもと，塩素原子のもとになるも
のが存在していることを指摘できる。
・塩化銅水溶液の中にある銅原子のもと
は＋の電気を帯びていて，塩素原子のも
とは−の電気を帯びていることを指摘でき
る。
・電解質の水溶液に電流が流れる理由を
イオンと関連づけて説明できる。また，砂
糖水を例に，非電解質の水溶液には電
流が流れない理由を説明できる。
・電解質の水溶液中のイオンを陽イオンと
陰イオンの割合に気をつけてモデルで表
すことができる。

・いろいろな水溶液に電圧を加え，電流
が流れたかどうかを調べ，そのとき起こっ
た変化もあわせて，正確に記録できる。
・塩化銅水溶液の電気分解の実験を行
い，陽極と陰極に発生した物質を調べる
ことができる。

・水溶液にとけていた物質を電解質と非
電解質に分類できる。
・塩酸は，塩素と水素が化合した塩化水
素の水溶液であることを説明できる。
・塩酸に電流が流れるときのようすをモデ
ルと関連づけて考え，説明できる。
・原子の構造について説明できる。
・原子は，ふつう全体として電気を帯びて
いない状態であることを，電子と陽子の
数から説明できる。
・イオンは，原子が電子を失ったり受け
とったりして電気を帯びたものであること
を，原子の構造から説明できる。
・陽イオンと陰イオンのちがいを説明で
き，イオンをイオン式を使って表すことが
できる。
・電離について説明できる。
・塩化ナトリウム，塩化銅，塩化水素の電
離のようすを，イオン式を使って表すこと
ができる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 質と非電解質に分類できる。

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・電池のしくみについて，興味・関心をも
つ。
・電流をとり出すことについて興味をもち，
実験の計画を立てようとする。
・モーターを速く回したり長い時間回した
りするためには，電池をどのようにくふうし
たらよいか，興味をもって考えている。
・身のまわりには，どのような電池が使わ
れているか興味をもち，進んで調べてい
る。

・実験の結果から，組み合わせる金属と
生じる電圧との関係を見いだすことがで
きる。
・どちらが＋極，−極になるかは，2 種類
の金属の組み合わせによって決まること
を指摘できる。
・気体の発生やアルミニウムはくがぼろ
ぼろになったことから，電池の内部では
化学変化が起こっていることを指摘でき
る。
・電池の中で起こる変化をイオンのモデル
を用いて図で説明できる。
・電極の表面積や電解質の水溶液の濃
度などが，電圧や電流などにあたえる影
響について指摘できる。

・水溶液や金属板の種類を変えて電流を
とり出すことができ，電圧や電極付近の
変化を正確に記録できる。

・身のまわりにある電池は，物質がもって
いる化学エネルギーを電気エネルギーに
変換していることを説明できる。
・電池の中では，電極の表面で電子の受
けわたしが起きていることをイオンのモデ
ルで説明できる。
・マンガン乾電池，鉛蓄電池，燃料電池
の特長や主な用途を説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

一

学

期

5

単元1　化学変化とイオン
　第２章　化学変化と電池

10

学

期
月 単元名

時

数
学習内容

評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

単元1　化学変化とイオン
　第1章　水溶液とイオン

10 ・水溶液に電流を流す実験を行い，水溶
液には電流が流れるものと流れないもの
とがあることを見いだすこと，電気分解の
実験の結果，電極に物質が生成すること
からイオンの存在を知ること，また，イオ
ンの生成が原子のなり立ちに関係するこ
とを知り，これらの事象は日常生活のな
かでも見られることに気づかせ，物質や
化学変化に対する興味・関心を高める。

電解質の水溶液と2 種類の金属などを用
いた実験を行い，電流がとり出せることを
見いだすとともに，化学エネルギーが電
気エネルギーに変換されることを理解さ
せ，日常生活や社会のなかで見られるこ
とに気づかせ，身のまわりの物質や事象
を新たな見方や考え方でとらえさせる。



平成30年度　理科　年間指導計画　第三学年 担当　袴田　祥太郎

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

一

学

期

・小学校6 年生で学習した酸性とアルカリ
性の水溶液の性質を説明できる。
・水溶液にしたとき，電離して水素イオン
を生じる化合物を酸，水酸化物イオンを生
じる化合物をアルカリということを理解し
ている。
・酸性とアルカリ性の強さを表すのにpH
が用いられることを説明できる。
・身のまわりの食品や製品のpHを説明で
きる。
・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和
をイオンのモデルを使って説明できる。
・中和と中性のちがいについて説明でき
る。
・酸の陰イオンとアルカリの陽イオンとが
結びついてできた物質が塩であることを
説明できる。
・塩には，水にとける塩と水にとけない塩
があることについて，例をあげて説明でき
る。

6

5

・体細胞分裂の過程について，染色体の
ようすに着目し，模式図を用いて説明でき
る。
・染色体と遺伝子，形質の関係につい
て，説明できる。・細胞分裂の順序につい
て，染色
体のようすや細胞の大きさなどの観点を
説明できる。
・根の先端に近い部分で細胞が分裂し，
その細胞自体が大きくなることで根が成
長することを理解している。
・植物と動物の細胞分裂が起こる場所を
具体的に説明できる。・生殖は，生命を受
けついでいくための重要なはたらきであ
ることを説明できる。
・植物の種子ができる過程について，模
式図などを用いて説明できる。
・植物の有性生殖とそのしくみについて，
花粉管や生殖細胞といった用語を用いて
説明できる。
・無性生殖による生物の増え方を理解
し，例をあげて説明できる。・多くの動物
が有性生殖であることを説明できる。
・有性生殖では，受精卵が細胞分裂をくり
返すことによって，からだの各部分がつく
られることを，説明できる。
・1 個の細胞の受精卵はどのように細胞
をふやしていくかを説明できる。
・減数分裂では，染色体が半分ずつ生殖
細胞に分配され，受精によって染色体数
がもとにもどることを説明できる。
・有性生殖と無性生殖の特徴や利点を説
明できる。

