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生物の観察

Ⅰ 身近な素材を使って，水中の微小な生物を確実に観察することができる観察

・実験例

１ 観察・実験のあらまし

水中の微小な生物の観察は，生徒にとって興味・関心の高いところである。しかし，実際に行っ

てみると，顕微鏡操作が不慣れでピントを合わせることができなかったり，生物がいなかったりな

ど、観察できないことがある。そこで，どう行っていけば確実に水中の微小な生物を観察できるか

考えていく。

２ 準備するもの

（１）器具 （１グループで１つずつ。スライドガラス・カバーガラ

スは１人１つずつ。）

・顕微鏡

・ビーカー

・こまごめピペット

・ピンセット

・歯ブラシ

・シャーレ

・スライドガラス

・カバーガラス

・ろ紙

（２）材料・試薬等

・池，溝，田，水槽などの落ち葉，土などを含む水

田の水 溝の水 水槽に付着していたもの

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

前時までに，顕微鏡の操作について十分に学習しておく。水中の微小な生物の観察は，何もいな

ければ透明な水にピントを合わせるようなものなので，まずは既成のプレパラートなどを活用し，

練習しておく必要がある。反射鏡やしぼりを使った明るさの調整の仕方，ピントが合ったときの対

物レンズとプレパラートの距離は理解させておきたい。（対物レンズが１０倍のときは１ｃｍ程度，

４０倍のときは１ｍｍ足らず。）また，低倍率でピントが合っていれば，そのままレボルバーを回

して対物レンズを高倍率に変えても，ピントはほぼあった状態にあることも確認させておきたい。
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４ 観察・実験の手順・様子

（１）試料の集め方

池，溝，田，水槽などの校内や生徒の身近な場所で，水草，石，腐葉，泥なども一緒に水をと

る。具体的には次の通り。ただし，池や川などの危険区域には入らないこと，田は所有者に許可

をもらうことなどを事前に指導しておかなければならない。

ア 水中の枯れ葉や水草をとる。

イ こまごめピペットで底の綿のようなものをとる。

ウ 水面に近い表層部分で，プランクトンネットまたは金

魚をすくうときに使う目の細かい網で水を何回もすく

い，とったものをビーカーの水の中に集める。

エ 石やくいなどに付着しているものを歯ブラシでこすっ

て集める。

オ 水槽のガラスの内側に付着したものを，スライドガ

ラスなどでこすりとる。

水槽に付着したものを取る様子

（２）観察・実験の手順

ア プレパラートの作成

（ア）スライドガラスに試料を１滴のせる。その際，小さな植物片など肉眼で見えるものが入って

いると，顕微鏡でピントを合わせやすくなる。また，ミジンコなど大きなものを観察するとき

はホールスライドガラス（真ん中がへこんだスライドガラス）を使うとつぶれずに観察できる。

ない場合は穴を開けたビニールテープをスライドガラスに貼って使うとよい。

ホールスライドガラス 穴を開けたビニールテープを貼ったもの

（イ）空気の泡が中にできないように，片方からゆっくりとカバーガラスをかける。

（ウ）はみ出した液は，ろ紙で吸いとる。

イ 顕微鏡での観察

（ア）明るさを調節する。

反射鏡の角度としぼりを調整して，視野全体が一様にもっとも明るくなるようにする。

（イ）プレパラートを近づける。

プレパラートをステージの上にのせ，プレパラートをできるだけ対物レンズに近づける。

（ウ）ピントを合わせる。

調節ねじを（イ）の操作と逆に回して，対物レンズとプレパラートを離していき，ピントが合

ったら止める。

（エ）しぼりを変える。

ものがいちばんよく見えるように，しぼりを変えてみる。

（オ）高倍率にする。

倍率を高くする場合は，見るものが視野の中央にくるようにしてからレボルバーを回す。

視野全体が暗くなるので光の強さを調節する（しぼり，反射鏡）。

つくりや形などをくわしく観察するために，微調節ねじなどを使いピントの微調整を行う。

（カ）微小な生物をスケッチしたり，写真をとったりして記録し，色や動きなどの特徴をまとめる。
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（３）観察の様子

水槽 溝 田

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

５０分という時間は，あっという間に過ぎてしまう。授業終了５分前に顕微鏡の片付けをうなが

しても，チャイムが鳴るまで顕微鏡をのぞきこんでいる生徒も多い。希望する生徒には，放課後な

どにもう一度検鏡の機会を与えてあげたい。また，自分たちが見たものをデジタルカメラなどを利

用して記録し，大型テレビなどにつないで拡大して見てみると，観察，記録した生徒たちの自信や

意欲につながっていくと思われる。そして，１滴の水の中に多くの生物が存在することから，地球

上には至る所に目に見えない生物が存在することに気づかせ，生物の世界の広さを確認したい。

観察終了後の片付けについてもきちんと指導しておきたい。中学に入って初めての顕微鏡観察，

基本的な片付け方をしっかり確認しておく必要がある。万一破損してしまったスライドガラスやカ

バーガラスの処分（ガラスを流しに放置しない），ステージがぬれていないか，レンズが汚れてい

ないかなどを点検させ，汚れなどはできるだけきれいにして返す習慣をつけておきたい。

６ 器具の扱い方等

（１）指導面

顕微鏡は小学校で使っていたが，もう一度基本から指導しておくことが大切である。顕微鏡の

各部の名称をしっかりと覚えさせ，指示が理解しやすいようにすること，視野の明るさの調節，

ピントの合わせ方（絶対に接眼レンズをのぞきながら，プレパラートと対物レンズを近づけない），

見たいものを視野の中央に持ってくるにはプレパラートをどの向きに動かせばよいか（視野の中

は上下左右が逆さま），レボルバーを回して対物レンズを変えてもほぼピントはあっていること，

倍率の出し方など，観察前に十分に理解させておきたい。

（２）安全面

池などから試料を取るときには十分に注意させたい。立ち入り禁止区域に入ったり，無理をし

て足を滑らし池に落ちたりしないよう気をつけさせたい。また，スライドガラスやカバーガラス

の扱いにも注意させたい。割れてしまったときや割れなくてもプレパラートを洗うときにカバー

ガラスをそのまま流しに流してしまったり，机の上に放置してしまったりすると，その後その場

所を使う者が，けがをしてしまうことがあるので，しっかり数えて返却させる習慣をつけさせた

い。（割ってしまったときは報告することを約束に入れる。）

（３）その他

光源つきの顕微鏡があれば，天候や場所に左右されず，観察できる。
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Ⅱ 指導の例

１ 単元名 生物の観察

２ 単元のねらい

身近な生物を観察し，生物に対する興味・関心を高め，生物に関する学習の導入とする。いろい

ろな生物が環境とかかわりをもちながら，様々な場所に住んでいることに気づかせる。また，ルー

ペ，双眼実体顕微鏡，顕微鏡などの観察器具の適切な扱い方，スケッチの仕方やレポートの書き方

などの観察記録の取り方などを身に付けさせることがねらいである。

３ 指導計画（全６時間）

校庭や学校周辺の生物の観察（２時間）

いろいろな植物と生えている場所の特徴を調べよう（２時間）

水中の微小な生物を観察しよう（２時間，本時２／２）

４ 学習問題

水中の微小な生物を観察しよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・水中にいる微小な生物に関心を持ち，水中の微小な生物を拡大して観察しようとする。

（関心・意欲・態度）

・水中の微な小生物のプレパラートをつくり，顕微鏡を正しく操作して観察することができる。

（観察・実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 顕微鏡の使い方を復習する。 ・顕微鏡の扱い方をもう一度確認し，スムーズ

・各部分の名称 に観察できるようにする。ただし，観察の時

・視野の明るさ調節の仕方 間を多くとりたいのでできるだけ短い時間で

・ピントの合わせ方など 行う。

水中の微小な生物を観察しよう。

２ 水中にはどのような微小な生物がいるか考 ・どんな生物がいるのか考えさせ，よく観察さ

える。 れる微小な生物の映像を見せて具体的にイメ

・自分の知っている生物名を発表する。 ージを持たせ，関心を高めるとともに，微小

・資料を見て，どのような生物がいるか確認 な生物を見つけやすくする。

する。
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３ プレパラートのつくり方の説明を聞く。 ・ピンセットを使って，空気の泡が入らないよ

うていねいにカバーガラスをかけさせる。

４ 水中の微小な生物の観察をする。

①プレパラートを作成する。 ・事前に生徒に，身近な場所で試料を採集させ，

②顕微鏡を使って観察する。 持参させる。

③資料を使い名前を調べ，スケッチなどで記

録する。 ※プレパラートをつくり，正しく顕微鏡操作を

④顕微鏡の片付け，器具の洗浄・整理をする。 している。 （観察・実験の技能）

※積極的に観察に取り組んでいる。

（関心・意欲・態度）

５ 観察できた微小な生物を発表する。

６ まとめる。

身近な水中には，いろいろな微小な生物が生活しており，それぞれ，色や形，動きなど様々

な特徴を持っている。

Ⅲ よりよい観察・実験にするためには

１ 生徒・教師の失敗例

（１）顕微鏡のピントを合わせることができない。

＜対処法＞

・まず，プレパラートをつくる際，小さな植物片など，肉眼で見えるものを入れるとよい。それに

より，顕微鏡のステージにプレパラートを置くとき，視野の中央に置く目安になり，ピントを合

わせるときもその小片に合わせればよい。そして何より微小な生物はその小片のまわりにいるこ

とが多い。

・また，ピントが合うときのプレパラートと対物レンズの隙間の距離を覚えておくとよい。対物レ

ンズが１０倍のときは１ cm程度，４０倍のときは１ mm足らずということを生徒に伝えておく。

対物レンズとプレパラートの間を離しながらピントを合わせるとき，その距離を過ぎたらもう一

度対物レンズとプレパラートを近づけてやり直すようにする。４０倍の対物レンズでピントを合

わせるとき，１０倍の対物レンズでピントを合わせ，レボルバーを回して４０倍の対物レンズに

変えると合わせやすい。対物レンズの組み合わせが正しくない（異なる機種のレンズがついてい

る）ときはレンズとプレパラートが接触するかしないか程度に近づけてからピントを合わせる必

要がある。

対物レンズ１０倍のときのすき間 対物レンズ４０倍のときのすき間

－ 5－



- 6 -

（２）微小な生物がいない。

＜対処法＞

・試料はできるだけ，生徒に持ってこさせたい。やはり自分の知っている場所を調べさせたいもの

である。しかし，事前にていねいに指導をしておかないと，透明な水だけを持ってくる生徒もい

る。水草，石，腐葉，泥なども一緒にとることを徹底させる。そうすれば必ず何かしらの生物が

いるものである。また，教師の方でも試料を必ず用意しておく。

（３）レンズの汚れや気泡を生物と間違える。

＜対処法＞

・視野の中に異物が見えた場合，ついている接眼レンズを回したとき，一緒に回って見えれば接眼

レンズの汚れである。綿棒などで拭くとだいたい落ちる。観察前に気泡など生徒が間違えやすい

ものを映像で映し出して確認しておくと間違えない。あわせて，代表的な微小な生物を見せてお

くと，意欲も高まる。映像は事前にデジタルカメラなどで撮影しておくと便利である。

レンズの汚れ 気泡

（４）見つけた微小な生物をどうやって写真等の記録に残すか。

＜対処法＞

・デジタルカメラで簡単に撮ることができる。レンズの小さいコンパクトカメラがよい。フラッシ

ュを発光禁止にし，カメラのレンズ部分を接眼レンズに密着させて撮る。顕微鏡とカメラの光軸

があっていれば丸く円に見える。ずれていると，円は欠けて見える。カメラのズーム機能を利用

するとさらに大きく撮影できる。

２ 経験談から

生徒にとって水中の微小な生物の観察は，たいへん興味・関心が高いところです。しかし，顕微

鏡の扱いがうまくできなかったり，観察時間が足りなかったりして，生物を見つけることができず

観察をあきらめてしまう生徒も多いです。事前に，既成のプレパラートなどを使って練習し，顕微

鏡の扱い方に十分慣れさせておくとよいと思います。また，試料に関しては，自分たちで持ってこ

させることで意欲を高めながらも，教師の方でも必ず用意しておきたいものです。ミジンコなどを

用意しておけば生徒は一生懸命観察を続けます。片付けの指示を出しても，観察を続けたがる生徒

もいると思います。放課後，希望する生徒に時間を設けて観察させてあげるとよいと思います。

参考文献

１）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界１年 教師用指導書」大日本図書

２）有馬朗人ほか４１名 共著（２０１１）「たのしい５年－１理科」大日本図書
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花のつくりと働き

Ⅰ 長期保存可能な花の標本を使った観察･実験例

１ 観察・実験のあらまし

花のつくりを調べるために，花を分解し，外側から並べ標本にするのが一般的な方法だが，1 日

も経つと変色し，生徒からは「せっかくきれいに作ったのに。」「こんな風になっちゃった。」とい

う声が上がる。また，授業の時期により，時期があわずに観察できない花も多々あり，なかなかい

ろいろな花を比較することができないのが現状である。このため，花の標本を長持ちさせるよう，

簡単に短時間で，しかも安価な標本を作るよう工夫した。この標本を用いることで，いろいろな種

類の花を観察したり，比較することができるので，花のつくりの学習を深めるのには有効であると

考える。

２ 準備するもの

（１）器具（１セット分）

・タイル 浴室用の１０ｃｍ×１０ｃｍくらいの大きさのもの ２枚

ホームセンターで７０～１００円くらいで購入できる。

・板目紙 １０ｃｍ×２０ｃｍ １枚

・障子紙 １０ｃｍ×２０ｃｍ １枚

・輪ゴム １～２本

・ケント紙 ７ｃｍ×２０ｃｍ １枚

・電子レンジ

・ピンセット １本

・枝付き針 １本

・幅広セロハンテープ

（２）材料

・花，葉

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・校内や地域の植物観察をし，花の採集ができるようにしておく。

・タンポポの花のつくりを学習しておく。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）作成の準備

板目紙，障子紙をタイルの大きさ（１０ｃｍ×１０ｃｍ）に切り，２枚ずつ用意する。

（２）作成の手順

ア 花を分解し，がく・花弁・おしべ・めしべにする。 タイル 板目紙 障子紙

イ タイル，板目紙，障子紙の順にのせ，アで

分解したものをのせる。
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ウ イの上に障子紙，板目紙，タイルの順にの

せ，輪ゴムでしっかりとめる。

エ 電子レンジで５００ W～６００ Wで

４５秒～１分加熱する。

オ 輪ゴムを外し，加熱した花を障子紙からはずして

ケント紙に幅広セロハンテープで貼り付ける。

アブラナ 花 標本 エンドウ 花 標本（幅広セロハンテープ使用

（ラミネート使用・作成２週間経過したもの） ・作成１か月経過したもの）

エンドウ めしべ 標本 アジサイ 葉 標本

（幅広セロハンテープ使用 （ラミネート使用・作成１か月

・作成１か月経過したもの） 経過したもの）

５ 実験後の観察・実験の手順・様子

標本を作製した後，外側からどんな順に花が作られているのかまとめる。また，他の花の標本と

比較し，共通点・相違点をまとめる。花の標本を使って，被子植物のつくりを確認し，めしべが１

本であることに気づき，花のはたらきを理解する。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

・花を分解し，丁寧に広げて標本にするように指導する。電子レンジで加熱してからはあまり細

工できない。

・障子紙から花をはずすときに，かなりぱりぱりになっており，破けやすいので注意する。

・静電気で幅広セロハンテープにすいつけられてしまうので，気をつけて貼り付ける。

（２）その他

・電子レンジの機種により加熱時間が若干変わるので，実際にやってみて調節する必要がある。

・タイルが熱くなるのでやけどに注意する。

・加熱後の標本をケント紙にのせ，ラミネートしておくと傷まずかなり長期保存できる。

ラミネートする際に静電気で花が引き寄せられてしまうので，丁寧に行う。（せっかくきれい

に並べたのがくずれてしまう）

生徒の使う幅広セロハンテープでもほとんど退色せず，かなり長持ちさせることができる。

・自宅でもそろえられる器具なので，発展学習として自由研究などにも生かすことができる。
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Ⅱ 指導の例

１ 単元名 花のつくりと働き

２ 単元のねらい

基本的な花のつくりを観察結果からとらえ，花は種子植物が子孫を残すために使われていること

を理解する。また，被子植物と裸子植物の花のつくりに違いがあることに気付く。

３ 指導計画（全４時間）

いろいろな花のつくりを調べよう（２時間，本時１／２，２／２）

花のはたらきを調べよう（１時間）

マツの花を調べよう（１時間）

４ 学習問題

タンポポ以外の花はどのようなつくりになっているのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・校庭にある花に興味を持ち，標本を作ろうとする。 （関心・意欲・態度）

・いろいろな花を比較し，共通点・相違点を見いだすことができ，基本的な花のつくりについて

考察できる。 （科学的な思考・表現）

・標本から，その花の特徴を見いだせる。（観察・実験の技能）

・一般的な花のつくりを理解する。（知識・理解）

（２）展開例 （２時間扱い） ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の学習内容の確認をする。

・タンポポはどんな花だっただろう ・タンポポはたくさんの花の集まりである

ことや合弁花，めしべやおしべがあるこ

となど前時に観察してわかったことを自

由に発表させる。

・発表者が固定されないように注意する。

タンポポ以外の花はどのようなつくりになっているのだろうか

２ 用意してきた花を標本にする。 ・タイルが熱くなるのでやけどに注意する。

・花を分解し，標本を作製する。 ・花を並べるときには重ならないように，

丁寧に分解する。

※自ら，標本にする植物を用意し，積極的

に標本を作ろうとする。

（関心・意欲・態度）

－ 9－



- 10 -

３ 標本から，花のつくりを調べる。 ・がく，花弁，おしべ，めしべの本数や

・標本の花はどのようになっているかまとめ ついている順などに注目して調べさせ

よう。 る。

※自分の標本を見て，自分の花のつくりが

どうなっているのか，まとめることがで

きる。 （観察・実験の技能）

４ 他の花の標本と比べる。 ・他の花との共通点・相違点に目をつけ

・班の仲間の作った標本と比較して，気づいた させ，比較させる。

ことをまとめ，発表しよう。 ・がく，花弁，おしべ，めしべの本数や

ついている順などに注目して比較する。

・花の種類が少ない場合は，教師側です

でに作っておいた標本を配布して比較

させてもよい。

※他の標本を見て，基本的な花のつくりが

考察できる。 （科学的な思考・表現）

※積極的に仲間の標本と比較し，特徴を見

いだそうとする。 （関心・意欲・態度）

５ まとめる。

・発表からわかったことをまとめよう。

・花は外側からがく，花弁，おしべ，めしべ（中央にある）の順になっている。

・がくや花弁が区別しにくい花もある。

・がく，花弁，おしべは数が花によって異なる。

・合弁花，離弁花がある。

・めしべはどの花も１本で，根もとにふくらみのあるものが多い。

※一般的な花のつくりをまとめることがで

きる。 （知識・理解）

６ 次時の予告をする。

・なぜ，どの花でもめしべは花の中央に ・どの花にも共通であった，めしべに

１本あるのだろう。めしべのはたらき ついて学習することを告げる。

を調べよう。 ・めしべのはたらきから果実・種子，

花の働き、被子植物へと学習を進め

ていく。

Ⅲ よりよい観察・実験のために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）花が障子紙からはがれない。

＜対処法＞

・電子レンジで加熱する時間を短くする。特にアブラナのような小さい花はあまり時間をかけすぎ

ると障子紙からはがれにくくなってしまう。

・花によってはがれやすさが違う。ツユクサなどは薄く，はがれにくい。
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（２）水分が抜けきれない。

＜対処法＞

・電子レンジで加熱する時間を長くする。

・再度，電子レンジで加熱する。

（このとき，電子レンジにかける時間が長いと（１）の失敗をする）

・障子紙を２枚にする。

２ 経験談から

この単元は入学したての１年生が楽しんでできる観察の１つであり，植物のつくりに興味を持て

る内容だと思います。しかし，花の時期を外してしまったり，生徒の採集に片寄りがあったりする

など，教師の意図した標本ができないこともあり，標本にできなかったものは教科書の標本画像で

説明するだけで終わってしまうこともあります。この電子レンジでできる標本は，花を採集し，作

成しておけばある程度の長期保存も可能で，誰でも簡単に行うことができます。また，材料も手に

入りやすく，安価にできるため，指導の幅が広がり，植物のつくりを学習するにはとても有効な手

立てになりました。特にタンポポの花の観察からつなげて学習すると，花のはたらきまで流れのあ

る学習ができました。また，葉も同じように標本にできるので，葉脈など比較するときに使用すれ

ばとても有効です。

※参考資料

１ 大きな標本をつくりたいとき

タイルでは１０ｃｍ以上の大きさのものは標本にすることができない。

そこで，大きな標本をつくるときにはコルク板，MDF（木材を繊維状にほぐし，接着剤などを

配合してボードに成型した板）でも同じように標本ができる。これらは１００円均一ショップに

て購入可能。

MDF
コルク板 フォトフレームの

１８ｃｍ×９ｃｍ 土台として販売さ

厚さ１ｃｍ れていたもの。

１８ｃｍ×１３．４ｃｍ

また，木材，ベニヤでも検証したが，水分のぬけが悪く，

しっかりと乾燥した状態にはなりにくかった。

２ 障子紙がないとき

障子紙がないときには，クッキングシート，天ぷらの

敷き紙でも代用が可能。クッキングシートは標本がくっ

つかず，とても紙からはがしやすく，使い勝手がよかっ

た。

左 クッキングシート 右 天ぷらの敷き紙

参考文献

１）左巻健男 編著（１９９３）「理科おもしろ実験・ものづくり完全マニュアル」東京書籍
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根・茎・葉のつくりと働き

Ⅰ ツルニチニチソウ（斑入りの葉）を用いたヨウ素デンプン反応の実験

１ 観察・実験のあらまし

斑（ふ）入りの葉であるツルニチニチソウを用いて，アルコール脱色法によるヨウ素デンプン反

応の実験を行い，光合成に必要な条件を考察する。

この実験を通して，ガスバーナーの使い方やエタノールによる湯煎など観察・実験に必要な技能

を身に付けさせる。

ツルニチニチソウについて

・繁殖力が強く数年でたくさんの葉をつけるため，少人数のグループで実験することが可能で

ある。

・ヨウ素デンプン反応が観察しやすく，生徒が実験結果から光合成に必要な条件を指摘するこ

とが容易である。

・同じ斑入りの葉でも，ポトスやアイビーでは表皮が硬くうまくいかない。コリウスは葉に赤

や黄色の色がついているため観察しにくい。

・一般の家庭の庭先でもよく見ることができ，日常の生活との関連性が高い。

＊ 入手法

園芸店に連絡すれば１株１００円程度で入手することが可能である。初夏の頃が最も入手し

やすい。ただし，その段階では葉の数が少ないので，１年越しで栽培して実験で使用する。

２ 準備するもの

（１）ツルニチニチソウの葉の準備

右の写真のように，ツルニチニチソウにアルミ箔を巻き，数

日陽に当てておく。

・夏至に近い日射しの強い日であれば，朝早くアルミ箔をま

いておくと午後の実験で使用できる。

・雨のような天気が続くと，２，３日おいてもはっきりとした

差は見えにくい。

（２）器具・試薬など（４人で１グループ） アルミ箔をまいた葉

・ツルニチニチソウ（斑入りの葉）（１）・エタノール３０ｍL（バイアル瓶に入れて配布）（１）

・ビーカー（５０ｍL，１００ｍL，２００ｍL）（各１） ・三脚（１） ・ガスバーナー（１）

・ピンセット（１）・ガラス棒（１）・シャーレ（１）

・沸騰石 ・ヨウ素液 ・マッチ ・ぬれ雑巾 ・ポット

３ 学習前の観察・実験の指導の手だて

（１）アルミ箔を生徒に巻かせることで，学習のプロセスを実感（体感）させる場面を設定する。教

員が準備してキット化された実験器具を用いて作業することは，他の実験においてもできるだけ

避けるようにする。
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（２）基本操作の習得のため，ガスバーナーの使い方をしっかり指導する。ガスバーナーの使い方

についての指示を１単位時間行い，全員に一度はガスバーナーを使わせるようにする。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）手順

ア ６０ｍＬのお湯の入った１００ｍＬのビーカーに斑入りの葉を入れ，柔ら

かくなるまでガスバーナーで加熱する。

※教員による演示実験ではなく，自分たちで実験を行う技能を身に

付けさせることを一つの目的とした。そのため時間内に実験がで

きるようポットにお湯を準備し時間の短縮を図った。水から加熱

すると，この実験は１単位時間に収まらない。

※お湯の色が少し茶色になり，葉をピンセットで持ちあげるとしなっとなる程度まで加熱を続

ける。ここでしっかり葉を煮ておかないとエタノールによる脱色がうまくいかない。

イ ５０ｍＬのビーカーに３０ｍＬ程度のエタノールを入れて，①で

柔らかくなった葉をいれ，１５０ｍＬのお湯のはいった２００ｍL

のビーカーに浮かばせて加熱する。この時，エタノールに引

火しないように注意する。万が一引火したら，ぬれ雑巾を上

からそっとかぶせて火を消す。

※２００ｍLのビーカーに沸騰石を入れることを忘れないよ

うにする。火力にも注意しないと，沸騰したお湯がエタ

ノールの入ったビーカーに入ってしまう。

ウ 葉が脱色しエタノールが緑色に変化したら火を止め，静かに葉をピ

ンセットで取り出して一度お湯につける。この時は加熱しない。その

後シャーレに入れ，ヨウ素液をたらす。

※お湯につける前に脱色された葉をそっと持たせる。生徒はその手

触りに驚くであろう。葉の色の変化と手触りの変化からエタノー

ルによる葉への作用を考察させる。

（２）反応を記録する

ヨウ素液が反応した部分に色を塗る。
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５ 学習後の観察・実験の指導の手だて

まとめの際に，単純に「光が当たっていない部分ではヨウ素デンプン反応が起こらない。」と結

論づけないことがとても重要であり，教員が陥りやすいミスでもある。よく観察すると，光が当た

っていない部分にも筋状に反応の見られる部分がある。

ここで，「よく見てごらん。光が当たっていない部分にも反応しているところがあるよね。これ

は何だろう。」と生徒に問いかけることが必要である。観察や実験を行う際の課題設定の在り方や

観察の視点は，どの授業の中でも特に吟味されるべきものであり，くれぐれも「教科書ではこうな

るから確かめよう」という授業スタイルに陥らないよう心がけたい。可能であればこの段階で（他

の時間でもよい），光が当たっていないのに反応する部分（師管）について話し合う場面を設定す

ることが，その後の学習につながっていく。

６ 器具や薬品の扱い方等

１年生にとっては，中学校で初めてガスバーナーを使う実験になる。操作が複雑であり，安全面

への十分な配慮が必要なので、可能であれば，チームティーチングで授業を行うことが望ましい。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 根・茎・葉のつくりと働き

２ 単元のねらい

身近な植物についての観察・実験を通して生物の調べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植物

のつくりとはたらきを理解させ，植物の種類やその生活についての認識を深める。

３ 指導計画（全７時間）

葉のつくり観察（２時間）

蒸散のはたらき（２時間）

光合成で出入りする物質（１時間）

光合成に必要な条件（２時間，本時１／２）

４ 学習問題

植物の光合成に必要な条件は何だろうか。

５ 実験の展開例

（１）ねらい

・ヨウ素デンプン反応の結果を基に，光合成に必要な条件を指摘することができる。（科学的な思

考・表現）

・ガスバーナーやヨウ素液，湯煎などの基本的な操作ができる。（観察・実験の技能）
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（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ ツルニチニチソウの対照条件を確認する。 ・各班にアルミ箔が巻かれたツルニチ

・葉に緑の部分と白い部分（斑）がある。 ニチソウを配布し，実物を見ながら

・アルミ箔で覆われた部分とそうでない部分がある。 確認する。

植物の光合成に必要な条件は何だろうか。

２ 予想とその根拠をワークシートに記入する。

３ 実験方法の確認を行う。

・教卓の前に集まり，教員の説明を聞く。 ・生徒を教卓の前に集め，実際の実験

①葉をお湯で煮る。 器具を用いて説明をする。

②エタノールで湯煎し脱色させる。 ・エタノールに引火した際の対処の仕

③お湯にいったんつけた後，ヨウ素液をかけて 方も，実際に演示してみせる。

反応を観察する。

４ アルコール脱色法によるヨウ素デンプン反応の実 ※安全面に配慮し，正しい実験操作を

験を行う。 行っている。（観察・実験の技能）

５ 実験結果をスケッチし，光合成に必要な条件を考

察する。 ※ヨウ素反応の結果をもとに，光合成

・ヨウ素反応の結果から，光合成には何が必要だと に必要な条件を指摘している。

言えるだろうか。 （科学的な思考・表現）

６ まとめをする。

植物の光合成には，葉緑体と日光が必要である。

Ⅲ より良い観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

アルコールで湯煎していると，ガスの炎が引火することがある。濡れた雑巾をかぶせて消火する

のだが，言葉だけで説明すると火が怖いために体が遠くなり，離れた所から炎に向かって雑巾

を投げる生徒がいる。雑巾の勢いで三脚が倒れれば大きな事故につながる。

＜対処法＞

作業の説明の段階で，ビーカーの上に雑巾を広げ，静かに下におろしながら火を消す操作を見せ

る指導を必ず行う。
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２ 経験談から

実際に授業をする際には，教員のねらいや生徒の実態にあわせてウォーターバスを使ったり、演

示で実験方法を示したりするなど，必要に応じて工夫してください。

実践例２ ジンチョウゲの葉を使った気孔の観察

気孔の観察材料として，教科書ではツユクサが紹介されている。しかし，草本類の場合，今年あっ

た場所に来年も生えてくるとは限らない。また，葉の枚数が少ないと観察できる生徒の数が限られ，

学習効果が低いものになってしまう。

そこで，ジンチョウゲの葉を紹介する。

・ジンチョウゲは樹木なので，毎年確実に葉を採取することができる。

・植えて数年で百枚単位の葉をつけるようになるので，各自でプレパラートを作り，そのプレ

パートを観察してスケッチする個人作業ができる。

・葉が比較的小さいので，丁寧に作業する必要がある。

・春の早い時期に花を咲かせる樹木なので，入手するのは

冬期間になる。少し早い時期に園芸店に頼んでおけば一

株１，０００円から２，０００円で購入できる。ただし

根付きの悪い樹木なので，可能なら複数本購入し，生徒

が通る道の近くに植えるとよい。香りの良い花なので春

の訪れを感じる教材にもなる。「春の訪れを感じさせる，

甘い香りのする植物」の気孔として紹介できる。

ジンチョウゲ

実践例３ ヒイラギモクセイの葉を使った葉脈標本づくり

葉脈標本づくりはよく取り上げられる教材だが，そこでは「固くて肉の厚い葉を使う。例えばツバ

キやヒイラギなど。」と紹介されることが多い。しかし，実際に生徒にやらせてみると葉肉が残って

しまうことがしばしば見られる。

そこでここでは，ヒイラギモクセイを用いた葉脈標本づくりを

紹介する。いろいろな植物を試した結果，この葉が一番葉脈標本

づくりに適しており，また，ヒイラギモクセイは学校の敷地内に

植えられていることが多い身近な樹木である。

次ページのワークシートは第３学年での卒業前に「しおりを作

ろう」という授業で使ったものであり，２単位時間連続した授業

で１時間目で葉脈を取り出し，２時間目にしおり作りを行った。

葉肉を取り除いた後，丁寧に手ではがすと道管と師管に分けるこ

とができ，第１学年でまたする維管束の教材としても優れている。 ヒイラギモクセイ
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課題 葉脈標本を作ろう

植物の体内には，根から吸収した水が移動する道管と，葉で作られた養分が移動する師管が通って

います。これらの道管・師管の集まりは維管束と呼ばれ，根・茎を通り，葉では葉脈となってすみず

みまで広がっています。

今日はヒイラギモクセイの葉を使って葉脈を取り出し，しおりを作りましょう。

【準備するもの】

水酸化ナトリウム水溶液，３００ｍＬビーカー，ガラス棒，ヒイラギモクセイ(１人１枚）

ピンセット，シャーレ，歯ブラシ，ガスバーナー，三脚，沸騰石

【手順】

① ３００ｍＬビーカーに，１５０ｍＬの水酸化ナトリウム水溶液を入れ，葉を

人数分入れる。

② この状態で２０分～３０分程度，葉が茶色くなるまで煮沸する。

＊ おだやかに沸騰している程度の火力にする。

＊ 沸騰石を忘れないこと。

＊ 換気を良くして、蒸気を吸わない。

③ 水の入ったシャーレに葉を入れ，歯ブラシの毛先を直角に

当てて軽く叩くようにして葉肉を取りのぞく。歯ブラシでこ

するようにしない。

この作業を水を取り替えながら何度か繰り返す。

④ 綺麗になったら，ろ紙の上に置いて乾燥させる。

⑤ 好きな色の画用紙の上に乗せてパウチし，縁を切り取って

栞にする。言葉やイラストは個人のデザインに任せます。

感想や反省

３年 組 番 氏名

※この実験で最も吟味が必要な点は，水酸化ナトリウムの濃度であろう。濃ければ時間の短縮になる

が当然危険を伴う。薄くして換気の良い環境で実験を行ったとしても事故につながる可能性は常に存

在する。先生方の十分な予備実験と統率のもとで授業を行う必要がある。

ヒイラギモクセイの場合，１ｍｏｌ／Ｌの濃度で２０分程度煮沸すれば葉肉を落とすことができる。ガ

スコンロの上に，形の安定した容器を乗せて葉を処理するのも一案である。
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種子をつくらない植物の仲間

Ⅰ 生徒の興味・関心を高める，シダ植物とコケ植物の観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

種子をつくらない植物については，小学校では扱わず，中学校で初めて学習する。ここでは，す

べての植物が種子をつくるのではなく，シダ植物やコケ植物のように，種子をつくらない仲間があ

ることを理解させることがねらいである。シダ植物やコケ植物を観察させ，シダ植物は葉，茎，根

の区別があり，維管束があるが，コケ植物には葉，茎，根の区別も維管束もないことを理解させる。

また，胞子の観察を行うなどして，これらの植物は種子をつくらず胞子をつくることにも触れる。

胞子のうの観察では，比較的容易に胞子のうから胞子がはじけ出るようすを観察することができ

る。実際に植物が動くようすを見ることで，生徒の興味・関心を高めることができる。

２ 準備するもの ※４人で１グループとして表記

（１）器具

・シャーレまたは時計皿

（２人で１つ）

・かみそりの刃 （２人で１つ）

・柄つき針 （２人で１つ）

・ピンセット （２人で１つ）

・顕微鏡観察器具 （２人で１セット）

○教師用

・デジタル顕微鏡

・実物投影機

・モニター

・簡易ミクロトーム（切片標本製作器具）

（２）材料

・胞子のうのついたシダ植物（イヌワラビやゼンマイなど）

・コケ植物（ゼニゴケやスギゴケなど）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

本観察では顕微鏡を使用するため，その操作方法については事前に十分指導しておく必要がある。

また，種子植物の体のつくりや特徴と違いをポイントに進めていくため，種子植物に関する学習内

容の定着が必要である。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）材料の採集

採集する時期と目的によって，種類を選ぶ。

イヌワラビの胞子が成熟するのは７月以降に

なるので，５～６月ではゼンマイやオクマワ

ラビの胞子を観察するとよい。シダ植物は胞

子のうがついているものを探し，根まで丁寧

に掘りとる。コケ植物は土ごと採集する。

（２）観察の手順

ア シダ植物の観察

（ア）全体の観察

シダ植物が，葉・茎・根から成り立っていることを観察する。
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葉の裏に胞子のうの集まり（胞子のう群）

がついている様子を観察する。

ベニシダの葉の裏 イヌワラビの葉の裏

（イ）胞子のう・胞子の観察

胞子のう群がついた小羽片をとり，ルーペや双眼実体顕微鏡で観察

する。

胞子のう群の一部をピンセットや柄つき針

でかき落とし，スライドガラスにのせ，上か

らカバーガラスをかけ，軽く押して顕微鏡で

観察すると，胞子のうの様子や胞子のうがは

じけていく様子が観察しやすい。

イヌワラビの胞子のう群と胞子のうからはじけ出た胞子

※留意点

・胞子のうの中の胞子が熟していると黒く見える。胞子のうの周

辺部にある環帯は乾燥すると外側に反り返り，その後胞子のう

の内部の水分が蒸発して元に戻ろうとするとき，胞子をはじき

飛ばすようすが見られる。熟していない場合は，スライドガラ

スにのせた胞子のうを軽くヒーター（白熱電球など）であたた

めるとよい。また，胞子のう自体が動くので，顕微鏡の視野か

らはずれないように注意する。

イ コケ植物の観察（ゼニゴケの観察）

コケ植物（ゼニゴケの仲間）が葉状体と仮根からできていることを観察する。雌株があれば，

胞子の観察も行う。

※留意点

・ゼニゴケの仲間は自然の状態では，雌株，雄株が別の群落をつくって生えているいることが

多く，雌株の胞子体や胞子を観察する際は，胞子ができている胞子体が黄色くなるので、色

を確認するとよい。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

ノートや学習プリントに観察結果をまとめさせ，これまで学習してきた種子をつくる植物とど

うのような点が異なり，どのような点が似ているかなどを考えさせる。また，生育場所と体のつ

くり（根のつくり，維管束の有無）の関係について考えさせる。
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６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

胞子のうや胞子，維管束の観察では，デジタル顕微鏡を用いてモニターに胞子のうや胞子を映

しておくと生徒は観察物をイメージしやすく，スムーズに観察に進むことができる。

（２）安全面

切片の製作にカッターナイフやかみそりの刃を使うので，けがをしないように指導を徹底する。

刃の薄さ，切れ味から両刃のかみそりの刃を用いるとよい。刃を包装紙に入れたまま二つに割り，

割れ口はセロハンテープなどを貼ると安全である。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 種子をつくらない植物の仲間

２ 単元のねらい

・花や葉，茎，根の観察記録に基づいて，それらを相互に関連付けて考察し，植物が体のつくり

の特徴に基づいて分類できることを見いだすとともに，植物の種類を知る方法を身に付ける。

・シダ植物やコケ植物の観察を行い，これらと種子植物の違いを知る。

３ 指導計画（全４時間）

被子植物の特徴（１時間）

種子をつくらない植物の特徴（２時間，本時１／２）

植物の仲間分け（１時間）

４ 学習問題

シダ植物にはどのような特徴があり，どのようにふえるのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・シダ植物の体のつくりやふえ方に関心をもち，特徴などを意欲的に調べようとする。

（関心・意欲・態度）

・シダ植物の体のつくりやふえ方について理解し，その知識を身に付けている。（知識・理解）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の学習内容を確認する。

・種子をつくる植物は，体のつくりの特徴に ・ノートや学習カードで確認させる。

基づいて被子植物や裸子植物，双子葉類や

単子葉類，合弁花類や離弁花類に分類でき

る。

２ シダ植物とコケ植物の写真や実物を見なが ・できるだけシダ植物やコケ植物の実物を用意

ら，これらの植物の体のつくりやふえ方につ して示し，生徒の興味・関心を高める。

いて話し合う。
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３ 植物には種子をつくらない仲間があること