16単元２　生命の連続性
　第1章　生物の成長と生殖

体細胞分裂の観察を行い，その過程を確
かめるとともに，細胞の分裂を生物の成
長と関連づけてとらえる。また，身近な生
物の増え方を観察し，有性生殖と無性生
殖の特徴を見いだすとともに，生物が増
えていくときに親の形質が子に伝わること
を見いだす。

・生物の成長と子孫の残し方について，
これまでに学んだことをもとに，関心を
もって話し合っている。
・生物の成長と細胞の変化との関係に興
味・関心をもち，積極的に考えを発表して
いる。
・生物が成長するときの細胞の変化につ
いて，これまでの学習をもとに進んで発表
している。
・細胞分裂の過程に興味・関心をもち，集
中して細胞分裂の視聴覚教材を見てい
る。
・アサガオなど身近な植物を例にあげな
がら，植物の子孫の残し方を発表してい
る。
・花粉管がのびるようすを興味・関心を
もって観察している。
 ・動物の発生に興味・関心をもち，受精
卵の変化について，積極的に考えを発表
している。
・受精前後の染色体の数についての考え
を発表している。
・生殖細胞と染色体の関係についての意
見を発表している。

・細胞のようすを比較して，異なっている
点を指摘できる。
・根の各部の細胞のちがいから，根が成
長するとき，細胞がどのように変化するの
かを推論できる。
・細胞を比較し，核の中の染色体のようす
を言葉で表現できる。
・細胞分裂の過程の模式図と比較して，
スケッチした細胞が細胞分裂のどの段階
かを説明できる。
・分裂段階を，細胞分裂の順序に並びか
えることができる。
・細胞分裂の際の染色体の動きや，動物
と植物の細胞分裂のちがいを説明でき
る。
・子房の断面や柱頭についた花粉の写
真などから，花粉の中の精細胞がどのよ
うにして胚珠の中の卵細胞にたどり着く
のかを推論できる。
・種子をつくることで子をつくるくふうにつ
いて考察できる。
・卵からおたまじゃくしへ成長する過程の
写真を観察し，受精卵が幼生（おたまじゃ
くし）になるときの変化を指摘できる。
・親から子への染色体の受けつがれ方か
ら，有性生殖と無性生殖の特徴や利点を
考え，発表できる。

・タマネギの根ののび方を自分の言葉で
表現することができる。
・タマネギの根を適切に処理し，観察に適
したプレパラートを作成できる。
・顕微鏡を正しく操作しながら，細胞分裂
が行われている細胞を観察し，正確にス
ケッチできる。
・顕微鏡を正しく操作しながら，花粉管が
伸長するようすを観察し，時間を追って記
録できる。
・資料を読んで，イチゴの品種改良や栽
培に，どのように有性生殖と無性生殖が
活用されているのかをまとめることができ
る。

・塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の性質
を調べる実験の計画を立てることができ
る。
・実験の結果をもとに，酸性の水溶液や
アルカリ性の水溶液にはそれぞれどのよ
うな性質があるかを指摘できる。
・実験の結果をもとに，酸性の水溶液とア
ルカリ性の水溶液に共通する性質につい
て指摘できる。
・実験の結果から，酸性とアルカリ性の水
溶液に共通なイオンは，それぞれ水素イ
オンと水酸化物イオンであることを指摘で
きる。
・酸とアルカリの水溶液が電離するようす
を，電離式とモデルを使って説明できる。
・酸とアルカリを混ぜ合わせると，たがい
の性質を打ち消し合う中和の反応が起こ
ることを指摘できる。
・酸とアルカリの水溶液を混ぜると，水素
イオンと水酸化物イオンが結びつき，水
ができることをイオンのモデルを使って説
明できる。

・酸性の水溶液やアルカリ性の水溶液の
性質を調べる実験を安全に注意して行
い，実験の結果を正確に記録できる。
・塩酸または水酸化ナトリウム水溶液を
中央にしみこませた寒天に電圧を加え
て，指示薬の変化を調べて記録できる。
・こまごめピペットを正しく使って，少量の
液体をとることができる。

単元1　化学変化とイオン
　第３章　水溶液の性質

12 酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，
酸とアルカリのそれぞれの特性が水素イ
オンと水酸化物イオンによること，中和反
応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると
水と塩が生成することを理解させ，これら
は日常生活や社会で活用されていること
に気づかせ，物質に対する興味・関心を
高める。

・身近な水溶液に興味をもち，水溶液の
性質を調べている。
・酸やアルカリをふくむ身のまわりの製品
や食品について興味をもって考え，発表
している。
・身のまわりの水溶液のpH を，興味を
もって調べている。
・酸とアルカリの水溶液を混ぜ合わせる
と，どのような変化が起こるか，進んで調
べている。
・日常生活と中和との関連に興味をもち，
環境保全の視点から身のまわりの水溶
液や物質を考えている。
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・ゴールデンハムスターの毛色の遺伝の
規則性について，関心をもって話し合って
いる。
・遺伝子の組み合わせに関心をもって実
習にとり組んでいる。
・遺伝子やDNA に関する研究成果が活
用されている例を知り，ほかにどのような
事例があるのか，関心をもって調べようと
している。
・遺伝子やDNA の活用について関心を
もって調べ，発表している。

・子で現れなかった形質が，なぜ孫で現
れるのかという，遺伝の規則性に関する
問題を見いだすことができる。
・メンデルの実験の方法やその結果につ
いて，丸形，しわ形などの言葉を使いな
がら，子の形質などの特徴を言葉で表現
できる。
・メンデルの実験の方法やその結果につ
いて，丸形，しわ形などの言葉を使いな
がら，孫の形質などの特徴を言葉で表現
できる。
・実習の集計結果から，遺伝子の組み合
わせの比と，丸形としわ形が現れる回数
の比を導きだすことができる。
・実習の結果をまとめて考察を行い，レ
ポートを作成できる。
・両親の遺伝子から子と孫の遺伝子の組
み合わせを考えることができる。
・親子や兄弟でも特徴がちがうことについ
て，遺伝子と形質の観点から説明でき
る。
・例を参考に， 遺伝子やDNA の最新の
研究成果を調べ，まとめることができる。

・実習の結果を表に記録し，集計できる。
・AA，aa の親から，子，孫に形質が伝わ
るようすを，アルファベットの記号を用いな
がら説明し，形質が3 対1 で現れることを
図示できる。
・適切に資料を集め，写真やグラフを用い
て調べたことや自分の考えをまとめること
ができる。

・生殖細胞がつくられるときには，減数分
裂により染色体の数が半分になることを
説明できる。
・有性生殖の特徴について，卵細胞や精
細胞，受精といった用語を用いて説明で
きる。
・メンデルが行った実験を理解し，説明で
きる。・分離の法則，優性の形質，劣性の
形質について，例をあげて説明できる。
・親の形質が子に伝わるときの規則性
を，遺伝子のモデルで説明できる。
・子の形質が孫に伝わるときの規則性
を，遺伝子のモデルで説明できる。
・ゴールデンハムスターの毛色は茶と黒
が一定の割合で発現することを，遺伝子
の組み合わせと現れる形質ごとの個体
数の比を図示して説明できる。
・遺伝子に変化が起きて形質が変化する
ことがあることを理解している。
・遺伝子の本体がDNA であることを理解
している。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・さまざまな運動のようすと力の関係につ
いて，考えている。
・物体の運動のようすを調べる方法につ
いて，進んで考えようとする。
・物体の運動のようすを定量的に記録す
る方法に関心をもって実験を行ってい
る。・速さを表す方法に関心をもって説明
を聞いている。
・斜面を下る物体の運動と力との関係に
ついて考えている。・身近な物体で，運動
と逆向きに力がはたらく場合の物体の運
動のようすについて，関心をもって考えて
いる。
・実験1 での台車の運動のようすと物体
にはたらく力との関係について考えてい
る。

・写真を見ながら，運動している物体の，
速さや向きの変化について指摘できる。
・テープの打点間隔（東日本では5 打点，
西日本では6 打点）が0.1秒間に移動した
距離であることを説明できる。
・記録テープを引く速さが速いほど打点間
隔が広くなることを指摘できる。
・水平な面を走る台車の運動について，
基準点からの距離と時間との関係，台車
の速さと時間との関係を説明できる。
・物体に一定の力を加え続けると物体の
速さがだんだん速くなることを指摘でき
る。
・斜面を下る台車の速さが規則的に速く
なっていること，斜面の傾きが大きいほ
ど，台車にはたらく力や台車の速さの変
化が大きいことを，指摘できる。
・自由落下では，下向きに一定の力（重
力）がはたらき続けるため，速さが一定の
割合で変化することが指摘できる。
・台車を斜面上向きにおし上げたときの
台車にはたらく力の向きと速さの変化に
ついて，実験の結果やグラフを分析して
解釈し，考えを表現できる。
・摩擦力は日常生活のなかでどのように
利用されているか，物体の運動のようす
と関係づけて表現できる。
・実験の台車の運動のようすと物体には
たらく力との関係について，実験1 の結
果やグラフを分析して解釈し，自分の考
えを表現できる。

・運動している物体の位置を一定の時間
間隔ごとに，記録できる。
・記録タイマーを正しく操作することができ
る。
・水平な面を動く台車の運動についての
実験の結果を，表やグラフにまとめること
ができる。
・記録タイマーを用いて，斜面を下る台車
の運動を記録し，結果を表やグラフなどに
まとめることができる。
・記録タイマーを用いて，自由落下を記録
し，結果をグラフなどにまとめることができ
る。
・記録タイマーを用いて，物体の運動を記
録し，結果をグラフなどにまとめることが
できる。