を知る。

シダ植物にはどのような特徴があり，どのようにふえるのだろうか。

・シダ植物のからだは葉・茎・根の区別ができ

４ シダ植物の体のつくりを観察する。 ることに気づかせる。

・種子植物のように，根，茎，葉の区別があ ・シダ植物の複葉の小さな葉を１枚の葉と考え

るか注目しながら観察し，その特徴を記録 る生徒も多いので注意する。

する。 ・根が他の雑草に比べると，貧弱であることに

気づかせる。

・葉，葉柄，地下茎などを観察する。

・植物体の一部を，かみそりの刃で薄く切っ ・維管束の観察に絞って，観察する。

てプレパラートをつくり，顕微鏡で観察し ・あらかじめ色水を吸わせたものを用意し，葉

その特徴を記録する。 柄の断面などを観察させる。

※維管束のようすを意欲的に観察している。

（関心・意欲・態度）

５ シダ植物のからだのつくりとふえ方につい

て説明を聞く。

６ シダ植物の胞子を観察する。 ・モニターに，顕微鏡

・葉の裏の胞子のうの集まりを柄つき針でか で観察している胞子

き落とし，スライドガラスにのせ，上から のうや胞子を映し，

カバーガラスをかけ，顕微鏡で胞子のうを 生徒に観察のイメー

観察する。 ジをもたせ，興味・

関心を高める。

・しばらく観察を続けると，胞子のうがはじ ・熟していない場合，ヒーターや電球で熱を与

けて胞子が飛び出すことがあるので，その え，乾燥させるとよい。

様子や胞子の形を観察する。 ※胞子が飛び出すようすを意欲的に観察してい

る。 （関心・意欲・態度）

７ 観察・記録した内容にもとづきシダ植物の ・種子植物との共通点（維管束があり，葉・茎

特徴についてまとめる。 ・根の区別ができる）や相違点（種子をつく

らず胞子でふえる）をまとめさせる。

※シダ植物には維管束があり，葉・茎・根の区

別がある。種子はつくらず胞子でふえること

を理解している。 （知識・理解）

・シダ植物は根，茎，葉の区別があり，維管束がある。

・シダ植物は種子をつくらず胞子でふえる。
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために
１ 経験談から

（１）シダ植物の採集時期について

シダ植物の採集には，採集する種類によって胞子の採集が可能な時期が変わります。胞子のう

が付く葉を「胞子葉」，付かない葉を「栄養葉」といい，胞子葉がなかなか見つからない場合も

あります。胞子葉も胞子のうが茶色のものは，胞子がすでに散ってしまっている可能性があるの

で，黒色のものを見つけると観察に適しています。

シダ植物の胞子の成熟する時期

４月中旬 スギナ，ゼンマイ

５～６月 イノデ類，オクマワラビ

７月下旬～９月下旬 イヌワラビ，ベニシダ，ホシダ，その他のシダ植物

１１月上旬～１２月 コウヤワラビ

１２月下旬～３月 ノキシノブ

（２）シダ植物の維管束の観察について

維管束を観察する際には，事前に色水を吸

わせておくと維管束が染色され，葉柄の切片

を観察する際にも分かりやすくなります。生

徒に切片を製作させる場合は，かみそりの扱

いや，切片の厚さなどコツが必要となります。

特にシダ植物の葉柄の部分は硬く，横断面の

切片をつくらせるのは時間がかかり大変です。

備品として簡易ミクロトームがあると，観察

しやすい切片試料をすばやく数多く製作する

ことができ便利です。生徒に自身で苦労させ

て切片をつくる体験をさせることも大切です

が，観察時間を十分に確保することを優先す

るのであれば，簡易ミクロトームを準備でき

るとよいと思います。 ベニシダの維管束

参考文献

１）有馬朗人ほか５６名 共著（２０１２）「理科の世界１年」大日本図書

２）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界１年 教科用指導書」大日本図書
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火山活動と火成岩

Ⅰ 身近なものを活用した火山モデルの観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

火山活動の学習では，岩石の観察と違い，実物を観察したり触れたりすることができない。その

ため，ビデオ教材やモデル実験を行うことが多く，生徒全員が実験することができない。本授業で

は安全面に配慮することで一人一実験も可能である。また，教材を介して，火成岩に関する知識を

習得させることができる。

２ 準備する器具

（一人に一つ）

・プラスチック製コップ

・保護眼鏡

（班で一つ）

・ごま油

・粉ゼラチン

・注射器，注射針

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

「粉ゼラチン」「ごま油」は，スーパー

等で購入することが可能である。ゼリー

は透明なものを選ぶ事をお勧めする。フ

ルーツ味の付いているゼリーもあるが，

見え方が透明のものが一番よい。事前に，

ゼリーを作成する。１パックでおよそ４０

人分のゼリーを作ることができる。

注射針は解剖用の麻酔で使用していた針がある。無い場合には，養護教諭を通して学校医に依頼

すると貸していただける。

ごま油を注入したコップを授業後に，理科室前の廊下に展示しておくことで，学習の振り返りに

もなる。他の学年の生徒にも好評で，実際に持ち上げながら確かめている生徒が多くいた。

４ 実験・観察の手順・様子

（１）導入の工夫

授業は，次の質問でスタートする。

【クイズ】 今からゼリーにごま油を注射します。

ごま油はどのようになると思いますか。

ア 上がっていく イ 下がっていく ウ その他

正解は，アの「上がっていく」であるが，理由をノートに書かせてみると，「油の方がネバネ

バしているから沈む」「油の方が上によく浮いていることがあるから浮く」「真ん中で止まる」

などの意見が出た。

（２）ゼリーへごま油を注入する方法

注射器に注射針を付け，ごま油を注射器に入れる。カップの底から注射針を刺す。カップの中

央部分は固くなっているため，数ミリずらしたところから針を打つと上手く入る。注射針が上手

く刺さらない場合は，柄付き針で穴を空けてから注射針を入れるとうまくいく。（写真１）

準備する器具
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注射針を中央まで差し込み，ごま油を入れる。演示実験で行う場合は CCD カメラや実物投影

機で写しながら行うと見やすい。ごま油が，広がる様子が見えるようにごま油を注入する。じわ

じわとごま油がゼリーの中に広がっていく。ゼリー面の１ｃｍ程度までごま油が広がった時に上

からのぞいて見る。(写真２)（写真３）（写真４）

注射針を抜いても，ごま油は比重が小さいため上に上がっていく。ちょうど，ゼリーの上にご

ま油が来るとゼリーの上面が割れてごま油がわき出てくる。これが噴火の様子に似ているのであ

る。どんどん下から，ごま油がわき出ている様子（写真５）（写真６）

（写真１） 注射針を刺す （写真２） ごま油を注入する

（写真３） ごま油が広がっていく様子 （写真４） カップの上から見た様子

（写真５） ごま油が吹き出した瞬間 （写真６） ごま油が広がっていく様子
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（３）安全に関する注意点

注射針をカップに刺す際に針が折れる危険性があるため注意する。生徒に注射針を扱わせる場

合には，１班ごとに教師用実験机に集めて行うとよい。そうすることで，全員の生徒に目が行き

届き，安全に実験を行うことができる。

ゼリー作成時に熱湯を使用するが，事前に教師が作成しておく。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

学習後，使用した教材を数個残しておく。次時に教材を提示してごま油が何を表しているかを確

認する。（写真７）

実験後に，火成岩のつくりをカップを使って確認する。

「地表で急激に冷えて固まったのが火山岩」「地下でゆっくり冷えて固まったのが深成岩」

「火山岩と深成岩をあわせて火成岩」

「地下にマグマが溜まっている場所をマグマだまり」という。

次の時間には，このカップを指さしながら質問をする。

カップの上部を指さして「この部分にできる岩石は何ですか？」→生徒「火山岩です」というよ

うに行う。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

注射針の扱いに関しては，何度も注意を促すと共に，針が刺さらない場合は教師が行う。ごま

油を注入する際にはごま油（マグマ）の動きを自分で解説するよう指示をしておくと理解が深ま

る。失敗してしまった生徒には，次に実験を行う班の生徒と共に観察をさせ，噴火の瞬間が観察

できるようにする。

（２）安全面

カップは１週間ほどで変色してくるため衛生面を考慮し廃棄する。

注射針を借用する場合には，管理職からも許可を受け校医に使用目的をしっかりと伝えておく。

返却の際も，養護教諭と連携を図りながら安全に取り扱う。

地下でゆっくり冷えて

固まった 深成岩

マグマだまり

火山岩と深成岩をあわ

せて 火成岩

地表付近で急速に冷え
て固まった 火山岩

（写真７） 火山モデルの解説写真

－ 25 －



- 4 -

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 火山活動と火成岩

２ 単元のねらい

火山活動を再現し，マグマの動きと噴火の様子を観察することができるようにする。観察した火

山活動から，火成岩のできかたと種類を理解することができるようにする。

３ 指導計画（全６時間）

火山噴出物 （１時間）

噴火の様子と火山の形のちがい（２時間）

火山灰などにふくまれる小さな粒（１時間）

火山岩と深成岩のつくり（２時間，本時１／２）

４ 学習問題

火成岩は，どこでどのようにつくられるか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・マグマの動きと噴火の様子を意欲的に観察しようとする。（関心・意欲・態度）

・火山活動から，火成岩のできかたと種類を理解することができる。（知識・理解）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 導入実験を行う。

・ごま油をゼリーに注入する実験を見る。 ・実物投影機などを使用して全員がごま油

・ごま油はどのようになるか考える。 の動きが観察できるようにする。

① 上がっていく

② 下がっていく

③ その他

火成岩は，どこでどのようにつくられるか。

２ ごま油の動きを確認し，噴火の様子を解説する。 ・安全面に注意し，注射針の扱いについて

・カップの中で広がっているのがマグマだまり。 何度も注意を促す。

・噴火口から出たものを「溶岩」地下にあるもの ・注射針の刺し方を指示する。

を「マグマ」であると確認する。 ・上手くできない人は，先生に相談するよ

う指示する。

※マグマの動きと噴火の様子を意欲的に調

べようとする。（関心・意欲・態度）

３ ごま油をゼリーに注入する実験を行う。 ・保護眼鏡を着用させる。

・一班ずつ，教師用実験机の周りに集まる。 ・針が刺さらない場合は教師が行う。

・針をカップに刺し，ごま油を注入する。 ・２人１組で解説と実験に分けて行っても

・ごま油の動きにあわせて解説をする。 よい。

・他の班には別の課題を与えておく。

・ごま油の場所によって，名前が変わることを理解

する。
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４ 教科書で火山活動を確認する。

・教科書の図と今回の実験を比較する。 ・教科書のどの部分を扱った実験だったの

・重要語句と，ごま油が何に相当するかを確認する。 か理解させる。

５ 火山活動，火成岩のまとめをする。 ※火成岩のできかたと種類を理解し，知識

を身に付けている。（知識・理解）

火成岩はマグマが冷えてできる。

冷える場所によって，火成岩のつくりが違う。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）言葉を覚えるだけ，ビデオ視聴で終わる学習になってしまう。

＜対処法＞

・「火成岩」というキーワードを覚えさせるだけでこの学習内容が終わってしまう場合がある。今

回のように体験的な実験を行うことで，生徒に火山活動の仕組みを理解させることができる。今

回の教材を使用して火成岩は冷える場所によって，火山岩と深成岩に分けられることを，視覚的

に理解させたい。。

（２）注射針が入手できない場合がある。

＜対処法＞

・注射針が入手できない場合には，学校医に借りる方法を紹介したが，学校によっては解剖用の注

射針を備えている学校もある。学校間での借用願いを提出すれば借りることもできる。

（３）生徒が今回の実験を忘れてしまう。

＜対処法＞

・今回の教材は１週間程度しか保存がきかない。そのため，生徒に想起させる場合には動画撮影を

しておくと，噴火のメカニズムや重要語句の復習を行うことができる。

２ 経験談から

火山の実験では，ホットケーキミックスを使用した，火山の形を理解させる実験があります。こ

の場合は溶岩のねばりけと火山の形は理解できます。今回のように，火山活動のメカニズムを視覚

的に理解させる教材はとても効果的です。
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地震の伝わり方と地球内部の働き

Ⅰ 地震波を視覚的に捉えることができるモデル実験の例

１ 観察・実験のあらまし

地震について，生徒は小学校６年時に地震による土地の変化や災害に関する初歩的な学習を終え

ている。また，２０１１年に起こった東日本大震災をはじめとする大小いくつもの地震を経験して

いる。本単元はこのような地震についての体験や過去の資料を基に，揺れの大きさや伝わり方の規

則性を気づかせることを一つのねらいとしている。だが，扱う事物・事象は再現することが大変困

難なものが多い。そこで，生徒に地震の伝わり方を理解させる手立ての一つとして，地震波伝達装

置を用いる。この装置を用いると，地震の揺れがＰ波とＳ波に分かれて伝わることを視覚的に捉え

させることができる。

２ 準備するもの

・おもり（２０ｇ，フックつき，３６個）

・たこ糸（３０ｃｍ ９本，６０ｃｍ １本）

・角材（３ｃｍ角，長さ１８０ｃｍ １本）

・画鋲

・板鉄製スタンド３台

・輪ゴム

・竹ひご（２本）

・マッチ箱

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

生徒は，前時までに地震が岩盤の破壊によって生じることと，それにともなう諸現象について学

習する。また，地震の揺れの広がり方を調べる実習を行い，地震がほぼ同心円状に伝わっていくこ

とを知る。

教師は地震波伝達装置を組み立て，予備実験を繰り返し，装置の手直しや改良を行う。
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４ 観察・実験の手順

（１）地震波伝達装置の準備

ア たこ糸の先端におもりをつけ，たこ糸を

角材に２０ｃｍ間隔でつり下げて画鋲で

固定する。

イ 輪ゴムを３本結ぶ。角材をスタンドで固

定し，おもりを結んだ輪ゴムで繋げる。

ウ 別のスタンドに竹ひごを２本固定し，そ

の他端を地表面に見立てる板に固定する。

エ 角材の端についたおもりと，地表面に

立てる板を６０ｃｍのたこ糸で繋ぐ。板

の上には建造物に見立てた箱を置く。

（２）モデル実験の手順

板とつないでいない方のおもりをゆっくりと斜めに引き上げ，手を放す。連結されたおもりに

震動が伝わっていくようすと，その先に繋がった板と箱の動きを観察する。
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

実験の後，生徒からは「おもりが前後に揺れた」「その後に左右に揺れた」「板がカタカタ揺れ

た」「板が左右に揺れた」「箱が倒れた」といった，観察結果が得られる。その後，地震波の記録

を示し，記録のどの部分が自分たちで観察した揺れなのか，意見を発表させる。最初の前後の揺れ

を示す部分がＰ波（縦波），その後にやってくる左右の揺れがＳ波（横波）であることに気づかせ，

地震波の記録から初期微動継続時間を求める実習を行う。

６ 器具の扱い方等

（１）指導面

１回の演示実験で観察できるポイントは限られているため，何度か繰り返し行って，おもりを

伝わっていく縦波（前後方向の動き）と横波（左右方向の動き），板やその上の物体の揺れ方を

観察させたい。

（２）安全面

おもりを大きく動かしすぎると，スタンドが倒れてしまうことがあるため注意する。また，お

もりの動きをよく見ようとして，顔を近づける生徒がいるが，おもりがぶつからないように気を

つけさせる。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 地震の伝わり方と地球内部の働き

２ 単元のねらい

自身の体験や記録をもとに，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気づく。また，地震の原

因を地球内部のはたらきと関連づけてとらえ，地震にともなう土地の変化のようすを理解する。

３ 指導計画（全６時間）

地震とは何か（２時間）

地震の揺れからわかること（１時間）

地震による地面の揺れ方と大きさ（２時間，本時１／２）

地震の起こる場所（１時間）

４ 学習問題

地震の揺れはどのように地面を伝わっていくのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・地震計の記録と地面の揺れの伝わり方に関心をもち，それに関するモデル実験に対して意欲的

に観察しようとしている。 （関心・意欲・態度）

－ 30 －



- 31 -

・地震計の記録からＰ波とＳ波の届いた時間を読み取り，初期微動継続時間を求めることがで

きる。 （観察・実験の技能）

（２）展開 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 地震波はどのように伝わるかを確認し，ある地点 ・地震計の記録は，後に実習２で扱う「岩

での地震計の記録を提示する。 手・宮城内陸地震」における仙台での記

・地震はどのように揺れるのか，自分の経験を振り 録を用いる。

返ろう。

地震の揺れはどのように地面を伝わっていくのだろうか。

２ 地震波伝達装置を用いたモデル実験をする。 ※モデル実験に対して，意欲的に観察して

・端のおもりを揺らしたら，そのゆれはどのように いる。 （関心・意欲・態度）

伝わっていくだろう？

３ 結果の確認をする。 ・モデル実験を繰り返しながら，おもりが

（予想される生徒の反応） どのように動いて揺れを伝えているのか，

・おもりが前後に揺れた 連結させたおもりと，その先にある板や

・その後に左右に揺れた 箱に目を向けさせる。

・板がカタカタ揺れた

・板が左右に揺れた

４ 地震計の記録のどこに，縦波と横波が記録されて ・地震波の記録を，個人用と班用に拡大し

いるだろうか。 た物を配布して，観察できた縦波と横波

・記録を拡大した物に，それぞれの考えを記入し， が，記録のどの部分にあたるのかを考え

発表する。 させる。

・考えを確認したところで，縦波と横波をＰ波とＳ

波と呼ぶことを紹介し，それぞれの特徴を説明す

る。

５ 地震の記録から初期微動継続時間を読み取る。 ※地震計の記録からＰ波とＳ波の届いた時

・Ｐ波の到達時間 １３秒 間を読み取り，初期微動継続時間を求め

・Ｓ波の到達時間 ２４秒 ている。 （観察・実験の技能）

初期微動継続時間

＝Ｓ波の到達時間－Ｐ波の到達時間

＝２４秒－１３秒＝１１秒 ・机間指導の中で，初期微動継続時間の求

め方に気づいた生徒に発表させる。
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６ まとめをする。

・地震の揺れは，Ｐ波とＳ波に分かれて地面を伝わる。

・速度の速いＰ波が到達した場所では小さな揺れ（初期微動）が起こる。

・初期微動の後に，速度の遅いＳ波が到達すると，大きな揺れ（主要動）が起こる。

・初期微動到着から主要動到着までの時間を初期微動継続時間という。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）実験装置と板をつないだとき，板がなかなか安定せず，ちょっとした揺れで上の建造物モデル

が倒れてしまった。

＜対処法＞

・竹ひごの強度にもよるのかと思うが，今回は小型のプラスチックのバットを板の代わりに使用し，

その中にバランスを取るためのおもりを置いた。

（２）「横波は見てわかるが縦波がわからない」という生徒が多い。

＜対処法＞

・おもりの動きに注目させて実験を繰り返し行い，おもりが次のおもりへぶつかって揺れを伝えて

いることに気づかせる。また，「横波が左右に動く波であることに対して，縦波は上下に動く波

ではないか？」と言う生徒に対しては，既習事項である音の伝わり方を引き合いに出して，縦波

は進行方向に震動を伝える波であることを説明した。

２ 経験談から

今回の実践では，北海道立教育研究所附属理科教育センターの理科教育資料の中にある宮嶋衛次

先生の論文を参考に地震波伝達装置を作成しました。生徒の様子を見ると，揺れの伝わり方を視覚

的に捉えることはできたようです。他にもインターネット上では縦型の地震波伝達装置が掲載され

ていましたので，これらの情報をもとに今後もより良いモデル実験の方法を模索したいと思います。

また，今回参考にした文献には，れんがと寒天を用いて物性の違いが揺れの伝わり方の違いに関わ

ることに気づかせるモデル装置が掲載されています。こちらも，地震波を利用して解明された地球

内部の構造の学習に役立てることができるのではないでしょうか。地球内部の話はどうしても映像

学習や用語を覚える学習になりがちですが，モデル実験の結果を映像や様々な資料と結びつけなが

ら，生徒の思考力や知識を育んでいきたいと思います。

参考文献

１）中村日出夫・他５７名 共著（２０１２）「理科の世界１年 教師用指導書」大日本図書

２）宮嶋衛次 著 平成１０年度理科教育資料環境教育編「地震に伴う現象と人間生活」北海道立教

育研究所附属理科教育センター
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地層の重なりと過去の様子

Ⅰ 土砂の動きをわかりやすく実感できる「地層の堆積」に関する観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省 ２００８）では，地層の重なりと過去の様子の学