・物体の運動を調べるには，運動の速さ
と向きの両方を知る必要があることを説
明できる。
・速さの定義や瞬間の速さ，平均の速さ
について説明できる。
・計算によって物体の速さを求めたり，単
位を換算したりできる。
・斜面を下る物体では，斜面下向きの力
が加わり続けることを説明できる。
・一定の力がはたらく物体の速さは，一
定の割合で変化することが説明できる。
・自由落下について説明できる。
・自由落下では，質量に関係なく，同じ速
さで落下することを説明できる。
・摩擦力によって，物体の運動の速さが
だんだんおそくなることを説明できる。
・運動している物体に力がはたらいてい
ない場合には，物体は等速直線運動する
ことを，説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・身近な物体にはたらく力について関心を
もって考えている。
・物体に2 つの異なる大きさの力が加わ
る場合，物体がどうなるか関心をもって考
えている。
・身のまわりで見られる合力や分力の例
について関心をもって考えている。
・アイススケート場でスケートぐつをはいた
人どうしが，一方が他方を引いたり，たが
いに引き合ったりしたとき，一方だけが動
かずに引くことができるかについて考えて
いる。
・水ロケットにはたらく力や水ロケットが飛
ぶしくみに関心をもって話し合っている。

・ゴムをある点までのばすとき，2本のば
ねばかりで力を加えた場合と，1 本のば
ねばかりで力を加えた場合との関係につ
いて，実験の結果を分析して解釈し，考
えを表現できる。
・坂道が急になるほど，斜面下向きの力
が大きくなり，斜面の下向きの力が大き
い方が速さの変化が大きくなることを指摘
できる。
・磁石を反発する向きで棒に通して質量を
はかったときの電子てんびんの値につい
て論理的に説明できる。
・物体を，物体にはたらく力の合力が0 の
場合と0 でない場合に分類し，その物体
にはたらく合力を示すことができる。
・水ロケットが飛ぶ理由について，今まで
の学習をもとに説明できる。

・2 本のばねばかりで加えた2 力を力の
矢印で記録し，2 本のばねばかりで加え
た力の
合力を図に示すことができる。
・重力を，斜面方向と斜面に垂直な方向
の2 力に分解することができる。
・水ロケットを安全に飛ばすことができる。

・力のつり合い，2 力のつり合いの条件，
静止している物体にはたらく力，垂直抗
力，動いている物体にはたらく力につい
て，説明できる。
・おもりをつるした2 本の輪ゴムの間の角
度を大きくしていくと，輪ゴムののびが大
きくなる
ことを指摘できる。
・2 力の合成や合力について説明でき
る。・力の分解，分力について説明でき
る。
・慣性，慣性の法則について説明できる。
・作用・反作用の法則について説明でき
る。
・いろいろな物体の運動を，運動のようす
の視点からまとめることができる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

一

学

期

二

学

期

9

10

7

単元２　生命の連続性
　第２章　遺伝の規則性と遺伝子

交配実験の結果などにもとづいて，親の
形質が子に伝わるときの規則性を見いだ
す。特に，染色体にある遺伝子を介して，
規則性をもって親から子に形質が伝えら
れることや，遺伝子の本体がDNA である
こと，これらに関する研究成果が日常生
活や社会のさまざまな分野で活用されて
いることについて認識を深める。

8

6 物体にはたらく2 力のつり合う条件や力
の合成・分解についての実験を行い，規
則性をとらえるとともに，物体に力がはた
らくときの運動とはたらかないときの運動
についての規則性や作用・反作用のはた
らきなど，日常生活のなかで目にする事
物・現象と関連づけて，力の規則性につ
いて科学的に思考する能力や態度を養
う。

単元３　運動とエネルギー
　第２章　力の規則性

単元３　運動とエネルギー
　第１章　物体のいろいろな運動

12 物体の運動のようすをくわしく観察し，運
動のようすを記録する方法を習得するとと
もに，物体の運動には速さと向きの要素
があること，物体にはたらく力と運動のよ
うすの規則性について日常生活と関連づ
けて物体の運動について科学的に思考
する能力や態度を養う。
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・物体のもつエネルギーに関心をもって説
明を聞いている。
・ジェットコースターやふりこの運動につい
て位置エネルギーや運動エネルギーの
変化に関心をもって考えている。
・ふりこを連結したおもちゃのもつ位置エ
ネルギーや運動エネルギーの変化につ
いて考えている。
・ボールをおす距離によって，ボールの速
さがちがうかどうかについて考えている。
・物体を斜面を使って引き上げる場合と直
接垂直に引き上げる場合とで仕事の大き
さが異なるかどうかについて関心をもって
考えている。
・仕事の原理についての身近な例に関心
をもって考えている。

・実験の結果やグラフを分析して解釈し，
エネルギーを大きくするものは何か，につ
いて考えを表現できる。
・物体の高さが高いほど，物体のもってい
るエネルギーが大きいことを指摘できる。
・高いビルの上から落ちてくるものは，や
わらかいものであっても危険な場合があ
るのはなぜか，について位置エネルギー
と関連づけて説明できる。
・位置エネルギーの変化と関連づけて，
ふりこの運動のようすを説明できる。
・ボールをパスするとき，同じ力でおした
場合，おす距離が長い方が速さが速くな
ることを指摘できる。
・小球のはじめの位置が高いほど，また，
小球の質量が大きいほど，木片に対して
した仕事が大きいことを説明できる。
・物体の力学的エネルギーの大きさは，
物体に対してした仕事で説明できること
を，指摘できる。
・実験の結果から道具を使った場合と使
わなかった場合を比較し，仕事の原理が
なり立っているか，考えを表現できる。

・実験を行い，小球の高さや小球の質
量，斜面の傾きと木片が動く距離との関
係について，結果を表やグラフなどにまと
めることができる。
・正しい操作で実験を行い，結果を表にま
とめることができる。