習に関して，「地層の成因や堆積環境，生成年代を推定することを通して，大地は長い時間と広い

空間の中で変化していることを理解させることがねらいである」としている。そのためには，地層

の成因や堆積環境の説明に適した教材を効果的に活用していくことが大切である。

本実践では，校外での露頭観察が困難な学校においても，臨場感や実感を伴って，主体的に地層

の学習に取り組むことのできる教材の工夫や指導方法を追究したい。

そのための学習として，まず小学校６年生で扱った地層をつくる岩石について確認するための粒

度表をつくる実習を行い，岩石は粒の大きさによって名称が異なること，さらにその手触りの違い

や具体的な数値の違いを理解させる。次に，水中に入った土砂が条件の違いによってどのようにふ

るまい，どのような堆積を起こすのかを調べる実験を行うことで，地層の堆積に関する科学的な見

方や考え方を広げさせたいと考える。

２ 準備するもの ※４人で１グループとして表記

器具

○実習１：粒度表づくり

・土砂

・ふるい（０．０６ｍｍメッシュ１個， →

２ｍｍメッシュ１個）

・厚紙（粒度表の印字をしたもの）

・ボンド ふるい 粒度表，ボンド

○実習２：流水中での土砂の動き調べ

・泥，砂，れき（各スプーン大さじ１杯）

・カップ麺の容器（１） →

・小型の紙コップ（１）

・スプーン（１）

・水 流水中の土砂の動きを調べる教具

○実習３：水中での土砂の堆積調べ

・土砂

・アクリルパイプ（内径２１ｍｍ 長さ１ｍ）

・ゴム栓４号（２）

・パッド（大１ 小１）

・レール（カーテンレール等）（１）

・ビーカー２００ｍＬ（１）

・水 静水中の堆積を調べる教具

流水中の堆積を調べる教具

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

土砂は粒の大きさによって，名称が異なること，また，土砂は流水のはたらきによって海底に運

ばれ，そこで堆積して地層ができることを確認する。
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４ 実験・観察の手順・様子

（１）実習１：粒度表づくり

ア およそ，１００ｇの土砂を用意し，重ねた二つのふるい

（下段０．０６ｍｍ，上段２ｍｍ）にかける。

イ 分かれて出てきた泥，砂，れきをそれぞれボンドを塗っ

た厚紙にふりかける。

ウ ２０～３０分そのままにして乾かす。

作製した粒度表

（２）実習２：流水中での土砂の動きを調べる

ア カップ麺の容器の中央に小型の紙コップを貼る。（中央付近が

うずの中心となりそこに土砂が集まってしまうのを防ぐため）

イ 水を容器の上部付近まで入れ，泥（砂，れき）をスプーン大さ

じ１杯入れる。

ウ 流水の速度がほぼ一定になるようにしてスプーンで撹拌し，各

容器中の泥，砂，れきの動きを比較する。

～様子～ 流水中での泥や砂の動きを調べている様子

・れきや砂 → すぐに沈み，底を移動する。

・泥 → 沈まず，流水にのって移動する。

＜考察させること＞

・れきや砂などの大きな粒は，底をはうようにして進むため，移動速度は遅い。

・泥は，沈まず水の流れに沿って進むため，移動速度が速い。

（３）実習３：水中での土砂の堆積のしかたを調べる

ア 静水中での土砂の堆積

（ア）アクリルパイプに水を注ぐ。（上部３～５ｃｍ下まで）

(イ）土砂（れき，砂が入ったもの）をスプーン２杯ほど入れる。

（ウ）アクリルパイプを上下反転させて，水中を土砂が落下していく

様子を調べる。

（エ）（ウ）を数回繰り返し，粒の大きさによる落下速度の違い，堆積

後の粒の集まり方をよく確認する。

～様子～

・大きい粒は速く沈み，小さい粒はゆっくり沈む。

・下から上に向かい，大きい粒から小さい粒へと堆積する。

静水中での堆積の様子

＜考察させること＞

・れきや砂は，水中を速く落下し，泥はなかなか落下しない。

・下から上に向かい，れき→砂→泥の順で堆積する。

・同じ大きさの粒同士で水平に堆積していく。

イ 流水中での土砂の堆積

（ア）パッド大にパッド小を重ね，パッド小の容器の上部まで溢

れるくらいに水を注ぐ。

（イ）レールの先を水面より１～２ｃｍ水中に入れ，レールの上

（水面よりやや上）にスプーン大さじ１杯の土砂を置く。

（ウ）レール上部から１００～２００ｍＬの水を一気に注ぐ。

（エ）土砂がパッド内に広がっていく様子を調べる。 流水中での堆積の様子
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～様子～

・れきはレールの先からすぐに沈み，その奥に砂が沈む。

・泥は沈まずに流水にのって，パッドの端まで進んでいく。

＜考察させること＞

・れきや砂は，岸の近くに短時間に堆積する。 ・泥は，沖合に運ばれゆっくりと堆積する。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

れきや砂が河口付近に短時間で堆積し，泥は沖合まで運ばれ長い時間をかけて堆積することを見

い出させる。また，地域にある露頭の観察や撮影した露頭の写真を活用し，その地層がどんな堆積

岩でできているかを考えさせ，モデル実験で学んだことが実際の地層の様子を説明する根拠となる

ことに気づかせる。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

水中での土砂の動きについては，わずかに条件が変わるだけでねらいとする結果が得られなく

なる場合が多いので，土砂や水の量，水路の長さなど細部までしっかりと実験方法を確認させる

必要がある。

（２）安全面

本実験においては，加熱や薬品を使わないので，大きな危険は予想されないが，土砂の採取や露

頭の実地踏査などを行う場合は，がけの崩落や転石などに十分注意する必要がある。また，ヘルメ

ットや軍手，安全靴などを着用し，危険箇所には近づかないようにする。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 地層の重なりと過去の様子

２ 単元のねらい

土砂の堆積に関するモデル実験を行い，粒の大きさによって水中での動きが異なることを見い

だし，地層のでき方，重なり方の規則性を理解することができる。

３ 指導計画（全６時間）

地層のでき方（２時間，本時 １／２，２／２ ）

地層の調査 （２時間）

堆積岩と化石（２時間）

４ 学習問題

地層はどのようにできるのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・れき，砂，泥など，粒の大きさと水中での進み方の関係を調べ，土砂の堆積のようすと関連づ

けて考察することができる。 （科学的な思考・表現）

・地層のでき方や規則性を理解し，説明することができる。 （知識・理解）
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（２）展開例 （２時間扱い） ※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ １ 教師の発問について考える

発問１：これは何だろう？ ・泥団子づくりでは，「水」と「圧力」

→泥団子（生徒） が大事な要素であることを確認する。

発問２：これはどうやってつく

る？ →水をつけて固める（生徒） ・地層も泥団子と同様な条件でできるこ

発問３：地層はどこでできる？ とを伝え，地層ができる場所を考えさ

→水の底，海底（生徒） せる。

２ 本時の課題を聞く

課題：地層をつくる土砂の粒の大きさを調べ，

粒の大きさによって，水中での進み方が

どのようになるのか調べよう

３ 実験を行う。

【実習１】粒度表づくり

目的：土砂の粒は大きさによって名称が異なる ・一班あたり４人で，協力し合ってふる

ことを知り，その手触りの違いを知る。 い分けを行わせる。

①重ねた２つのふるいに土砂を入れてよく振

り，分かれたれき，砂，泥を厚紙に貼り付 ・それぞれの粒をボンドの上におおよそ

け，粒度表を作成する。 均等にふりかけさせ，２０～３０分乾

②泥と砂の手触りの違いが小麦粉と砂糖の手 燥するのを待って，カバーに入れさせ

触りの違いに似ていることを確認する。 る。

【実習２】流水中での土砂の動きを調べる

目的：れき・砂・泥の各粒が流水中でどのよう ・流水の速度がなるべく一定になるよう

に動くのかを知る。 にスプーンで撹拌させる。

①れき・砂・泥をそれぞれ水の入った容器に ・特に粒の浮き沈み，粒の移動速度に着

入れて，流水を発生させる。 目させる。

②流水によってそれぞれの粒がどのように動

くのか調べる。 ※砂と泥とでは，移動の仕方が大きく異

なり，それが砂と泥の移動距離の大き

な差になることを考察できる。

（科学的な思考・表現）

４ 本時のまとめを行う。

・土砂は，大きいものから順にれき，砂，泥にわけられる。

・流水中を移動するとき，れき，砂は底をはうように進み，泥は流水にのって進む。

２ １ 本時の課題を聞く ・前時に行った流水中での土砂のふるま

いを確認し，それらの粒が水の中でど

課題：水中で土砂はどのように堆積するの のように堆積していくか予想を立てさ

だろうか？ せる。

（地層はどのようにできるのだろうか？）
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【実習３】水中での土砂の堆積を調べる ※進んで実験に参加し，水中での土砂の

目的：土砂が水中でどのように堆積するのかを 動きについて調べようとする。

知る。 （関心・意欲・態度）

・静水中での土砂の堆積

①アクリルパイプに水と土砂を入れ，両端を ・パイプの上下を反転させて，一人一回

ゴム栓でふさぐ。 確認させる。

②パイプを垂直に立て，静水中を土砂がどの ・大きい粒ほど落下速度が速いこと，ま

ように落下していくかを調べ，ワークシー た，同じ大きさの粒は，水平に堆積す

トに記入する。 ること等が見いだせるよう助言を行う。

・流水中での土砂の堆積

①パッドを二つ重ね合わせて，水を溢れるく ・この装置が，河口付近の堆積モデルで

らい注ぐ。 あることを確認する。

②設置したレールの水面からすぐ上の部分に ・水の量が適切か確認し，少ない班は補

土砂をのせ，水を一気に流す。 充させる。

③土砂がパッドの中を広がっていく様子を確

認し，堆積したれき，砂，泥の様子をワー ※流水によって堆積する粒の様子を河口

クシートに記入する。 付近の堆積と重ね合わせて考察し，地

層のでき方を説明することができる。

２ 本時のまとめを行う。 （知識・理解）

・地層はおもに河川から流入した土砂によって海底にできる。

・河口付近では，岸から沖合にかけて，れき → 砂 → 泥の順に堆積する。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）河口付近の堆積を再現するモデル実験がうまくいかない。（大きな粒が手前，小さな粒が奥に

ならない）→ 実習３：流水中での土砂の堆積を調べる実験

＜対処法＞

ア 土砂を水面のすぐ上部（レールの先）に置き，水を流す理由

↓

土砂が長い距離レール上を移動すると，大きい粒ほど速度

が増し，パッドの先の方まで進み，小さい粒ほど速度が遅く，

パッドの手前に堆積してしまうため，できるだけ土砂のレール

上の移動距離を短くし，一気に押し出す必要がある。 流水中を土砂が堆積する様子

※水流は，底面との摩擦のため，上部と下部の

速度の差が大きい。特に自然界の河川と違い

水路実験の深度では，その差が顕著に表れて

しまう。種々の水路実験では，この点を大い

に考慮する必要がある

（モデル図 ： 粒の大小による当たる流水の速度の違い）

－ 37 －



- 38 -

イ パッドを二つ重ねて容器いっぱいまで水を入れる理由

水面が低いと，流水がパッドの先の壁面にぶつかり，負圧による逆方向の流れが生じ，泥が

手前に戻されてしまうため，流水がパッドの端からこぼれるようにして流水の進行方向を一定

にさせ，泥が流水にのって遠くへと進んでいく様子を作り出す工夫を行っている。

（２）実際の露頭で見られる地層の堆積の成因がよく分からない。

＜対処法＞

千葉県内の露頭における地層のでき方については，各種文献に詳細に掲載されている。よく間違

える例としては，砂岩層や礫岩層があると，河口付近で堆積したと思ってしまうが，大量の土砂

が海底谷の流れにのって一気に沖合まで運ばれてできた砂岩層などが千葉県内には多数有り，誤

った説明にならぬよう実際の露頭で見られる地層の成因についてはよく文献を調べておく必要が

ある。

※インターネットで「千葉県の地層探検」（制作：千葉県総合教育センター）を検索すると，県内

の露頭や地形についてのデータが数多く掲載されており，その特徴や成因などがわかりやすく解

説されている。

２ 経験談から

千葉県は，豊かな自然に恵まれており，特徴的な地形や露頭が見られる場所が数多く存在してい

ます。ただ，それらの成因を生徒達に分かりやすく説明するのは，なかなか難しい部分があります。

そこで，自然事象を再現するようなモデル実験が非常に大切だと考えます。しかし，地学領域に関

するモデル実験は他の領域に比べてもスケールの違い等から困難な場合が多くあり，分かりやすく

教えるための教材・教具の開発の余地がまだあると思います。ぜひ，今後とも多くの理科教員が知

恵を出しあって地学領域に関する効果的な教材教具を開発していけたらよいと感じています。

参考文献

１）有馬朗人ほか５６名 共著（２０１２）「理科の世界１年 教師用指導書」大日本図書
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生命を維持する働き

Ⅰ 生徒一人一人が消化液に含まれる消化酵素の働きを簡単に確認できる観察・実験例

１ 実験のあらまし

わたしたちが食べている食物は，歯で噛み砕かれ，消化管の運動で細かく砕かれて，消化液にふ

くまれる消化酵素のはたらきで分解されることによって吸収されやすい物質になる。食物にふくま

れる成分ごとに，分解を行う消化酵素が決まっていて，分解の結果，決まった種類の物質がつくら

れる。その消化酵素のはたらきを調べるためには，体内にある消化酵素を使う必要があるが，実際

に取り出すことは学校現場では不可能である。市販されている薬品を使う方法もあるが，自分の体

内にある消化酵素を使うことは自分のからだをみつめる意味で価値がある。簡単に取り出せるだ液

を使えばデンプンにはたらく消化酵素のはたらきを調べる実験を行うことができる。また，指示薬

（ヨウ素液，ベネジクト液）の使い方と反応からわかることを理解したり，対照実験の必要性も併

せて理解できる。

２ 準備するもの ※個人実験１人あたり

（１）器具

・試験管４本 ・試験管ばさみ２本 ・こまごめピペット２本 ・ビーカー（１００ｍ L）１個

・試験管立て ・加熱器具（ガスバーナー） ・沸騰石 ・脱脂綿 ・ピンセット

（２）材料・試薬等

・デンプン（片栗粉・ジャガイモデンプン） ・ヨウ素液 ・ベネジクト液

３ 学習前の観察・実験の指導の手だて

・実験に使用するデンプンは，片栗粉（ジャガイモデンプン）を用いて溶液を作る。可溶性デン

プンでは，だ液を加えなくてもベネジクト液が反応することがある。

・だ液の採集を嫌がる生徒のことを考慮して，実験の意義や採集方法を十分説明しておく。

だ液の採集方法としては，脱脂綿を丸めて口に含み，十分にだ液を染みこませてから取り出

しビーカーに絞り出す方法や，先に口に水を含み，その後脱脂綿を口に含んでだ液を染みこ

ませる方法がある。人前で行うことが嫌がる場合は場所などの配慮をしてあげるとよい。

・だ液を加えた試験管と水を加えた試験管をはっきり区別するために，それぞれの試験管に印

をつけておくと間違いを防ぐことができる。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）デンプン溶液の作成手順

ア デンプン（片栗粉，ジャガイモデンプン）１ｇを水１００ｍＬに加え，加熱して溶かし，デン

プン溶液をつくる。時間の関係で授業前に作っておいて冷蔵庫に保管した方が良い。

イ ２本の試験管にデンプン溶液を５ｍＬずつ加える。（試験管ＡとＢ）

（２）だ液の採集

脱脂綿を使ってだ液をビーカーに集める。

（３）デンプンにだ液を加える

試験管Ａにだ液を２ｍＬ，Ｂの試験管に水を２ｍＬ加える。

（４）２本の試験管を温める。

試験管ＡとＢをおよそ１０分間，手で握って温める。その場合，片手で２本握っても，両手

に１本ずつ握っても，構わない。
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（５）Ａ，Ｂの溶液を分ける

試験管Ａ，Ｂをそれぞれ２つに分け，Ａ①，Ａ②，Ｂ①，Ｂ②とする。

（６）ヨウ素液を加える

Ａ①，Ｂ①にヨウ素液を加え，色の変化を見る。加えるヨウ素液は２～３滴でよい。

（７）ベネジクト液を加えて加熱する

ア Ａ②，Ｂ②にベネジクト液を加え，試験管に沸騰石を入れ

て加熱し，色の変化を見る。

イ 突沸を防ぐには試験管内の液量を１/４以下にしておく。

ウ 加熱するときは試験管を傾けて液面の上部を静かに振りな

がら，口を人の方に向けないようにする。

（８）変化の様子

４本の試験管（Ａ①，Ａ②，Ｂ①，Ｂ②）の色の変化を

表にしてまとめ，色の変化から考察を行う。

５ 学習後の観察・実験の指導の手だて

４本の試験管の結果をきちんと整理して，デンプンがだ液によってデンプン以外の物質に変化し

たこと，その物質がベネジクト液で糖に変化したこと，そして，だ液の代わりに水を加えた試験管

ではデンプンが分解されないことを確認できる。また，水を加えた試験管を用意したことから対照

実験の意味とその必要性を理解させる。

ベネジクト液の反応については，教科書に「赤褐色」の沈殿ができると記述されているが，実際

には，黄色，オレンジ色，赤褐色と色に幅が出ることが多い。それらについてはすべてデンプンが

分解されて変化することを説明し，色の違いは含まれる糖分（麦芽糖）の量によるものであること

を併せて説明する。
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６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

この実験はだ液の採集からヨウ素液やベネジクト液を使って色の変化を調べるまで，生徒

一人一人が実験を行うことができる。グループ実験と違い，方法から結果を出す，記録する

など，自ら実験に責任を持つことが要求される。指導する立場としては，器具，薬品の準備

から，実験操作，結果の処理から考察を行うところまで生徒全員に指導するために大変な面

も多いが，実験を行う力量をつけるには最適な内容である。

（２）安全面

ヨウ素液，ベネジクト液は危険性の高い薬品ではないが，適量を説明し，過剰に使用しない

ことを指導する。ベネジクト液の反応を調べるためにガスバーナーで加熱するが，沸騰石を入

れ，加熱時に突沸させないように注意させる。

（３）その他

試験管を区別するために，試験管にラベルを貼ると良い。この実験の発展として，温度条件

を変えて調べると，だ液にふくまれる消化酵素の働きにつながっていく。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 生命を維持する働き

２ 単元のねらい

だ液は，デンプンを分解する働きがあることをヨウ素液やベネジクト液の反応から推察する。

また，水を加えた試験管を使うことにより，対照実験の意味と必要性を理解する。

３ 指導計画（全１４時間）

呼吸（２時間）

血液と循環（４時間）

消化と吸収（８時間，本時２／８）

４ 学習問題

だ液は，デンプンを何に分解しているのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・だ液の働きを，対照実験の結果から消化液や消化酵素の存在や働きを推定し，自らの考えを導

きまとめ，表現できる。 （科学的な思考・表現）

・原因を明確にし，対照実験を行う方法を身につけるとともに，試験管の中の液体を加熱すると

きに，突沸を防ぐ操作を身につけている。（観察・実験の技能）
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（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 食物に含まれる養分について確認する。

・有機物には炭水化物，脂肪，タンパク質が ・炭水化物，脂肪，タンパク質のはたらきとそれ

ある。 ぞれが多く含まれる食物を確認させる。

・他に，ビタミン，食塩，カルシウムなどの ・無機物のはたらきを確認させ，体をつくるもと

無機物がある。 になることを確認させる。

２ 体にとって必要な養分は大きな分子である ・吸収しやすい形に変化させる必要性を考えさせ

ことから，そのままでは体内に取り入れるこ る。

とはできない。体内に取り入れるには，どの

ようにしたらよいか考える。

だ液は，デンプンを何に分解しているのだろうか。

３ 手順に従って実験を行う。

（１）だ液を採集する。 ・だ液の採集に配慮する。

（２）試験管Ａにだ液２ｍＬ，試験管Ｂに水 ・こまごめピペットの使い方を確認させる。

２ｍＬを加える。

（３）試験管ＡとＢを手で１０分間温める。 ・時間は各自で確認させる。

（４）試験管ＡとＢをそれぞれ２つに分け， ・手で温める目的を考えさせる。

試験管Ａ①，Ａ②，Ｂ①，Ｂ②とする。 ・４本の試験管をきちんと区別できるようにさせ

る。

（５）試験管Ａ①と試験管Ｂ①にヨウ素液を ・ヨウ素液の反応を確認させる。（色，性質）

２，３滴加え，色の変化をみる。

（６）試験管Ａ②と試験管Ｂ②にベネジクト ・ベネジクト液の反応を確認させる。

液を少量加え，沸騰石を入れて加熱し， ・突沸を防ぐ手立てをさせる。

色の変化をみる。

※突沸を防ぐ操作を身につけている。

（観察・実験の技能）

４ 実験結果を表にまとめ，考察を行う。 ※実験結果から，消化液や消化酵素の存在やはた

・デンプンは何に変化したか。 らきを推定し，自分の考えをまとめることがで

・デンプンを変化させたものは何か。 きる。 （科学的な思考・表現）

・デンプンに水を入れた試験管を用意した理 ※だ液のはたらきを，対照実験の結果から考察す

由は何か。 ることができる。 （科学的な思考・表現）

５ まとめる。

だ液は，デンプンを分解して変化させるはたらきがある。
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）だ液をうまく採集できない。人の目を気にしてだ液を集めるのに時間がかかる。（嫌がる）