・物体がエネルギーをもっている状態につ
いて説明できる。
・物体のもっているエネルギーと物体の
速さや質量との関係，運動エネルギーに
ついて説明できる。
・位置エネルギーの特徴について説明で
きる。
・ふりこやジェットコースターの運動での位
置エネルギーや運動エネルギーの変化，
力学的エネルギー，力学的エネルギーの
保存について説明できる。
・仕事について説明できる。
・仕事と力と距離の関係，仕事の単位や
求め方について説明できる。
・仕事の考え方について説明できる。
・仕事や摩擦による熱について説明でき
る。
・仕事率について説明し，仕事率の公式
を使って仕事率を計算できる。
・仕事の原理について説明できる。
・動滑車や輪軸を使った仕事について説
明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

単元４　地球と宇宙
　第1章　宇宙の広がり

10 銀河系のようすや太陽系を構成している
惑星，その他の小天体のようすを知るこ
とで，宇宙の広がりに関心をもつ。また，
太陽の観察を行い，その観察記録や資
料にもとづいて太陽の特徴を見いだし，
恒星と惑星の特徴を理解するとともに，
惑星の公転と関連づけて太陽系の構造
をとらえる。

・宇宙の広がりについて，自分以外の宇
宙観にも関心をもって話し合っている。
・天体望遠鏡による太陽の観察に関心を
もってとり組んでいる。
・太陽系の惑星に関心をもち，図書や資
料，インターネットなどを使って調べてい
る。
・太陽系のモデル作成に参加している。

・太陽，恒星，銀河などの用語を使って宇
宙のつくりを表現できる。
・銀河系の内部から，見る方向によって
は，星々が帯状に見えることが推測でき
る。
・数日間をおいて観察した黒点のスケッチ
から，黒点の変化や移動のようすを言葉
で表現できる。
・太陽の黒点の移動や形の変化を指摘し
ながら，太陽の特徴を説明できる。
・太陽からのエネルギーと地球上の環境
や生物への影響などを考えることができ
る。
・太陽系の惑星の中から，例えば，火星
と木星をとり上げて類似点や相違点を大
気，重力，直径などの言葉を使って表現
できる。
・調べた内容をまとめ，地球と比較しなが
ら発表できる。
・太陽系の惑星の特徴と，生物が生存で
きる諸条件を，地球と比較しながら発表
できる。
・運動場やボールの大きさを例にあげな
がら，太陽系の広がりのようすをたとえて
説明できる。

・銀河の集まりやアンドロメダ銀河などの
写真を見て，これまでに学習したことを思
い出しながら特徴をまとめることができ
る。
・銀河系の大きさや広がり方，銀河の中
心から太陽系までの距離などを，光年を
使ってまとめることができる。
・天体望遠鏡のしくみやすえつけ方が説
明できるとともに，天体望遠鏡をとりあつ
かうことができる。
・天体望遠鏡を用いて，太陽の観測を行
うことができる。
・太陽の黒点のようすを記録できる。
・太陽系の個々の惑星の特徴を比較でき
るように，表にまとめることができる。
・太陽系の直径や，太陽から惑星などの
天体までの距離を縮尺に合わせ，モデル
をつくることができる。

・太陽は自ら光を出し，月は太陽の光が
反射して光っていることを指摘できる。
・太陽系をこえた宇宙の広がりを理解し，
宇宙には銀河をはじめ，さまざまな天体
が存在することを指摘できる。
・光年をkm に換算できる。
・太陽の特徴を説明できる。
・黒点の移動のようすからわかる太陽の
特徴について説明できる。
・惑星やその他の小天体もふくめて太陽
系の構造について説明できる。
・各惑星の特徴を数値化できる。
・太陽の大きさや太陽と地球までの距離
などを，具体的な数字を用いて説明でき
る。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・星の明るさや色のちがいを指摘してい
る。
・星座の名前をあげ，その星の並びを示
している。
・星座の1 日の動きを調べている。
・公転によって生じる現象に関心をもって
調べている。
・季節が生じる理由について関心をもち，
身のまわりの現象と関連づけて，調べて
いる。
・電球と発泡ポリスチレンの球の実験や，
光の当たる角度とあたたまり方の関係の
実験などから，地軸の傾きや光の当たり
方に関心をもち，昼夜の長さとの関係を
見いだそうとしている。

・地球の自転と1 日の時間の経過を関連
づけて説明できる。
・太陽の1 日の動きを予想できる。
・透明半球の記録をもとに太陽の動きの
規則性を見いだし，日の出，日の入り，南
中時刻を推測したり，太陽の1 日の動き
を透明半球上に表現したり，考察したりで
きる。
・星の1 日の動きについて予想できる。
・天球上の星が動く軌跡を透明半球上に
かくことができる。
・天球全体での天体の動きについて，視
点を地球の外に置き，透明半球を使って
考えることができる。
・夜間の同じ時刻に見える星座が，1 か
月ごとにずれていくことを話し合って，発
表できる。
・誕生月の星座が決まっているしくみにつ
いて，黄道と星座の動きと関連させて説
明できる。
・冬至と夏至の日の北半球での太陽高度
のちがいを，図を使って説明できる。
・北半球と南半球では，太陽の光が当た
る角度が変わることを，方位と合わせて
考えることができる。
・季節ごとの太陽高度のちがいや昼夜の
長さのちがいについて，地軸の傾きと関
連づけて考察できる。