＜対処法＞

・グループ実験で行うと，だ液を採集するのを嫌がる生徒が多く，採集に時間がかかり，その後の

実験操作に影響することがあるので，この実験について一人ずつ行う（個人実験）ことが望まし

い。

・周りの目が気になる場合は，廊下か理科室の端で行うなど配慮をする。

・ビーカーに集めるのを嫌がる場合は，紙コップを用意し，使用後は捨てさせる。

・脱脂綿以外に大型の綿棒を１分間ほど口の中に入れてだ液を含ませてもよい。

・口に含む水を多すぎないようにさせる。

（２）試験管を加熱するときに突沸させてしまう。

＜対処法＞

・試験管内の液量が１／４程度にすることと沸騰石を入れることを確認させる。

・加熱時，試験管を傾けて，試験管の口を人の方に向けないこと，少しずつ振ることを確認させる。

・加熱器具（ガスバーナー）の炎を弱めにする。温度が高いと突沸しやすい。

（３）実験結果がうまく出ない。

＜対処法＞

・だ液の採集の時，水が多すぎて，だ液の量が不足した場合，デンプンの分解が不十分になる。

・使用したデンプンが可溶性デンプンの場合，だ液を加えなくてもベネジクト液の反応が出てしま

う可能性がある。

２ 経験談から

・教科書には試験管を１０分間温める場合，３６℃ぐらいの水を使う実験が記載されています。生

徒全員でだ液の実験を行う場合，適温の水を用意することが困難です。今回のように手で温めて

も同様の効果が出るので，３６℃ぐらいの水とビーカーを使わなくても済みます。

・実験の最初にだ液を集めることを嫌がるので，事前に実験の目的をきちんと説明しておいた方が，

実験を進めやすくなります。

・ヨウ素液の色の反応は個人差を生じませんが，ベネジクト液の反応については，教科書に記載さ

れている，「赤褐色」の色とは違う色になることが多く見られます。原因はデンプンが分解され

てできる糖の量だと考えられます。教科書の「赤褐色」の色に近づける方法がなかなか見つけに

くいので，研究の余地があります。

・この実験は生徒一人一人が多くの操作を行い，結果を出していくので，実験技能の向上を図る上

で最適な内容です。

参考文献

１）中村日出夫ほか５７名 共著(２０１２)「理科の世界２年 教師用指導書」大日本図書

２）霜田光一ほか２５名 共著(２０１２)「中学校 科学２ SCIENCE」学校図書
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生命を維持する働き 

Ⅰ ドジョウを使った毛細血管の観察の実験例 

 

１ 観察・実験のあらまし 

  毛細血管の観察は，生きた動物が題材として取り扱われる数少ない単元である。教科書では，チャ

ック付きポリエチレン袋に，メダカと水を一緒に入れ，尾びれの様子を顕微鏡で観察する方法が紹介

されている。しかし，メダカは生命力が弱く，必要以上に触れたり，長い時間観察をしたりしている

と弱ってしまい，観察中に死んでしまうこともある。そのため，観察時間は１～２分にとどめなけれ

ばならず，顕微鏡の操作技能が低い生徒には観察が困難である。袋に水を多く入れれば観察可能時間

は伸びるが，メダカの動きが激しくなるため，観察の難易度は高くなってしまう。 
  そこで，本実験では，より生命力の強いドジョウを用いて観察を行う。ドジョウを使うことによっ

て，観察時間をのばすことが可能となる。また，ドジョウは，氷水に入れると仮死状態になり，動か

なくなる。数分後水に戻せばほとんどの個体が再生する。袋の中にほとんど水を入れなくても長く生

きることができ，仮死状態で動きが止まっているので顕微鏡での観察も容易にできる。このため，メ

ダカで実験を行うよりもドジョウで行ったほうが，毛細血管内の流れまで確認できる生徒が格段に増

える。 
  メダカで本実験を行うと観察後，多くのメダカが死んでしまうため，この実験を敬遠する例は少な

くないのではないかと予想される。特に，クラス数の多い学校では学級ごとの進度の関係もあり，百

匹を超えるメダカを飼育しておかなければならず，手軽な実験とは言い難い。ドジョウであれば用意

しておく個体数を３分の１以下に抑えることができる。さらに，食用のドジョウは比較的安価である

ため，ヒメダカと同等の値段で購入が可能であることも本実験の特徴といえる。 
   
２ 準備する器具など  ※４人で１グループとして表記 個人実験でも可 

  ・食用ドジョウ１匹 （１００ｇあたり３６０円で購入できた。※１００g で２３匹程度） 
  ・氷 
  ・バット 

・チャック付きポリエチレン袋（写真は７０ｍｍ×１０ｍｍ ６５枚入り１００円程度） 
 ・顕微鏡 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

     川魚の佃煮などを扱っている店舗      チャック付きポリエチレン袋 

 
３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  本実験では生きた題材を取り扱うので，単なる知識の定着にとどまらず，生徒の生命尊重の心を育

てることも大切であると考える。中学校の道徳の内容の中にも示されている「生命の尊さを理解し，

かけがえのない自他の生命を尊重する」「自然を愛し，美しいものに感動する豊かな心を持ち，人間の

力を超えたものに対する畏敬の念を深める」の項目に対しても関連付けて授業を行うことを意識した

い。 
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  今の中学生はドジョウという存在は知っていても，実際に触ったことのある生徒はほとんどいない。

よく見る機会のある金魚やメダカなどとは，明らかに異なる動きを見せるドジョウの様子をしっかり

観察させたい。特定の魚にしかないひげや，腸呼吸を行う様子（水面に上がってくる）などにも注目

させ，題材に対する興味を高めさせたい。 
  ドジョウの生命力を強調しすぎると，生徒たちは題材を雑に扱う傾向にある。あくまでも学習のた

めに生きた題材を使っているということに重点を置き，大切に取り扱わせるように心がけている。 
 
４ 実験・観察の手順・様子 

（１）ドジョウを仮死状態にする様子 

 ア 網を使い水槽からドジョウを取り出す。 
 
 
 
 
 
                               
 

   水槽内のドジョウ 

イ 取り出したドジョウを氷水入りのバットに入れる。 
 
 
 
 
 

 
 

                                   氷水に投入 

 ウ 仮死状態になったドジョウをチャック付きポリエチ 
  レン袋に入れる。 
 
 
 
 

袋内で仮死状態のドジョウ 

                                

（２）顕微鏡による観察 

 
 
 
 
 
 
 
 

     顕微鏡での観察の様子             尾びれの先端の様子 
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  毛細血管は非常に細く，赤血球が一列になって流れていることに気付かせたい。尾びれには血管に

よっては太いものもあるので，正確に毛細血管を探すことができたかどうかを確認する必要がある。

ワークシートを用いて，赤血球の大きさと血管の太さについての比較を書かせるなどして血管の太さ

に焦点を当てさせるよう支援したい。また，事前の注意点の確認で，流れる方向や流れる速度につい

ても確認するように促している。さらに，観察後，話し合い活動や発表をさせることにより，基礎知

識や上記の確認事項の定着を図り，細かなところを見過ごしてしまった生徒も要点を押さえられるよ

うに配慮している。 
  生きた題材を使っているからこそ，生命に対する感謝の気持ちとともに，学習すべき内容をしっか

りと生徒たちに印象付けていくように意識しながら支援している。 
 
６ 題材の扱い方等 

（１）指導（準備） 

 ア ドジョウの水槽には水を半分くらい入れる。（ドジョウが水面から跳ねることがあるため） 
イ 氷は板状のものを用意し，氷の上にもドジョウがのせられるようにする。（大きめなドジョウは氷

に直接のせたほうが早く仮死状態になる。） 
ウ 観察中に再生して動き出してしまった場合，連続で仮死状態にさせるとドジョウも弱る傾向にあ

るので，再生したドジョウは水槽に戻し，別の個体で実験を行う。 
（２）安全面 

   特になし 

 

Ⅱ 指導の例 

 
１ 単元名 生命を維持する働き 

 
２ 単元のねらい 

 消化や呼吸，血液の循環についての観察・実験を行い，動物の体が必要な物質を取り入れ運搬し 

ている仕組みを観察・実験の結果と関連付けてとらえること。また，不要となった物質を排出する 

仕組みがあることについて理解すること。 

 

３ 指導計画（全９時間） 

  呼吸（1時間） 

  血液とその循環（３時間，本時２／３） 

  消化と吸収（５時間） 

 

４ 学習問題 

  

 ドジョウの尾びれの毛細血管には血液がどのように流れているのだろうか。 

 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・ドジョウのからだを流れる血液の流れに関心を持ち，意欲的に探求しようとするとともに，生命

を大切に扱おうとすることができる。              （関心・意欲・態度） 

  ・ドジョウを傷つけないように扱い，顕微鏡を正しく操作し，毛細血管や血液の様子をとらえ，ワ

ークシートに記入することができる。            （観察・実験の技能） 

  ・毛細血管の太さや流れの仕組みを理解し，その知識を身につけることができる。（知識・理解） 
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（２）展開例                                   ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 前時の学習内容の確認する。 

○体のすみずみまではりめぐらされた血管の種類を発

表する。 

・動脈 

・静脈 

・毛細血管 

○毛細血管はどのぐらいの太さだったか発表する。 

・赤血球が一列に並ぶ程度 

・０．０１ｍｍくらい 

 

 

 

 

２ 水槽内のドジョウを見せ，その特徴を挙げる。 

・常に底のほうにいる。 

・たまに上にあがってくる。 

・細長い。 

 

 

 

３ ドジョウの尾びれを顕微鏡で観察する。 

① ドジョウを水槽から取り出す。 

②水の入ったバットにドジョウを入れ，ドジョウを仮

死状態にする。 

③ドジョウが動かなくなったら，チャック付きポリエ

チレン袋に入れ，口を閉じる。 

④顕微鏡で尾びれの部分を観察する。 

⑤素早くスケッチを描く。 

⑥描き終わったらドジョウを水槽に戻す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 観察した内容をワークシートにまとめる。 

・血管の太さ（前時の復習も含む） 

・血液の流れる方向 

・毛細血管内の赤血球流れる速度 

 

５ ワークシートにまとめたことについて発表する。 

 

・前時の学習内容について発問し，発表さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・メダカや金魚など，身近な魚との違いに

ついてとらえさせ，小さなことでもいい

ので挙げさせる。 

※ドジョウに対して関心を持ち，意欲的に

観察し，その特徴を指摘しようとする。

（関心・意欲・態度）

 

・血管を流れる赤血球が何列になって流れ

ているかを確認するように指示をしてお

く。 

・血管を流れる血液の向きや速さに注目す

るように支援する。 

・大きいドジョウについては濡れた氷の上

に直接のせるように伝える。 

・できるだけ手早く観察が終えられるよう

に声かけをする。 

・観察後はよく手を洗わせる。 

※ドジョウを傷つけないように扱い，顕微

鏡で毛細血管の様子を観察する技能を

身につけている。  

（観察・実験の技能）

※赤血球の流れに着目し，毛細血管内で同

じ向きに一定の速さで流れていること

を理解し，知識を身につけている。   

（知識・理解）

 

・ポイントを左記３点に絞ってワークシー

トに記入させる。 

 

 

 

 

ドジョウの尾びれの毛細血管には血液がどのように流れているのだろうか。 
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・毛細血管は赤血球が一列になって流れる程度の太さ

である 

・毛細血管内で赤血球が流れる方向は一定である 

・毛細血管内で赤血球が流れる速度は一定である 

 

６ まとめる。 

 

 

 

・できるだけ多くの班に発表をさせ，全体

の知識の定着を支援する。 

・重要なポイントを板書する。 

 

 

Ⅲ よりよい観察・実験のために 

 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１） すぐにドジョウが再生してしまう。 

＜対処法＞ 

 ・小さな氷を顕微鏡ステージ上に置き，ドジョウの頭付近をビニール袋の上から冷やしながら観察す

ると観察時間をのばすことができる。また，ドジョウの個体が大きいとなかなか仮死状態にならな

かったり，すぐに動き出してしまったりすることがある。個体が大きい場合は濡れた氷に直接置く

ように冷やすと仮死状態になりやすい。冷凍庫から出したばかりの乾いた氷に置くと，くっついて

しまうことがあるのでよく濡らした板氷の上に置くようにする。個体が小さくても十分観察できる

ので，ドジョウ購入の際，５～６ｃｍ程度の小さいものを選ぶとよい。店によってはサイズで分け

て売られているところもある。Ｓサイズでも十分観察できる。重さを単位として販売されている場

合がほとんどなので，小さいサイズだと個体数が多くなり安価で購入することができる。 

 

（２） すぐにドジョウが死んでしまう。 

＜対処法＞ 

 ・メダカよりも強いとはいえ，ドジョウにとっては大きなストレスとなる。メダカの実験と違い，氷

で仮死状態にする上，ビニール袋内にも水を入れずに観察する。やはり観察時間はできるだけ短縮

したい。前述の通り，一度仮死状態から覚めてしまったものは水槽に戻し，新たな個体で実験を行

ったほうがよい。スケッチを描かせる場合，観察しながらスケッチを完成させるのが理想であるが，

本実験の場合はポイントが捉えられた時点でドジョウは解放したほうがよい。また，観察時もビニ

ール袋の端をもって動かすなど，できるだけドジョウへのストレス軽減に努める必要があると感じ

ている。 

 

２ 経験談から 

本実験は，実際の生き物を扱う実験なので，生徒たちの反応はとてもよいと思います。はじめは気

持ち悪がったりすることもありますが，ほとんどの子が興味をもち，積極的に実験に取り組んでいま

す。熱中するあまり，観察に時間をかけすぎて，ドジョウに負担をかけてしまうことがあるほどです。

命を大切にするということについては，しっかりと強調して伝えていくように心がけています。１時

間に何匹と死んで行くうちに，ドジョウが死ぬことに関心が薄まっていくこともあります。授業の最

後には学習のために犠牲になった命があることをしっかりと伝え，終末としています。 

・赤血球は毛細血管内で一列になって流れる。 

・毛細血管内で赤血球が流れる方向・速度は一定である。 
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刺激と反応

Ⅰ 身近なニワトリ手羽先を使った，骨と筋肉の観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

運動のしくみでは，骨格標本やモデルを使うとともに，自分の腕の動きなどを確認しながら学習

することが多いが，ニワトリの手羽先は安価であり，生徒の解剖に対する抵抗も少ないため，活用

しやすい。作業も比較的簡単で筋肉や腱も容易に観察できるため，積極的に授業に取り入れたい教

材である。

２ 準備するもの（２人で１セット）

・ニワトリの手羽先（１）

・ピンセット（１），解剖ばさみ（１）

・解剖皿（バット）（１）

・ゴム手袋

（必要に応じて使用。着用すると生徒の抵抗が少なくなる）

準備するもの（２人で１セット）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

この実験に限らず，解剖においては生徒にしっかり目的意識を持たせておくことが重要になる。

見たいものを意識していないと，大切なものを除去したり傷つけたりして観察できないことになる。

前時に動物の運動には骨格と筋肉の動きによるものであることを学習する。骨格の学習において

は，人体全身の骨格標本が国立科学博物館から貸し出しされているので活用できるとよい。（送料

のみ学校負担 https://www.kahaku.go.jp/learning/leader/specimen/kokkaku.htmlを参照）

また，手羽先がニワトリの骨格のどの部分にあたるのかを意識させるため，ニワトリの骨格図を

示しておくとよい。解剖の手順は実験グループごとに確認できるよう，写真入りの手順書（A4
１枚の両面にし，ラミネートしておくと使いやすい）を作成し配布する。

４ 実験・観察の手順・様子

（１）手羽先の皮を剥ぐ

解剖ばさみを使って，図の側から皮を剥いでいく。皮をピンセットで引っ張りはさみを入れる

ようにする。脂肪で滑るので気をつけること。解剖ばさみには，一方の先端が丸まっているもの

があるので，その場合は内側にして切ると，筋肉等を傷つけずに済む。

解剖は皮の薄い側を上にする ピンセットで皮を引き上げはさみを入れる

皮と筋肉の間を切り開いていく

皮を剥がした状態

－ 49 －



- 51 -

（２）骨と筋肉のつきかたを観察する

皮を剥いだ状態で，解剖皿（バット）にのせて外観を観

察する。骨の両脇に筋肉が付いていることを確認する。

筋肉が皮についていることを確認

（３）筋肉を引っ張り，手羽先の動きを観察する

骨の付け根を持って，ピンセットで筋肉を引っ張り，手

羽先の動きを観察する。どの筋肉を引っ張ると，関節が曲

がったり伸びたりするかを確認する。

筋肉を引っ張って関節が動くことを確認

（４）腱を観察する

筋肉が骨のどことつながっているかを調べる。

関節付近の余分な皮や組織を除去して腱を観察

する。さらに，腱に触ったり，両側から引くな

どして強度を確認する。

腱付近の皮を除去して腱を観察

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

ニワトリの手羽先の観察からわかったことを，一般

化する必要がある。自分の腕の動きと関連づけてまと

めていくことが大切である。手羽先の解剖によって，

イメージができているので，自分の腕を触りながら筋

肉の収縮と関節の動きを確認させながらまとめるとよ

い。

ここでは，骨格と筋肉の動きに注目して観察をして

いるが，進化の学習では，相同器官の学習を行うので，

ニワトリの手羽先がヒトの前腕から手の部分にあたる

ことを確認しておくとよい。

手羽先は，人の肘から先の部分に当たる
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６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

食品とはいえ，生徒の中には解剖に抵抗のあるものも少なくない。ゴム手袋などを用意するこ

とで抵抗を軽減することができる。また，生命を扱っているという意識をしっかり持たせること

が大切である。

（２）安全面

解剖がスムーズに行えるかどうかは，器具の状態によって大きく左右される。特に，解剖ばさ

みが切れないと，時間がかかるばかりでなく観察する組織を壊すなどの問題も多いので，手入れ

をしっかりすることが大切になる。解剖ばさみは，刃に触れるだけで皮膚を切ってしまうことが

あるので，事前に指導しておく。

（３）その他（実験の注意）

手羽先は，スーパーマーケット等で容易に入手することができるが，１クラスで約２０本必要

になる。生でも冷凍でも観察に支障はないので，学級数が多い場合には，２ｋｇほど入った冷凍

の手羽先を購入し，必要な量を解凍して使用するとよい。（こちらの方が手羽先の単価も下がる）

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 刺激と反応

２ 単元のねらい

動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を行い，その仕組みを感覚器官，神経系及び

運動器官のつくりと関連づけてとらえること。

３ 指導計画 （全８時間）

運動のしくみ（２時間，本時２／２）

感覚器官（３時間）

動物の反応のしかた（２時間）

神経系のつくりとはたらき（１時間）

４ 学習問題

どのようなしくみで体を動かすことができるのだろうか。ニワトリの手羽先を観察して調べよう。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・動物の動きに関心をもち，運動のための体のつくりを意欲的に探求しようとする。

（関心・意欲・態度）

・体の曲げ伸ばしが，骨格と筋肉の組み合わせによって行われていることを論理的に考えること

ができる。 （科学的な思考・表現）

・骨格と筋肉の働きによって運動が行われていることを理解し，骨格や筋肉の働きや仕組みにつ

いての知識を身に付けている。 （知識・理解）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ ヒトの腕の曲げ伸ばしはどのように行われるか考 ・前時の学習を振り返り，動物が運動する