・地球上の方位や自転の方向など
を説明できる。
・太陽の動きを観察できる。・太陽の1 日
の動きの特徴を観察の記録からまとめる
ことができる。
・観察の記録をもとに東西南北と天頂付
近の星の動きを透明半球に正しくはりつ
けることができる。
・モデル実験からの考察をまとめ，筋道を
立てて発表できる。
・星座の動きを予想し， コンピュータを使
い，星座のシミュレーションから確認でき
る。
・地球儀と電灯を使ったモデル実験で，太
陽高度や昼夜の長さのちがいを説明でき
る。
・太陽の光の当たる角度によって，温度
上昇がちがうことを実験によって確認でき
る。

・地球に太陽光が当たる部分と，地球の
自転との関係から時間を求めることがで
きる。
・北極側から見た図から，球面上の四方
位を表すことができる。
・星は北極点から南の地平線下の南極に
向けた仮想の地軸を中心にして，東から
西の方向に天球上を移動するように見え
ることを指摘できる。
・モデルを使って，1 年間の星座の移り変
わりと地球の公転運動との関連について
説明できる。
・天体の日周運動について，星や太陽の
動きと天球概念を用いて説明できる。
・北半球，南半球の季節のちがいについ
て地軸の傾きと公転運動を使って説明で
きる。
・地軸の傾きと，太陽の位置関係から季
節を特定できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

12

単元４　地球と宇宙
　第２章　地球の運動と天体の動き

11 星の明るさや天球，方位，時刻の表し
方，地球の自転について知り，天体の位
置関係を考察するための基盤とする。ま
た，太陽や天体の日周運動の観察を行
い，その観察の記録を地球の自転と関連
づけてとらえるとともに，四季の星座の移
り変わり，季節による昼夜の長さ，太陽高
度の変化などの観察を行い，その観察記
録を地球の公転や地軸の傾きと関連づけ
てとらえ，科学的な見方・考え方を習得す
る。

二

学

期

10

11

単元３　運動とエネルギー
　第３章　エネルギーと仕事

8 力学的な仕事の定義をもとに，エネル
ギーを位置エネルギーや運動エネルギー
として量的に扱うことができること，位置
エネルギーは運動エネルギーと相互に変
換されることなど，日常生活や社会と関
連づけて物体の運動とエネルギーについ
て科学的に思考する能力や態度を養う。
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・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・月の満ち欠けの写真から，球体である
月への太陽の光の当たり方と月の形の
変化に興味・関心をもって記録している。
・日食や月食などの現象に関心をもって
調べている。
・惑星の動きに関心をもって調べている。
・惑星の見え方がどのように変化するか
考えている。

・月の形と位置の変化から地球と月の位
置関係について考え，発表できる。
・日食のしくみを太陽，地球，月の位置関
係から，説明できる。
・日食であっても月と地球の微妙な距離
により，皆既日食や金環日食が起こるこ
とを説明できる。
・金星の見え方について，地球や金星の
公転運動と関連づけて考えることができ
る。
・恒星と惑星の見え方のちがいを，その
特徴にもとづいて考察できる。

・月の見え方について観察し、正確に記
録できる。
・太陽，地球，月の位置関係についてモ
デル実験を行うことができる。
・日食や月食が生じるときの太陽，地球，
月の位置関係について，モデルを使って
示すことができる。

・月が満ち欠けするのは，太陽，地球，月
の位置関係によって，太陽の光の当たる
面の，地球からの見え方が変わるためで
あることを説明できる。
・太陽，地球，月の位置関係の一例を図
示し，月の見え方を図で説明できる。
・モデル実験の結果から月の公転運動に
ついてまとめ，説明できる。
・惑星は，太陽の光を反射して光っている
ことや，内惑星，外惑星のちがいを説明
できる。
・地球からの内惑星の見え方について，
位置関係を示して説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・自然界における生物相互の関係や，自
然と人間のかかわり方について関心を
もって，説明を聞いたり考えたりしてい
る。
・分解者のはたらきについて疑問をもって
学習している。
・目的意識をもって実験にとり組んでい
る。
・微生物のはたらきを利用している事例を
調べ，発表している。

・植物，草食動物，肉食動物の数量的な
関係は，一時的な増減はあっても一定に
保たれることを図で説明できる。
・生態系における役割によって，生物を生
産者，消費者，分解者に分けることがで
きる。
・実験の結果をもとに，微生物のはたらき
について説明できる。
・炭素が自然界（生態系）を循環している
ことを指摘できる。

・実験の目的に留意しながら，実験の計
画，準備を行うことができる。
・実験に用いた液などを，じゅうぶん注意
して扱うことができる。

・生態系の概念を理解している。
・食物連鎖と食物網による生物どうしのつ
ながりについて，例をあげて説明できる。
・植物，草食動物，肉食動物を例にして，
生物の数量的な関係を説明できる。
・消費者のなかで分解者の役割をになう
生物の例をあげ，生態系内でのはたらき
について説明できる。
・菌類，細菌類などの微生物の例をあげ
ることができる。・落ち葉が混じった土の
中に，デンプンを分解する微生物が生息
することを説明できる。
・下水処理場や干潟での微生物のはたら
きを説明できる。
・生物は，それ以外の生物や非生物的環
境から影響を受けることを理解している。
・生態系は，生物とそれをとりまく環境を
ひとつのまとまりとしてとらえたものであ
ることを説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

単元６　自然と人間
　第２章　自然環境の調査と保全

5 身近な自然環境について調べ，人間の
活動などもふくめ様々な要因が自然界の
つり合いに影響していることを理解すると
ともに，自然環境を保全することの重要
性を認識する。