える。 ための体のつくりを確認する。

・筋肉は収縮するときに，力を発揮するこ

とを確認しておく。
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２ 自分の腕を動かしながら，曲げ伸ばしではたらく ・ヒトの腕の骨格を示したワークシートに

筋肉を調べて予想を立てる。 筋肉を書き込ませ，予想させる。

どのようなしくみで体を動かすことができるのだろうか。ニワトリの手羽先を観察し

て調べよう。

３ ニワトリの手羽先の解剖手順を確認する。 ・安全面の指導を十分に行う。

※動物の運動のしくみに興味を持ち，手羽

先の解剖を通して意欲的に調べようとし

ている。(関心･意欲･態度)

４ ニワトリの手羽先を解剖して，手羽先の動く様子 ・予想に基づき，手羽先の骨格と筋肉がど

を調べる。 のようにつながっているかを考えさせな

・手羽先の皮を取り，筋肉のつきかたを観察する。 がら解剖させる。

・筋繊維を引っ張り，手羽先の動きを確認する。 ・実験手順や留意点をきちんと説明してお

・筋肉と骨をつないでいる腱を観察する。 くとともに，各実験卓に手順書を用意し

て確認できるようにする。

５ 観察の結果をワークシートに記録する。 ※体はどのようなしくみで運動するのかに

・筋肉は骨のどの部分につながっていたか。 気づきワークシートに記入することがで

・どの筋肉を収縮させると，手羽先が伸びたり曲 きる。(科学的な思考･表現)

がったりするか。 ・ワークシートが書けていない生徒には，

・筋肉と骨の接合部分はどのようになっているか。 「手順書」をもとに，もう一度観察させ

・腱は筋肉とどのような違いがあるか。 る。

６ 観察結果をもとに，動物の運動のしくみを確認す ・観察のまとめをワークシートに書かせ

る。 る。

・ニワトリの手羽先で観察したことをまとめる。 ・ヒトの腕の動きについて，まとめる。

・ヒトの腕の動きを観察結果をもとに考察する。

・動物の体は，骨と筋肉の組み合わせによって運動している。

・骨に付いている筋肉の収縮によって，曲げたり伸ばしたりという動きをすることがで

きる。

※動物が運動するときの骨格や筋肉がはた

らくしくみがわかる。（知識･理解）

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）解剖に抵抗がある。手羽先に触ることができない。

＜対処法＞

・直接生物に触ることに抵抗があるようならば，手術用の手袋を用意して付けさせるとかなり抵抗

が軽減する。実験・観察全てにおいていえることだが，目的意識をしっかりと持たせることが重

要である。

（２）筋肉を切ってしまった。
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＜対処法＞

・実験の目的を明確にしておくことで，筋肉を傷つけないように意識させておく。

・実験の前に手順を確認しておくこと。

・筋肉と皮を剥がすことを意識させると，はさみが筋肉の方向に進まない。

（３）腱の観察ができない。

＜対処法＞

・筋肉を観察する際に，骨のどの部分とつながっているかを意識させる。

・解剖手順を示した資料を，実験卓ごとに用意しておくとよい。

（４）はさみで手を切ってしまった。

＜対処法＞

・はさみで手指を切る場合，はさみが切れないことが原因であることが多い。手羽先の脂で，はさ

みが切れなくなるので，使用後の手入れをきちんとしておくこと。

・手羽先の脂は滑りやすいので，十分注意させる。

２ 経験談から

骨格と筋肉のはたらきはこれまで模型等で説明することが多いのですが，ニワトリの手羽先は扱

いやすく，はたらきもとらえやすいのが特徴です。解剖は，抵抗感の強い実習ですが，イカやニワ

トリの手羽先は食品として身近で，生徒の抵抗も少ないのでぜひ活用したいものです。

その一方で，生き物を扱っているという感覚がうすくなる傾向があります。生物を使う実験にお

いては，材料が生き物だという感覚は常に持っていたいと思います。そのことが，生命への畏敬な

どの感情を育てることにつながると考えるからです。実験後の手羽先は，廃棄することになります

が，だからといって面白半分に切り刻んだりさせたくはありません。

解剖後の生き物の扱いに，生徒の生き物のとらえ方が出ます。解剖後の解剖皿に，生徒がどのよ

うな気持ちで解剖したかが見えてくるのです。生物の学習では，いのちを大切にする姿勢を身に付

けさせることを心掛けたいものです。

※参考資料
１ 解剖後の手羽先から骨格標本を作ってみよう

動物の体の動きは，骨格と筋肉によってできるものなので，解剖の際に骨格がどのようになって

いるか見せることができれば理解がさらに深まる。手羽先には小さな骨がたくさんあるので，完全

な標本を作るのは難しいが，一部だけでも骨のつながりが分かりやすいので作ってみるとおもしろ

い。

（１）手羽先を水で煮る

長時間，煮込めば後の作業はしやすくなる。圧力鍋などを使用す

れば加圧時間 10 分ほどで肉が軟らかくなり，簡単に骨を取り出すこ

とができる。

（２）肉を取り除く

ピンセットを使い，肉をできるだけ取り除く。さらに歯ブラシ等

で表面をきれいにする。この段階でていねいに作業しておくと，後

の作業がスムーズになる。 手羽先を水で煮る

（３）入れ歯洗浄剤につける

入れ歯洗浄剤につけ込む。酵素が入っているものが多いので，ぬ

るま湯などにつけるとより効果的である。薬品での処理は作業を楽

にするが骨を弱くする原因にもなる。

（４）再び掃除する

歯ブラシ等で再び掃除する。この時点で骨のまわりに余分な肉が

付いていない状態にする。 入れ歯洗浄剤につける
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（５）乾燥させて，配置する

乾燥させて，骨格図を見ながら配置し

てみる。

（６）きれいに仕上げるには，

・除光液等に付け脱脂する。

・オキシドールにつけ漂白する。

・乾燥して仕上げる。

水洗いし肉をとった状態 脱脂，漂白後の状態

２ フライドチキンで骨格標本を作ってみよう

ファストフードのフライドチキンからも，同様の方法で骨

格の標本を作ることができる。Ｋ社のフライドチキンは，首

から上と足先を除く部分を，５種類９パーツに分けている。

それぞれのパーツの骨を取り出して見るとおもしろい。

これらの骨から，骨格を復元するのは難しいが，各部位ご

とにまとめておくと，どの部分にどんな骨があるのかがわか

り興味が深まる。

フライドチキンからとった骨格

参考文献等

１）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界２年 教師用指導書」大日本図書

２）静岡県総合教育センター／中学校理科観察・実験集Web版
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無脊椎動物の仲間

Ⅰ 無脊椎動物の仲間の例として，イカの体のつくりの特徴や脊椎動物との違いが理

解できる観察･実験例

１ 観察・実験のあらまし

生のイカを解剖して，体のつくりの特徴や脊椎動物との違いについて調べる。

【イカの購入】

一杯￥２５０程度

イカは学校に出入りしている給食

業者から栄養士を通して購入してい

る。春，日本の九州近海で捕れるよ

うになり，季節の移り変わりととも

に北上し秋頃まで漁獲がある。イカ

の種類はいくつかあるが，スルメイ

カが適している。理由は，入手でき

る解剖図の多くが，スルメイカであ

り，内蔵のつくりが分かりやすい。

ヤリイカでは，内蔵のつくりが分か

りづらい。

２ 準備するもの

冷凍スルメイカ（注１），解剖バサミ，イカの入るバット（注２），ピンセット，醤油（注３）

解剖用テキスト，オキシドール（過酸化水素水３％）入り１００ｍＬビーカー，定規

霧吹き（注４）

注１：授業直前に流水解凍すると良い。また，数は４人に一杯程度が良い。

注２：青いバットはイカが白いので見やすい。

注３：弁当などに入れる小容器に入れて渡すと

扱いやすい。

注４：イカの表面が乾くようなら，水を入れた

霧吹きで表面の乾燥を防ぐ。

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

前時の学習で，イカの解剖モデルを使って切り開き

方の確認や，臓器の色や大きさ，位置関係など観察す

るポイントを事前に学習する。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）イカをバットに入れて配布する。

（２）配布されたイカの外観を観察し，ろうとの位

置，口の外観，８本の腕と２本の触腕のつく

りを観察記録する。

（３）ろうとを上にしてろうとの側から外套膜を切

り開いていく。
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（４）内蔵の位置や大きさ，つくりについてテキストと比較しながら確認する。口から醤油を

注入して，食道の位置と胃への流れを確認する。体側の二つのえらのつくりと心臓とのつ

ながりを観察した後，えらを取り出し，オキシドールの入ったビーカーに入れ，血液が青

色に変化する様子を観察記録する。

（５）最後に，口の部分を切り開いて，あご（カラス，トンビ）の口のつくりを観察記録する。

下あごの側が上あごの側を包む受け口になっている。また，眼球を切り開き，レンズを取

り出し，プラスチック定規の数字の上に置いて，数字が拡大される様子を観察する。

（６）解剖後のイカの姿を開く前のように整えて，終了する。

５ 学習後の実験の指導の手立て

テキストの観察記録を丁寧に仕上げさせて提出させる。記録内容の様子を元に評価する。また，

イカの捕食や泳ぐ様子をビデオで視聴観察して，触腕の使い方や，ろうとの向きで前進後退，左右

への回転などの様子を観察させると，体のつくりと運動の仕組みの関係の理解に役立つ。イカ以外

に二枚貝など比較解剖する事で自由研究につなげる事もできる。

６ 試料・器具，薬品の扱い方

（１）指導面

・解剖バサミの使い方については事前に説明しておく。

・切り開く側を確認させてから切らせる。

・一つ一つの内臓のつくりやつながりを調べさせながら，解剖を進めさせる。

・死んだ個体といえども，生命を持ったものなので，解剖を進めるときも，後始末についても

扱いには十分注意を払わせる。

（２）安全面

・解剖用のハサミは先が鋭いので指先などを突いて傷つけないようにする。

・食物であるイカだが，理科室という場所や，使う器具など衛生面からは，観察後のイカを食

する事は控えるべきだろう。

（３）その他

・イカは購入する時期によって大きさが春から秋にかけて大きくなっていく事に留意する。

・解剖バサミは，やや値が張るがステンレス製の分解できるもので，刃のかみ合わせのしっか

りしたものを選ぶ（解剖セットのものは，往々にして切れ味が悪い）。また，眼科用の解剖

バサミがあると細かい部分を切り開く作業がやりやすい。メスは使う場面がほとんど無い。

・解剖バサミは，次回のためにサラダオイルを刃に塗っておく。

・醤油はそのままでもよいが，色がつく程度に薄めると，消化管内容物の移動も確認できる。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 動物の生活と生物の進化

２ 単元のねらい

身近な動物についての観察，実験を通して，動物の体のつくりとはたらきを理解させるととも

に，動物の種類やその生活についての認識を深める。現在生きている生物は，過去の生物が変化

して生じてきたものであることをとらえる。

３ 指導計画（無脊椎動物のなかま全３時間）

イカの体のつくりをもとに，無脊椎動物のからだのつくりの特徴を調べよう（１時間）
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イカの解剖を通して，イカの体のつくりの特徴をまとめよう（１時間 本時）

その他の無脊椎動物について知ろう（１時間）

４ 学習問題

イカの解剖を通して，無脊椎動物の体のつくりの特徴を理解しよう。

５ 実験の展開

（１）ねらい

・イカの解剖をして，無脊椎動物の体のつくりの特徴を捉えようとする。

（関心・意欲・態度）

・イカの体のつくりの特徴で脊椎動物と比較して，共通点や相違点をあげられる。

（科学的な思考・表現）

・イカの解剖をして，イカの体のつくりや仕組みを調べられる。（観察･実験の技能）

（２） 展開 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の学習内容の確認

テキストで，解剖の手順について確認する。

イカの解剖を通して，無脊椎動物の体のつくりの特徴を理解しよう。

２ イカの外観について観察記録する。 ※イカの体のつくりの特徴を観察記録しな

・４対の腕と２本の触腕の違い。 がら捉えようとしている。（関心・意欲・

・吸盤のつくりの観察（リングがとれる） 態度）

３ ろうとを上にして正中線に沿ってハサミを入 ・内臓を傷つけないように外套膜を浮かせ

れ，外套膜を浮かせながらを切り開いていく。 ながらゆっくりと切り進める。

内臓の名称や色，位置をテキストと比較しなが ・前時の学習内容で使ったテキストの図を

ら観察記録する。 見ながら内臓の名称や色，位置などを確

・肝臓（一番大きくベージュ色） 認していく。

・墨袋（金属光沢があり，通常はしぼんでいる。 ・イカ墨が出てしまうと，内臓が見にくく

切り取ると，切り口から墨が出てくる） なるので，袋を破らないよう注意させる。

・胃（内臓の端にある。内容物があるようなら切 ※手順や注意点に留意しながら解剖を進め

り開いて観察記録） ている。（観察・実験の技能）

・時間的に余裕がない班には，胃内容物を

４ 口器（カラス・トンビ）を開き，醤油を注入 無理には観察させない。

して，食道の位置と胃までのつながりを観察記 ・しょうゆを注意深く注入すると，食道の

録する。 位置がわかり，胃を見つけやすい。

・肝臓を中心とした内臓を取り除き，えらやえら

心臓のつながりについて観察記録。

・えらを取り出し，オキシドールの入ったビーカ ・えらの血管に残る血液の色の変化に注目

ーに入れて色の変化を見る。（血液が青色に変 する。
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化する）

５ 口器の周りの筋肉を切り取り，くちばし状の

口器を取り出して，観察記録。 ・くちばしの上下関係に注意させる。

６ 口器の周りの筋肉に続いて，内臓に向かって

切り開き，脳のつくりを観察記録。

・滑りやすいので注意させる。

７ 眼球を取り出し，網膜を観察記録するととも

に，レンズを取り出して，定規の文字（数字） ※イカの体のつくりを確認しながら，各部

の上に載せて，拡大される様子を観察記録する。位の仕組みを調べられる（観察・実験の技

能）。

８ 観察を終えた班は，内臓を元に戻し，外套膜 ・内臓を元に戻し，形を整えることで，死

を内臓の上に折り返して，教卓へトレイごと戻 をもって学習の資料となったイカに対す

し終了する。使った器具は，きれいに洗って， る畏敬の念を持たせる。

指定場所へ戻す。

９ イカの解剖でイカの体のつくりについてテキ ※無脊椎動物の特徴について脊椎動物と比

ストに記入したことを発表する。（まとめ） 較してまとめられる。（科学的な思考・表

現）

イカの特徴

・イカの体は柔らかく，腕（脚），頭，胴になっている。

脊椎動物との違い

・共通点・・内臓は同じようなつくりがある。

・違う点・・脊椎がない。腕，頭，胴で，つながりが違う。

・時間がなければ、授業後にテキストに記

10 机上の後始末をする。 述してある内容で評価する。

Ⅲ よりよい観察・実験のために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）外套膜の切り開く側を間違えてしまう。

＜対処法＞

・各班のトレイ内のイカの向きで，ろうとが見える側になっている事を確認させてから，作業に入

らせる。

（２）班の時間内に解剖の観察記録が終わらない。

＜対処法＞

・解剖の手順を前時に確認しておく。

２ 経験談から

イカの解剖は冷凍ですでに死んでいるために動かないし，赤い血液が出ないので嫌悪感を持ず

に解剖に参加できると思います。

イカの種類は「スルメイカ」がいいです。ケンサキイカでは，内臓のつくりが異なり，各部分

が分かりづらいです。春から秋にかけて季節を追って，九州沖から日本海側に沿って漁場が北上

します。それに伴って，イカの体長が大きくなっていきます。
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タコのあしの吸盤（柔らかく，リングが無い）があれば，比較できて興味を持たせる事ができ

ます。

作業を進めるバットは青色だとイカの白さと対比できて，イカを扱いやすいです。

※参考資料
１ 模擬解剖用「解剖用モデル図」（テキストにも説明がある）

以下の手順で切り進むと内臓や神経，えらなどが出てきて，解剖の練習になる。

（１）解剖用モデル図①から④までのイラストをできるだけ正確に重ね合わせて図のひれの

ほうをホチキスで留める。

（２）モデル図①の図の頭と外套膜の境で切り取り，モデル図②の頭が出るようにする。

（３）モデル図①の外套膜を正中線を少しずらしてひれの先のほうへ切り進み，外套膜を開

くように紙を折り曲げる。すると，モデル②の内臓が見える状態になる。

（４）次にモデル図②の頭の部分の図を，腕のほうから外套膜に向かって切り進むと，頭部

にある口球や神経，脳，眼球などが見える。

（５）モデル図①，②，③の図をすべてを取り除くと，開いた外套膜とエラ，貝殻のみの図

が出てくる。

２ 自作テキスト

印刷したものを事前に配布し，「イカクイズ」とイメージ画の作成，前述の解剖用モデル図を

使った模擬解剖を実施しておく。

３ イカの解剖画像

１ ろうとを上にして見たところ ２ 外套膜を切り開いたところ

３ 食道，肝臓，墨袋 ４ 内臓を取り除いた後のえらと貝殻
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５ イカの吸盤 ６ 吸盤のリング

７ 口器のカラストンビ ８ オキシドールで血液が青く変化したえら

９ 取り出した眼球 １０ 定規の文字を大きく映すレンズ

１１ 口器からつながる食道と脳 １２ 貝殻

参考文献等

１）奥谷喬司 著（２００９）「イカはしゃべるし空も飛ぶ」講談社

２）ＮＨＫ番組の ＤＶＤ映像資料 「ホタルイカ」「コブシメ」

３）廣瀬一美ほか２名 共著（２００６）「新版 水産動物解剖図譜」成山堂書店

４）日本大学生物資源科学部 「イカ類の解剖講座」

５）横堀肇之 著（２０１２）「授業に役立つ，生物実験実践研修資料」千葉県総合教育センター
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目的 イカのからだのつくりやしくみを調べる

準備するもの
イカ，解剖皿またはバット，解剖ばさみ，解剖用メス，
ピンセット，柄付き針

手順
１．イカをろうとが上に来るようにバ
ットの上にのせ，からだがどんな部
分からできているかを観察して記録
する。

イカの種名

図に各部の名前を書き込もう。
２．下の各部分を詳しく観察する。
①胴部

ひれ

外套

ろうと

②頭部
眼

口

③腕部

腕（うで）の数や形
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３．からだのなかのつくりを調べる
＜外套を開く＞
①解剖ばさみで，外套を持ち上げるようにしながら，胴部の先まで切り開く。
②ろうとと外套をくっつけているホック(外套軟骨)を外す。
③各部分の位置やつくり，どのようにつながっているか，色などに注目して，観察記録
する。

墨汁のう

胃

肝臓

ひれ

その他の器官やつくり

＜口から醤油を入れてみる＞
口からピペットで薄めた醤油を流し込む。胃や直腸の変化を調べて記録する。

＜脳と食道をみる＞
①第４の腕と口のあたりからはさみを入れて頭部を切開する。脳を傷つけないようはさ
みを浮かし気味に進める。

②二つの眼球よりやや道側の中心部に脳があり，口球から伸びる食道が見える。眼球の
間には脳と同じくらいの大きさの神経が二つある。

脳

食道

＜鰓（えら）を使って血液の色を見る＞
頭部と内臓を外套から取り去る。(肝臓を傷つけると観察しにくくなる)
①えらをビーカーにとり，そこへオキシドール(薄い過酸化水素水）を加えてえらの血
管の色の変化を見る。

②外套に付いている貝殻（骨ではない）を引き抜き，観察する。
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３．からだのなかのつくりを調べる
①イカのからだの特徴

②セキツイ動物と比べて
共通点

ちがう点

４．観察のまとめ
①イカのからだの特徴

②セキツイ動物と比べて
共通点

ちがう点

③イカには，骨がないがどのようにして腕を動かしていると考えられるか。

④イカはどのようにして，移動（泳ぐ）するか。（ビデオ視聴）

５．今回のイカの解剖を通して，新しく発見できたことや，感想・疑問・質問を以下に書
きましょう。
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模擬解剖用「解剖用モデル図」（コピーしてお使いいただけます）
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模擬解剖用「解剖用モデル図」（コピーしてお使いいただけます）
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模擬解剖用「解剖用モデル図」（コピーしてお使いいただけます）
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模擬解剖用「解剖用モデル図」（コピーしてお使いいただけます）
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気象観測

Ⅰ 身近なものを用いた簡単な気象観測例

１ 気象観測のあらまし

「気象とその変化」の学習では，身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化の

関係を見いださせるとともに，気象現象についてそれが起こる仕組みと規則性についての認識を

深めることがねらいである。校庭などで，気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身につける

とともに，その観測記録などに基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を

見いだすことによってねらいに迫る単元である。

そこで，大気中の水の状態変化と大気の動きによって気象現象が現れるという基本的な考え方

を観測による直接体験を通して学習することが大切である。よって，身近なものを用いた簡単な

気象観測装置を自作し，一人一人が自分で観測，記録することができる装置を紹介する。

２ 準備するもの

（１）器具（１人分）

・簡易風向風力測定装置１台・方位磁針１個・記録用紙

・風力（風の強さ）測定用紙

（２）材料・試薬等

・板目表紙１枚・おはながみ１枚・画鋲２個・割り箸１本

・マジック・定規

３ 学習前の気象観測の指導の手立て

「気象と私たちの生活」では，台風，ゲリラ豪雨などによる洪水や土砂崩れの被害，日照りによ

る水不足，熱中症，また，野菜の高騰など気象の変化は私たちの生活に大きな影響を与えるもので

あることを学習させる。その影響を少しでも軽減するために，天気予報が活用されていることに気

づかせる。そして，天気予報のもととなるのが気象観測であること，その目的や意義，そして継続

観測のデータが必要であることに気づかせる。

「雲量と天気，気温，湿度，気圧，風の観測」において，気象要素について理解を深め，自ら観

測してみようとする意欲を喚起しておきたい。

４ 気象観測の手順・様子

（１）簡易風向風力測定装置 作成手順

ア 材料を準備する。

板目表紙１枚 ２０ｃｍ×２０ｃｍ（サイズは自由）

おはながみ（色があった方が良い）１枚 １ｃｍ×２０ｃｍ

画鋲 ２個

割り箸 １本（割ったもの）

マジック 定規

イ 材料を組み立てる。

①板目表紙に８方位をマジックで書く。 ②画鋲を板目表紙の裏から刺し割り箸を立てる。
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③おはながみの端を割り箸の頂点に置き， ④風力測定用紙を作る。

画鋲を刺す。 角度は３０度ずつ区切る。

風力１ （弱）

風力２ （中）

風力３ （強）

（２）観測の手順

ア 校内校舎配置図（平面図）をもとに各観測地点の風向・風力を記入する。

観測地域をグループで分担すると短時間で校内全体の観測データを集めることができる。

１）Ａ棟周辺

２）Ｂ棟周辺

３）武道館周り

４）体育館周り

５）校門周辺

６）グランド

イ 一人一人の観測データを持ち寄り，グループ毎のデータを作成する。

ウ グループ毎のデータを持ち寄り，クラス全体の観測データを作成する。

（３）変化の様子

ア 風向 ・風向きは一定ではなく絶えず変化しているので，１０秒程度観測し，多かった方角を

風向きに決定する。

・１６方位で記録を取る。

・風向きは，吹き流しがたなびいている方向ではなく，吹いてくる方向。

イ 風力 ・風力は一定ではなく絶えず変化しているので，１０秒程度観測し，多かった風力に決

定する。

５ 学習後の観測の指導の手立て

校庭の風について自分で観測してみると，風の強さ，向きは一定ではなく，常に変化してい

る事に気づく。校舎や樹木の近くではその変化が特に激しい。したがって，正確な気象観測で

は障害物のない広い場所で行う必要があることに気づく。また，他の気象要素，気温，気圧，

雲の形などについても観測してみたいという意欲を育成したい。

風向については 吹き流しがたなびく方向と風が吹いてくる方向を混同してしまう生徒がい

る。そこで，風向を風が吹いてくる方向と意識できるように指導する必要がある。

６ 簡易風向風力測定装置の扱い方等

（１）指導面

ア 測定場所を決める。 イ 風向を測定する。

方位磁針を用い 中心の割り箸を

て方角を合わせ地 真上から見て，

面に簡易風向風力 吹き流しの方向

測定装置を置く。 を確認する。
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ウ 風力を測定する。

吹き流しの振れる角度を

風力測定用紙に合わせ

風力を決める。

（２）安全面

簡易風向風力測定装置は非常に安価で手軽に作成することができる。目的，生徒の技術力等によ

って様々な改良ができる。突風により装置が吹き飛ぶことがあるので注意が必要である。

（３）その他

風向は，１６方位で表すこと。風向は，風が吹いてくる方向で表されることを指導するために方

位，風向がわかるような装置も作成できる。

方位を合わせる ・方位磁針を置く。

・方位磁針の北を方位磁針の指す向きに合わせる。

・方位磁針を合わせ，測定装置の北を合わせる。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 気象観測

２ 単元のねらい 校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身につける。

観測の記録などに基づいて気象要素の変化と天気との関係を見いだす。

３ 指導計画 （全７時間）

気象とわたしたちの生活（２時間）

身近な場所の気象（２時間，本時２／２）

天気の変化（３時間）

４ 学習問題

校庭の風向・風力の測定を行い，記録しよう。
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５ 気象観測の展開例

（１）ねらい 簡易風向風力測定装置を用い，校庭の風向・風力に関心を持ち進んで測定をしている。

（関心・意欲・態度）

簡易風向風力測定装置を用い，校庭の風向・風力を測定し，記録することができる。

（観察・実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 形態 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時までの復習をする。 一斉 ・天気予報をするためのデータの収集方法につい

・気象要素を確認する。 て確認する。

・雲量 ・気温 ・湿度 ・アメダス ・気象観測

・風力 ・風向 ・気圧等 ・気象要素の種類を確認する。

２ 学習課題を把握する。

校庭の風向・風力の測定を行い，記録しよう。

３ 簡易風向・風力測定装置の使い方 ・方位磁針の使い方，方位の確認の仕方を確認す

を確認する。 る。

・16方位の確認をする。 班 ・簡易風向風力測定装置を作成する。

・風向・風力の読み方を確認する。 ・方位板の北を，方位磁針の北に合わせる。

・1 分間の測定で多かった風向・風 ・吹き流しのたなびいた方角と風向の違いを確

力を記録する。 認する。

・記録は矢印の向きと，長さで表現

する。

４ 校庭の測定場所を確認する。 ・グループ毎に大まかな場所の指定を行う。

５ 観測を開始する。 個人 ・個人で行う。

・観測したことを記録する。 ・記録用紙を配布する。

※簡易風向風力測定装置を用い意欲的に測定して

いる。 （関心・意欲・態度）

※測定用紙に記録ができている。

（観察・実験の技能）

・記録用紙に記入させる。

６ 観測場所の観測結果をまとめる。 班 ・グループで分担された場所のデータを一枚にま

・黒板の校舎配置図に記録を，各自 とめる。記録の表し方を確認する。

記入する。

７ 観測結果から気づいたことを話し ・観測をしてみて，気づいたことを話し合う。

合う。 班 ・場所・風向・風力について規則性や，原因を考

える。

８ 観測結果を見て気づいたことを， 一斉 ・観測してみての感想を含め発表し合う。

発表し合う。

９ まとめる。

・風向は、風が吹いてくる方角で表す。

・風力、風向は、場所によって、変化する。

・風向、風力を観測することが、気象観測に役立っている。
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Ⅲ よりよい観測にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）方角の確認

・方位磁針の文字が，方位だと間違えている。

・簡易風向風力測定装置に書いてある文字が，方位だと間違えている。

〈対処法〉

・観測点に簡易風向風力測定装置を置き，方位磁針で方角を合わせる。

・方位磁針と簡易風向風力測定装置の方角を合わせる。

・方位磁針の指す向きが，北であることを理解させる。

・方位磁針が指す向きを，北の文字に合わせる。

（２）観測の仕方

・吹き流しがたなびく方角を，風向だと間違えている。

・風が吹いていく方向を，風向だと間違えている。

〈対処法〉

・簡易風向風力測定装置の吹き流しが，たなびく方角を確認する。

・吹き流しがたなびく方角から，風向を確認する。

・簡易風向風力測定装置の吹き流しが，たなびく角度で風力を確認する。

（３）風向の記録

・風向が変わるので記録できない。

・吹き流しが引っかかっているのをそのまま記録している。

〈対処法〉

・１分間程度観測し多かった風向を記録する。

・吹き流しが引っかかったまま記録しない。

（４）記録の仕方

・吹いていく風と吹いてくる風を混同して記録している。

・自分で基準を決められない場合がある。

〈対処法〉

・観測点を中心に矢印で表す。

・観測地点に吹いてくる風を矢印で記入する。

・矢印の長さ・太さ等で，風の強さを表す。

２ 経験談から

天気についての学習は生徒にとって身近な事象であるので興味・関心を示しやすい内容です。毎

日の生活で日の出，日の入りの方角は身についてる生徒は多いです。下校時刻に夕日がどちらにあ

るかなど興味を持って導入できるのではないでしょうか。

方位方角については，方位磁針の使い方，風向の決め方などよく間違えてしまう生徒がいますが，

簡易風向風力測定装置を使うと風が吹いてくる方向が風向ということがよくわかるようです。また，

個人の測定結果からグループ，クラス全体の結果にまとめ上げる時に，表現活動，言語活動にもつ

なげることができます。この単元の導入として，有効に活用できると思います。

参考文献

１）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界２年 教師用指導書」大日本図書
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霧や雲の発生 

Ⅰ 

 
１ 観察・実験のあらまし 

生徒はこれまでに，水蒸気を含んだ空気が冷やされ，露点に達すると凝結がはじまり，露ができ

はじめること，さらに上空は上に行けば行くほど，気圧も気温も低くなることを学習してきている。 
本時では，導入としてペットボトルを使って，雲を発生させる実験を行わせた上で，雲のできる

条件について考え，実験によってそれを確かめるという展開にしたい。生徒は前時までの学習を踏

まえて，雲ができるときの手順として，①地上で暖まった空気が上昇すること，②上昇するほど，

気温が下がること，③気温が露点以下になり，空気中の水蒸気が凝結して，露（＝水滴）に変わる

こと，の 3 点は予想することができる。しかし，上空にいくとなぜ気温が下がるのかについては，

理解できていない生徒が多い。そこで，実験の第 1弾では空気が膨張すると気温が下がることを確

かめる。また，これだけでは丸底フラスコの中に雲が全くできていないことも確認して，雲ができ

るために足りないものを考えさせる。そして，第２弾としてフラスコ内に少量の水を入れることで

湿度の高い（水蒸気をたくさん含んだ）空気を用意し，再度実験を行う。さらに第 3 弾で線香の煙

を入れることで，凝結核の必要性も確かめる。雲の発生する条件を予想し，実験を 3 段階に分けて，

それらを確かめさせたい。実験はピストンを引いたり押し込めるだけなので，1 回 1 分間もかから

ないので，十分 1 時間で雲のでき方を学習できる。 
 

２ 準備するもの 

（１）器具（全グループに 1セットずつ） 

・丸底フラスコ・スタンド・注射器（樹脂製）・ガラス管ゴム 

・管つきゴム栓・デジタル温度計（各班に簡易型 1本ずつ， 

演示用にサーミスタ－温度計） 

 ・線香・マッチ・ゴム風船・ひも・ペットボトル 

（できれば丸形の炭酸飲料用）  

・ペットボトルの中の圧力を高める器具（フィズキーパー 
《炭酸抜けま栓》：ケニス５７８円） 

 

 

 

（２）材料・試薬等 

特にないが，ペットボトルはできれば加圧に耐える炭酸飲料用のものを使用する。フィズキー

パーを使わずに手で握って加圧する場合は，柔らかく，握って変形しやすい非炭酸飲料用のもの

が扱いやすい。 
 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

前時までに，露点に達すると空気中の水蒸気が凝結

し，水滴に変化することを学習しておく。また，空気

１㎥中に含むことのできる水蒸気の量にも限度があり，

温度により飽和水蒸気量も変化することを理解させて

おく。 
 
４ 観察・実験の手順・様子 

（１）実験の準備 

生徒が雲のでき方に興味・関心を持ち，主体的に課題解決に取り組む観察・実験例

【観察・実験例１】 
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ゴム風船はフラスコの入り口の直径

以下のサイズとなり，変化が小さい

ため，演示用の器具だけでもよい。

ア 導入のペットボトルの実験では，中の圧力 
を高める器具の使い方を確認させてからポン 
ピングをするように指導する。ポンピングし 
た後は，親指以外の 4 本指でペットボトルの 
上部を軽く握り，レバーを親指で押すとロッ 
クが外れ，一気に空気が抜け減圧される。 

イ サーミスタ－温度計は各班に準備すること 

は難しいため，安価なデジタル温度計を使う。 

デジタル温度計をゴム栓に開けた穴に脱着す 

る際は教師が行う。ゴム栓への脱着には，か 

なりの力が必要なため，破損や生徒の怪我を 

防止する上でも図のようなセットで準備して 

おく。 

ウ 圧力を高める器具が用意できない場合はペ 
ットボトルに少量の水を入れ，線香の煙を数 
秒間充填してキャップを締めたものを用意す 
る。続いて両手でペットボトルを握り，一気 
にゆるめて「雲」を発生させる。 

 
（２）実験の手順 

〔観察・実験例１〕・・・導入の実験 

ア ペットボトルと圧力を高める器具を各班に配布し，器

具の使用方法について習得する。 
イ ペットボトル内が乾燥している状態で 30 回ポンピン

グをしてから一気に空気を抜いて減圧させ，様子を観

察する。 
ウ 次にペットボトルの中に少量の水を入れ，振ってから

イと同じように一気に空気を抜いて減圧させ，様子を

観察する。 
 

〔観察・実験例２〕 

エ〔空気圧と温度の変化を調べる実験〕 

装置を組み立て，丸底フラスコの中が乾燥した状態で

注射器を引いたり，押し込んだりした時の気温や風船

の大きさの変化について観察する。 
オ〔フラスコ内の湿度を高めた状態で行う実験〕 

ゴム栓を一度外し，フラスコ内に少量の水を入れ，軽

く振ってから元通りに組み立て，エと同様に注射器を

動かす。 
カ〔フラスコ内に凝結核となる線香の煙を加えた状態で行う実験〕 

水だけでは雲はほとんど発生しないことを確認した後，ゴム栓を外し，フラスコ内に線香の煙

を入れてから元に戻し，オと同様にして観察する。 
 
（３）実験の留意点（変化の様子） 

ア ポンピングは３０回が目安であるが，器具にもよるがかなり握力を使う。一気に空気を抜くた

めの方法もあまりポンピングをしない状態で一度練習しておくよう演示で見せ，説明するのが

一番早い。また，ペットボトルの実験は簡単にでき，失敗もないので，生徒が全員一回ずつ試

させたい。 

ガラス管・温度計付きゴム栓，シリコン管で

つないだ樹脂製の注射器，丸底フラスコの入

り口から入る程度の小さな風船と糸。 
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一度，雲が発生すれば，何度も発生と消滅を繰り返すことができるの

で，生徒はそこに興味を示し，何度も繰り返しながら，考えさせたい。

注射器を動かすとやや遅れて、温度が

０．２℃程度変化する。 

イ 乾燥した丸底フラスコで注射器を使って気圧を下げたり（ピストンを引く），気圧を上げたり

（ピストンを戻す）を繰り返すとその度にデジタル温度計で０．２℃前後の温度変化が確認で

きる。わずか０．２℃の変化で雲が発生するのかという疑問やなぜ気圧が変化すると温度が下

がるのかという疑問を生徒から拾えると結果の考察に幅が出る。 
 
ウ ペットボトルの実験では水を入れただけで雲が発生したが，丸底フラスコの実験では雲は発生

しない。これは注射器では，フィズキーパーほど圧力差を生み出せず，温度変化も小さいため

だと考えられる。しかし，フィズキーパーでもポンピング数を減らすと水だけでは発生しない

ことに気づいている生徒もいる。 
 
エ 線香の煙は入れすぎないように注意する。生徒はついつい多めに充填してしまい，フラスコ内

に雲ができたのか，煙が充満しているのか区別できなくなってしまう。ほんの少量で劇的に雲

のでき方に違いがでることを実感するためにも「3 秒間」位が適当である。 
 
５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

実験は 3 段階に分ける。空気を押し縮めたり，引き伸ばしたりすることで温度が変化すること。

水蒸気を多く含んでいないと雲は発生しづらいこと。凝結核が雲の発生を助けること。それらの実

験の結果から雲ができる条件を班で話し合い，考察してまとめ，発表させたい。 
 

６ 器具の扱い方等 

（１） 指導面 

注射器のピストンを動かすことと，気圧の関係について理解させておくとよい。「ピストンを

引くこと」＝「気圧が低くなる」が結びついていない場合が多い。フラスコ内に風船を入れて

おくと若干膨らむことから，ストレートに気圧が下がったと理解できない生徒もいる。「ピスト

ンを引いた分だけフラスコ内の空気の体積が引き延ばされた」→「そのためフラスコ内の気圧

が下がって，中の風船を押す圧力が減ったため，膨らんだ」という考え方を確認しておく必要

がある。いずれにしても，1年生の「空気の圧力」で学習した内容を想起させておく必要がある。 

（２） 安全面 

薬品も火も使用しないので特に安全面の心配はないが，注射器がガラス製の場合は注意が必要。

押し込む時に少しでも斜めになると本体が破損する可能性が高い。下の写真のような樹脂製で

あれば破損の心配もなく，しかも軽い。 
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Ⅱ 指導の例 

 
１ 単元名  霧や雲の発生 

 
２ 単元のねらい 

・霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付けて

とらえること。 

・前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて，その変化を暖気，寒気と関連付けてとら

えること。 

 

３ 指導計画（全７時間） 

霧や雲の発生（５時間，本時５／５） 

前線の通過と天気の変化（２時間） 

 

４ 学習問題     

ペットボトルの中に「雲」が発生したのはなぜだろうか。 

 
５ 観察・実験の展開例 

（１） ねらい 

・実験から雲ができる理由について根拠をあげて説明することができる。（科学的な思考・表現） 

・ねらいや注意点を意識して，正しい実験を行うことができる。（観察・実験の技能） 

（２）展開例                                 ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 
１ 既習事項を確認し，予想の根拠となる事象を示す。

【観察・実験例１】 
・ペットボトルの中の圧力を高める器具を使用し，

ペットボトル内で「雲」を発生させる。 
（導入の実験） 

・露点や飽和水蒸気量の示す表す意味につい

て想起させる。 
・フィズキーパーの役割がボトル内の気圧を

高めることだということを確認する。 
 

 ペットボトルの中に「雲」が発生したのはなぜだろうか。  

２ 学習課題に対する予想とその根拠をワークシート

に記入する。 
・各班「雲」ができていることを確認し，「雲」がな

ぜ発生したのかを考える。 
・自分の考えをワークシートに書く。 
・班内で自分の意見を発表し合い，ホワイトボード

に班の考えをまとめる。 
 

 
・ワークシートで自分の考えを書いてから班

で話し合う。（ホワイトボード使用） 
 
※雲ができた理由について根拠を挙げて予想

し，発表することができる。 

（科学的な思考・表現）

３ 予想とその理由を発表する。 
・班ごとに発表させる。 

 

４ 実験方法を確認し，実験をする。 
【観察・実験例２】 
①フラスコ内の気圧の変化と気温の変化を調べる。 
②フラスコ内を少量の水でぬらしてから実験をする。

③さらに，線香の煙を入れてから同様に実験をする。

 

 
・①～③の手順で実験を行わせ，風船の変化

や温度の変化などフラスコ内の変化につい

て記録させる。 
※ねらいや注意点を意識し，正しい実験を行

うことができる。 （観察・実験の技能） 
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５ 結果をまとめ，考察をする。 
・結果をまとめ，考察をする。 
・考察を発表する。 