・身近な自然環境の調査について話し合
い，調査の計画に積極的にかかわってい
る。
・自然環境調査の重要性を，身近な自然
環境の調査の結果や資料をもとに説明し
ている。
・自然環境を保全することの重要性を，人
間の活動や外来種の影響をもとに説明し
ている。
・産業や経済活動を維持しつつ，自然環
境を保全していく社会のしくみづくりの必
要性を説明している。
・学んだ科学の知識や方法を活用して，
自分にできることを考え，発表している。

・話し合いをもとに，対象とする自然環境
がどのような特徴をもっているかを正しくと
らえるためには，環境調査を行うことが必
要であることを見いだすことができる。
・大気や水のよごれ具合の調査の結果か
ら，環境の評価を適切に行うことができ
る。
・学んだ科学の知識や方法を活用して，
自然と人間のかかわり方を発表できる。

・身近な自然環境の調査を計画できる。
・大気や水のよごれ具合について，科学
的な調査を行うことができる。
・調査の結果の記録や整理を行うことが
できる。
・海の水量の変化の写真資料を活用し
て，湖の減少するようすを記録できる。
・人間の活動により失われた自然をとりも
どす活動についてまとめることができる。

・自然環境とは，いわゆる大自然だけで
なく，小さな規模のものは身近にもいろい
ろと存在し，さまざまな生物がくらしている
空間であることを理解している。
・自然界のつり合いが，環境の変化や人
間の活動の影響を受けて常に変化を続
けている例を説明できる。
・地球温暖化の原因の1 つに，化石燃料
の大量消費による温室効果ガスの増加
があげられることと，地球温暖化の影響
について，説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

単元６　自然と人間
　第３章　自然の恵みと災害

5 自然がもたらす恵みと災害などについて
調べ，これらを多面的，総合的にとらえ
て，自然と人間のかかわり方について考
察する。特に，自然から受けるさまざまな
恵みと地域の自然災害や地球規模の自
然災害のようすを調べ，広く情報を収集し
てさまざまな視点から考察して，自然と人
間のかかわり方について適切に判断する
能力や態度を身につける。

・身近な地域の過去に起こった地震や津
波，火山活動などの影響を調べている。
・水や気候がもたらす恵みと災害につい
て関心をもって調べている。
・身近な地域の自然の恵みと過去に起
こった自然災害の影響について調べてい
る。
・前時に調べたことをまとめ，発表したり
話し合ったりして，理解を深めている。

・図を比較して火山や地震が集中してい
るところはプレートの境界であることを指
摘できる。
・日本列島や近海で起こる地震の特徴を
言葉でまとめることができる。
・火山がもたらす恵みと災害を多面的，総
合的にとらえて，自然と人間とのかかわ
り方を発表できる。
・水がもたらす恵みと災害を多面的，総合
的にとらえて，自然と人間とのかかわり
方を発表できる。
・自然の恵みと災害を多面的，総合的に
とらえて，自然と人間とのかかわり方を言
葉で表現できる。
・前時に調べたことをまとめ，発表したり
話し合ったりして，身近な地域の自然災
害に対する対応を指摘できる。

・地域の自然や自然災害について，博物
館や図書館へ行って資料を読んだりイン
ターネットで調べたり，地域の人に取材し
たりできる。

・地球規模でのプレートの動きを海嶺，海
溝と関連づけて説明できる。
・自然がもたらす恵みと災害について，例
をあげて説明できる。
・ハザードマップの目的と意義について例
をあげて説明できる。
・伊豆大島の例や，淀川の洪水などの例
を見て自然災害の状況を説明できる。
・自然災害に対する被害防止の方法を説
明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

12

単元４　地球と宇宙
　第２章　地球の運動と天体の動き

11 星の明るさや天球，方位，時刻の表し
方，地球の自転について知り，天体の位
置関係を考察するための基盤とする。ま
た，太陽や天体の日周運動の観察を行
い，その観察の記録を地球の自転と関連
づけてとらえるとともに，四季の星座の移
り変わり，季節による昼夜の長さ，太陽高
度の変化などの観察を行い，その観察記
録を地球の公転や地軸の傾きと関連づけ
てとらえ，科学的な見方・考え方を習得す
る。

単元４　地球と宇宙
　第３章　月と惑星の見え方

4 月の観察を行い，その観察の記録や資
料にもとづいて，月の公転と見え方を関
連づけてとらえる。また，日食と月食のし
くみを理解する。さらに，観測資料などを
もとに，惑星と恒星などの特徴を理解す
るとともに，惑星の見え方を太陽系の構
造と関連づけてとらえ，科学的な見方・考
え方を習得する。

1

単元６　自然と人間
　第1章　自然のなかの生物

6 植物，動物および微生物を栄養の面から
相互に関連づけてとらえるとともに，自然
界では，これらの生物がかかわりあいな
がら生息していることを見いだす。また，
生態系では，生物が生産者，消費者とし
て相互に関連しながら水，土，空気など
からなる非生物的環境とその他の生物と
ともにつり合いを保ちながら変化している
ことを理解する。
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・エネルギーが移り変わることについて，
関心をもって調べている。
・エネルギー変換の際に起こるエネル
ギー量の変化について，関心をもって調
べている。
・実験装置の中でエネルギーがどのよう
に変換されているかに関心をもって実験
にとり組んでいる。
・エネルギーの安定供給に関心をもって
実験にとり組んでいる。
・水力，火力，原子力の各発電方法につ
いて関心をもって調べている。
・再生可能なエネルギー資源について関
心をもって調べている。

・エネルギー変換の際に発生する熱エネ
ルギーを生活に利用するにはどうしたらよ
いか，科学的根拠と合わせて説明でき
る。
・エネルギー変換の実験をもとに，目的の
エネルギー以外にどんなエネルギーに
なって失われたか説明できる。
・エネルギーの減少を少なくするための対
策について，自分の考えた方法を説明で
きる。
・安定的にエネルギーを供給することは
容易ではないことを，手回し発電機の手
ごたえなどから説明できる。
・複数の発電方法が必要であることをエ
ネルギー資源や発電方法と関連づけて
説明できる。
・新しいエネルギー資源の長所と短所に
もとづいて，エネルギーを安定的に供給
するしくみを図などを使って説明できる。

・手回し発電機やプーリーつき発電機を
使ってエネルギーの変換を調べる回路を
つくり，発電の効率を計算で求めることが
できる。
・実験装置を組み立てて，実験することが
できる。
・回路につなぐ電球の数や発電機の数を
変えて，実験装置を組み立てることがで
きる

・エネルギーは他のエネルギーに移り変
わることができることを説明できる。
・3 つの熱の伝わり方を説明できる。
・エネルギー変換の際には熱のエネル
ギーが発生することを説明できる。
・エネルギー全体の量が，エネルギーの
移り変わりの前後で一定に保たれること
を説明できる。
・電気エネルギーは最も利用しやすい身
近なエネルギーであることを説明できる。
・水力，火力，原子力の各発電方法につ
いてしくみと長所，短所を説明できる。
・放射線の性質や利用方法について説明
できる。
・太陽光や風力，地熱，バイオマスなどの
再生可能エネルギー源の利点と課題を
説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

単元５　科学技術と人間
　第２章　科学技術の発展

5 情報・通信技術、動力源や交通技術、物
資資源とその利用を例に挙げ、科学技術
の進歩により日常生活が豊かで便利に
なったことと、その反面について理解す
る。探求的な学習から、今後、環境との
調和をはかりながら科学技術が発展し
て、持続可能な循環型社会の構築が達
成されて初めて、永久的な文明社会の土
台が実現することに気づくようにする。

・情報・通信技術の発展の過程に関心を
もち、意欲的に調べている。
・インターネットの危険性や問題点につい
て意欲的に調べている。
・動力源や交通技術の移り変わりや低公
害車に興味・関心をもち、意欲的に調べ
ている。
・物資資源に関心をもち、その変化を意
欲的に調べている。
・科学技術はわたしたちの生活とどのよう
な関係があるのか、意欲的に調べてい
る。
・限りあるエネルギーや、物資資源に関
心っをもち、その有効利用について意欲
的に調べている。

・さまざまな科学技術の進歩が、わたした
ちの生活のなかでどのように役立ってい
るか、また、環境に影響をあたえている
か、調べたことをもとに多面的にまとめる
ことができる。
・エネルギー資源や、物資資源の有効活
用について調べたことをもとに、循環型社
会の例を発表できる。

・情報・通信技術の発展の過程を説明で
きる。また、それによってどのような問題
が起きたか説明できる。
・動力源が産業革命に大きな役割を果た
したことを説明できる。
・動力源や交通手段の発展によって、ど
のようなことが起こったか、また、それに
よってどのような問題が起こったか説明で
きる。
・科学技術の進歩によってわたしたちの
生活が豊かになる半面、自然環境に悪
影響を及ぼしている面もある。この問題を
解決するために科学技術が必要であるこ
とを説明できる。
・ゴミ問題、リサイクル、循環型社会につ
いて説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

・自然環境保全の活動や環境保全技術
について関心をもって調べている。
・身近なとり組みを調べる課題に関心を
もってとり組んでいる。
・話し合いに進んで参加して，自分にもで
きることを具体的に考えている。

・環境保全の現状と課題について，中学
校の理科の学習内容と関連づけて指摘
できる。
・自然環境の保全と科学技術の利用のあ
り方について，言葉で表現して発表でき
る。
・太陽光発電や風力発電などの環境保全
技術の長所と短所を，これまでの学習と
関連づけて指摘できる。

・図書室の資料やインターネットなどを用
いて調べたり，聞きとりを行ったりして，正
確な情報を集めることができる。
・調査の結果，あいまいな部分や不確か
な部分があるときには再度調べるなどし
て，情報の正確性を高めることができる。

・持続可能な社会の構築に向けたとり組
みについて，例をあげて説明できる。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等
・提出物
・話し合い活動

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・発表の内容

・定期考査　・小テスト
・ワークシートの内容
・実験レポートの内容
・実験の観察

・定期考査
・小テスト
・問題集の内容

終章　地球とわたしたちの未来のために 4 第1 分野と第2 分野の学習を生かし，科
学技術の発展と人間生活とのかかわり
方，自然と人間とのかかわり方について
多面的，総合的にとらえさせ，自然環境
の保全と科学技術の利用のあり方につ
いて科学的に考察させ，持続可能な社会
をつくっていくことが重要であることを認識
させる。

三

学

期

単元５　科学技術と人間
　第１章　いろいろなエネルギー

8 エネルギーの変換や保存に関する観察・
実験を行い，観察・実験の結果と日常生
活のエネルギー利用とを関連づけ，エネ
ルギーを有効利用するためには効率の
向上が必要であることを見いだすように
する。また，エネルギー資源利用の現状
や新しい技術について各種の発電方法を
例にして知る。
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