・実験の結果から，ペットボトル内に「雲」

ができたしくみについて班で話し合い，ホワ

イトボードを使って考えをまとめる。 
・班ごとに１分間以内で発表させる。 

６ まとめる。  
 ・地面で暖められた水蒸気を多く含んだ空気が上昇すると周囲の気圧が下がるため，膨張する。 

・空気は膨張し気圧が下がるにつれ，温度が下がる。 
・水蒸気を多く含んだ空気はやがて露点に達し，細かい水滴（霧や雲粒）が発生する。 
・空気中のチリやホコリは凝結核となり，霧や雲の発生を助ける。 

  

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１）実験器具の完成度が低く，空気漏れで雲が発生しない。 

〈対処法〉 

・ゴム栓に開けた穴が大きすぎないようにする。温度計やガラス管との接触面から空気がもれる場

合はゴム栓の穴を切り直すのが一番よいが，少しの場合はビニールテープ等で空気の漏れを止め

て試してみる。 

（２）実験が単純すぎるので，「雲ができるか確かめよう」などの実験・観察だけに重点を置いた授

業をすると途中で飽きてしまう。 

〈対処法〉 

・雲ができる条件について①「気圧の変化」と「気温の変化」の関係，②「水蒸気を多く含んだ空

気」と「露点」の関係，③「線香の煙の役割」の３つに分け，実験の結果から考察できるように

ワークシートを工夫し，グループでの話し合い・発表につなげていくようにする。班での発表は

各単元で計画的に取り入れて慣れさせておくとよい。始めはかなり時間がかかってしまうが，慣

れると発表を前提に班での話し合いを進めていこうという意識がでてくる。 

（３）線香の煙を入れすぎて，雲が発生しても始めからフラスコ内がくもっているので，変化がわか

りづらくなってしまう。また，フラスコ内が曇ったのは煙が原因であると考えてしまう生徒が少

なくない。 

〈対処法〉 

・とにかく入れすぎない。といってもつい多く入れないと効果がないように考えるので，3 秒間な

どと具体的な数字で指示をするとよい。 

 
２ 経験談から 

普段から気象に興味・関心を持ち，雲の不思議さ，美しさ，不気味さなどを感じている生徒にと

ってはペットボトルやフラスコの中で雲が作れるなんて「感動」の実験です。しかしながら，興味

を持っていない生徒にとっては物足りない観察・実験になってしまいがちです。できれば，本単元

に入る前から夏休みの宿題や季節ごとにさまざまな雲について観察させ，興味・関心を育てていき

たいところです。雲に名前があることにも生徒が意外と興味を持っています。気象について興味・

関心を持たせることは確実にその生徒の人生を豊かなものにすると思いながら，この単元では各グ

ループの実験装置を準備させ、全員が自分の手で雲の発生と消滅を行う操作を体験させたいです。 
 

参考文献 

１）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界２年 教師用指導書」大日本図書  

２）有馬朗人ほか５６名 共著（２０１２）「理科の世界２年」大日本図書 
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前線の通過と天気の変化 

 

Ⅰ 

 

１ 観察・実験のあらまし 

 前線の通過と天気の変化の小単元では，二つの気団の温度差により前線が形成され，その前線の形

成過程の違いから温暖前線と，寒冷前線の構造上の違いが生じることを学習する。この際，ドライア

イス等を使って空気を直接冷やして行うモデル実験や温度差のある水を用いたモデル実験を行うの

が一般に多く知られている。しかしながら，この方法では，事前の準備が大変であるとともに装置が

大型化してしまうという課題が生じる。 

 そこで本実践資料においては２０リットル程度の小型水槽を用いて誰でも簡単に前線の形成過程

を再現できるモデル実験を紹介する。 

 

 ・前線が形成されるしくみ 

 温度の異なる空気が左右に接すると，その比重の違いから冷たい空気は暖かい空気の下に潜り込

もうとし，暖かい空気は冷たい空気の上に覆い被ろうとすることで形成される。このことから，比

重の違いが明確な物質を用いることがモデル化の上で大切である。 

 

 

 

 

 

    

一般的な前線のモデル 

 

２ 準備するもの 

  ・水槽（適度な大きさ） ・お湯（４０℃程度） ・入浴剤（粉末，発泡） 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

 事前にサーモインク（写真参照）を利用して，暖められた水が上昇することを確認しておくと，空

気が上から覆い被さるというイメージを形成しやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比重：軽い 

寒冷前線 温暖前線 

比重：重い 
比重：重い 

サーモインクを加熱し

たようす 
サーモインク 

教材会社から購入できる 

※水の温度を事前に常

温（２０℃程度）にあ

たためておくと，比較

的速やかに発色が見

られる。 
（実践では水温が，

４０℃程度に達する

と，色の変化がみられ

る。） 

前線の形成過程を机上で再現することにより，生徒の理解を深める実験例 
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４ 観察・実験の手順・様子 

（１）寒冷前線モデル 

ア 粉末入浴剤を大さじ１杯程度とる。 

イ 水槽に水を８分目程度まで注ぐ。 

ウ 入浴剤を水槽の端に入れると底に沿って拡散し，前線面を形成する。 

（２）温暖前線モデル 

ア 発泡入浴剤をハンマー等で砕く。（１８リットルの水槽に対して，入浴剤１／２個ほど） 

イ 水槽に４０～４５℃程度のお湯を８分目程度まで注ぐ。 

ウ 入浴剤を水槽の端に入れると素早く発泡し，水槽の上部に入浴剤が広がり，前線面を形成する｡ 

  

        寒冷前線モデル                温暖前線モデル  

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

 各前線のモデルをもとに，日本の周辺でおこる天気の変化についての考察を行う。この際，湿舌（※）

が前線面に作用することで，大雨をもたらすメカニズムなどにも言及することにより，学習を深める

ことができる。                       （※）水蒸気を多量に含む気団 

 

６ 器具や薬品の扱い方等 

 （１）指導面 

 発泡入浴剤によっては，お湯の温度が低いと発泡入浴剤の発泡作用が鈍り，温暖前線のモデル

で，きれいな前線面を形成できないことがある。事前に予備実験を必ずし，適切な温度になるよ

うに調節する必要がある。 

 （２）安全面 

温暖前線のモデルでは，お湯を使って実験を行わざるを得ないため，やけど等に十分に配慮す

る。また，ガラス水槽を用いる場合は，温度の変化によるガラスの破損が無いように，一度低め

のお湯で温めたのち，４５℃程度のお湯を注ぐほうが安全である。 

 

 （３）その他 

ア 寒冷前線のモデル 

お湯の色が寒色系（青や緑）もしくは白色を呈する入浴剤を用いることにより，入浴剤が広

がる過程が，寒気に見えやすくなる。液面になるべく近いところから，水槽の縁に向けて入浴

剤を投入することで，より広がり方が美しくなる。 

イ 温暖前線のモデル 

 お湯の温度を，少し熱めのお湯にしておくことが大切。給湯設備から理科室までが離れてい

る際にはお湯をできるだけ高温にしておくことと，ポットに熱湯を用意し，加えることで直前

に加温できる環境を整えておくとよい。 

 入浴剤をできるだけ細かく(１ｃｍ程度)砕いておくことで発泡がスムーズに起こり，前線面

をきれいに作りだすことができる。また，暖色系の入浴剤を用いると思考の面からも効果的で

ある。 
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Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名 前線の通過と天気の変化 

 

２ 単元のねらい 

 前線の通過に伴う天気の変化の観測などに基づいて，その変化を暖気，寒気と関連付けてとらえる

こと。 

 

３ 指導計画（全４時間） 

前線の通過と天気の変化（４時間，本時２／４） 

 

４ 学習問題 

低気圧の付近で，前線はどのようにつくられるのだろうか。 

 

５ 実験・観察の展開例 

（１）ねらい 

・前線のつくりを性質の異なる気団が接し合う現象と関連づけてとらえ，自らの考えを導いたり

まとめたりして，表現している。               （科学的な思考・表現） 

 

（２）展開例                                 ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 低気圧の付近で，気団がどのようにぶつか

りあっているかを推測する。 

 

 

 

２ 暖かい空気と冷たい空気ではどちらが上に

集まるのか，実験により確認する。 

・ビーカーを加熱すると，温かい水が上に集

まることから，暖かい空気も冷たい空気よ

りも軽いだろうと推測する。 

 

３ 暖気と寒気がふれあうところでは，どのよ

うに２つの気団がふれあっているのか，予想

する。 

・暖気のほうが暖かいので，冷たい空気の上

に覆いかぶさるであろう。 

 

４ それぞれのモデルを見せ，どのような現象

 が見られたか，言葉で表現させる。 

・温暖前線のモデルでは，（入浴剤が発泡し）

ゆっくりと覆い被さるように色が広がって

いった。 

・寒冷前線のモデルでは，入浴剤が水槽の底

に沿って一気に広がる様子がみられた。 

 

 

 

・日本付近では南方に温暖・湿潤な暖気団が，

北方に寒冷・乾燥した寒気団が形成されるこ

とを確認する。 

 

 

・サーモインクを用いた演示実験を行うことで

温まった水が上方に集まることを確認する。

（小４「もののあたたまり方」の単元で子ど

もたちは学習済み） 

 

 

・暖気が寒気に流れ込む場面と，寒気が暖気に

流れ込む場面での２つの空気の交わり方を予

想し，図示させる。 

 

 

 

 

 

・先に温暖前線のモデルから実験を行うと，暖

かい空気に見立てた入浴剤が上から覆い被さ

っていく様子を観察することができる。 

・水槽に水をはり直してから寒冷前線のモデル

実験を行うことで，比重の高い入浴剤が水の

下に潜り込んでいく様子を観察することがで

きる。 

 

低気圧の付近で，前線はどのようにつくられるのだろうか。 
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５ 暖気と寒気がどのように接しているのかを

想像する。 

 

 

 

 

 

・温かい空気が，冷たい空気の上に覆い被さ

る。 

・冷たい空気は，底に沿って進む。 

 

６ モデルでの観察をもとに，温暖前線や寒冷

前線では前線面がどのように形成されるかを

図でまとめる。 

   
 

７ まとめる。 

 

 

 

 

・温暖前線のモデルでは，発生した二酸化炭素

のおかげで，入浴剤の比重は軽くなり，上に

広がっていることに着目させる。 

・寒冷前線のモデルでは，比重の重い入浴剤が

冷たい空気のモデルであることに注目させ

る。 

 

 

 

 

 

・モデルでの観察をもとに，各前線における前

線面の形成過程を考察させ，絵や言葉で表現さ

せる。 

※低気圧の付近で，前線はどのようにつくられ

るかについて自分の考えを導きだすことができ

る。（科学的な思考・表現） 

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）温暖前線のモデルで入浴剤の広がりが悪く，一様に広がってしまう。 

＜対処法＞ 

・水温が低いと発泡が弱められ，入浴剤の成分を一気に押し上げるだけの浮力を得ることができなく

なる。そこで，水の温度を４０℃～４５℃に設定するとともに，入浴剤を砕くことで表面積を大き

くし，より発泡を促すことで，広がり方をコントロールすることができる。 

 

（２）水温を４０℃以上に保つことが困難。 

＜対処法＞ 

・事前にポットに熱湯を保存しておき，実験の直前に継ぎ足すことで温度の調節が容易になる。 

 

（３）入浴剤が気団のように見えない。 

＜対処法＞ 

・入浴剤の色を赤や青に近い色にすることで，「赤＝暖かい」，「青＝冷たい」というイメージを子ど

もが形成しやすくなる。 

 

（４）寒冷前線のモデルで入浴剤の広がりが悪い。 

＜対処法＞ 

 ・開封から数カ月たち，湿気を帯びた入浴剤では拡散せずにダマになってしまう例が見られる。でき

るだけ乾燥した入浴剤を使用することで，このような失敗を防ぐことができる。 

 暖かい空気が冷たい空気に流れ込む場面では，暖かい空気は冷たい空気の上に覆い被さるよ

うに接し，前線面を形成する。（温暖前線） 

 また，冷たい空気が暖かい空気に流れ込む場面では，冷たい空気は暖かい空気の下にもぐり

こむように接し，前線面を形成する。（寒冷前線） 

暖気 

寒気 
寒気 

暖気
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２ 経験談から 

 気団と前線の学習では，ドライアイスや食塩水を使って，寒気を表現し，寒冷前線が形成される過

程を表すモデルが紹介されることが多くあります。しかしながら，この方法では温暖前線の形成のし

くみを表現することが難しく，ついつい理論先行型の教え込みの授業形態になりがちです。そこで，

本実践では生徒の素朴な発見や，ひらめきを授業に取り入れ，生徒主体の学習になることを目指して，

身近にある入浴剤を使って前線面を形成するしくみを紹介しました。 

 

 今回の展開例で示した指導案では，全体を

前に演示実験の形態で行うことを前提として

画像を添付しましたが，１００円ショップな

どで売られているコレクションボックスを活

用すると（右写真），少人数のグループでの実

験・観察が容易になります。この場合，水温

を４２℃くらいに設定したうえで，入浴剤の

大きさをできるだけ小さくし，複数個投入す

ることで現象が比較的見やすくなります。 

 

最後に，普段の生活経験から教材・教具を開発，実践することができることが理科という教科の楽

しみであり，同時に醍醐味です。この実践例が，日ごろの何気ない一瞬を教材開発につなげるための

参考となれば幸いです。 

 

 

コレクションボックスを用いた実験例 
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- 86 -

生物の殖え方

Ⅰ 生命の不思議さを体感し，興味･関心を高めるウニの受精と発生の観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

目前で精子と卵から新しい生命が生まれてくることは，生徒にとって非常に興味深い，新鮮な現

象である。生命誕生の瞬間を採卵，採精から行う。目の前で受精膜があらわれ，受精卵が二細胞，

四細胞と変化していく，その発生の過程を観察する。

２ 準備するもの

（１）器具

教師による採卵・採精用

・三角フラスコ２００ｍＬまたは ビーカー２００ｍＬ（２） ・メス（カッター）（１）

・ピンセット（１） ・バット（１） ・シャーレ（２） ・駒込ピペット(スポイト)（２）

・はさみ（１） ・ウニ（ムラサキウニ等）（雌雄各１）

生徒観察用(一人)

・顕微鏡（１） ・スライドガラス（１）

生徒観察用(班)

・ビニールテープ（１） ・顕微鏡照明装置（１） ・小型シャーレ（２）

・駒込ピペット(スポイト)（２） ・記録用デジタルカメラ（１）

（２）試薬

・塩化カリウム０．５ｍｏｌ／Ⅼ溶液 ・海水(人工海水でも可)

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

・無性生殖，植物の受精について学習し，比較ができるようにする。

・観察前に一組の雌雄のウニから精子と卵を採取し，時間をおいて受精させておくと様々な段階

の受精卵を観察することができる。

４ 観察・実験の手順・様子

（１）観察の準備

ア ウニの準備

・磯の岩のくぼみや転石の下に生活している。採集したものは，海水で湿らせた新聞紙にくるん

で持ち帰る。乱獲は避けたい。また，ウニは水産資源なので，採集に際し，漁業協同組合の了

解を得なければならないことがある。採集と同時に海水も採取し，ろ過をしておくと良い。

・観察に適したウニはムラサキウニ・バフンウニ・タコノマクラ等があげられる。それぞれの種

において生殖時期が異なるので授業の実施時期によって使用する種類を変える必要がある。以

下に生殖時期を示す。

タコノマクラ：６・７月

ムラサキウニ：６・７月

バフンウニ ：２・３月

・ウニを付近で入手することが困難な場合は，お茶の水女子大学 湾岸生物教育研究センター（h

ttp://marine.bio.ocha.ac.jp/）で頒布している。生体のウニだけでなく，採取した精子と未

受精卵や海水も同様に，期日を指定して宅配便による頒布を行っている。また，雌雄を確認し

てから送付してくれるので，準備が簡単である。日曜日の発送は行っていないので，月曜日の

実験は難しい。
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- 87 -

イ 雌雄の見分け

・一般的に雌雄を見分けることは非常に難しいが，バフンウニは裏側の管足の色を見て黄色は雌，

白は雄である。不明なものから塩化カリウム水溶液を口辺に注射して雌雄を判別してから，確

実に反対の雌雄を判別すると良い。

・囲口部の柔らかなところにメス（カッター）を入れて，アリストテレスの提灯（口に接した咀

嚼器）を切り出す。ウニ本体の内部の体液を捨てる。すると内部に５本の生殖巣が確認できる。

この生殖巣の色が濃いオレンジ色なら卵巣で，薄い黄色または白っぽかったら精巣である。

（２）観察の手順

ア 採卵

(ア)ムラサキウニはトゲが長いので，はさみで生殖孔のまわりを切り取る。

(イ)囲口部の柔らかな部分にカッターまたははさみを入れて，アリストテレスの提灯をピンセッ

ト等で取り出す。

(ウ)体腔液を静かに流し出し，塩化カリウム溶液（０．５ｍｏｌ／Ⅼ）を約１ｍⅬ入れる。

(エ)海水をいっぱいに入れた三角フラスコまたはビーカーの上に生殖孔を下にしてウニをのせる。

(オ)卵が器底に沈むのを待って(２０分ほど)，２回ほど上澄みを捨てて新しい海水を加える。(海

水に塩化カリウム溶液が残っているため)

イ 採精

(ア)採卵の(ア)～(ウ)を行う。

(イ)塩化カリウム溶液注入後，シャーレに逆さまに置いておく。

(ウ)生殖孔から精子がしみ出してきて濃度の高い精子を得ることができる。または咀嚼器を取り

除いた後、殻をハサミで割り，薬さじ等を用いて精子の塊をペトリ皿に取り出す。蓋をして

冷蔵庫で１０℃～１２℃で保存すれば２～３日は受精能力を維持できる。

(エ)精子は雌と同様の方法で得ることができる。しかし，ウニの精子は海水中に出すと活発に遊

泳し間もなく死ぬ。生徒の目前で精子を放出する様子を観察させ，１時間の授業の中で観察

を終えるなら良いが，精子の寿命を長く保つためには海水に触れさせてはならない。

ウ 精子の観察

(ア)スライドガラスに海水を１滴たらし，精子を柄付き針や爪楊枝の先につけてスライドガラス

の海水につけた後，カバーガラスをのせる。

(イ)倍率は４００倍から６００倍がよいが，対物レンズがスライドガラスに接触して破損しない

ように注意する。
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エ 未受精卵の観察

・スライドガラスはホールスライドガラスまたは図のようにスライドガ

ラスにビニールテープを貼り，中央を切り抜いたものを使用するのも

よい。カバーガラスより小さく穴を開ければ、カバーガラスを上にか

けて観察することが可能である。

オ 受精の観察

(ア)未受精卵の観察後，精子を薄めた海水をスポイトで１滴少し離してのせる。精子はほとんど

白濁を示さない程度に海水で薄めると良い。精液が濃すぎると多精現象が起きる。

(イ)対物レンズを１０倍にして精子の希釈液の近いところにある未受精卵にピントをあわせる。

(ウ)爪楊枝や針先で精子の希釈液と未受精卵の海水をつなげる。

(エ)精子が卵に到達し，受精膜があがる様子を観察する。

カ 発生の観察

・事前に受精させておいた卵を時間ごとに，発生の過程の観察する。

・受精後発生にかかる時間の目安(約１８℃)

２細胞期：約１時間３０分

４細胞期：約２時間

８細胞期：約３時間

１６細胞期：約３時間３０分

ふ化 ：１２時間

原腸胚 ：２０～２４時間

プリスム幼生：３６時間

プルテウス幼生：４８時間～

（３）観察の留意点

留意点１ 精子をとったピペットは未受精卵の容器には使わない。ビニールテープ等を用いて色分

けし，区別できるようにする。

留意点２ 高価ではあるが，ホールスライドガラスの代わりにプランクトン計数板を用いると，

１ｍｍごとに格子が入っているので卵の大きさがわかりやすい。また，卵の観察をしな

がら，精子の注入を楽に行うことができる。

留意点３ 卵は状態によっては壊れているものも見られる。生徒は区別がつかないので，良好な卵

を観察前に提示して発見しやすくすると良い。

留意点４ 顕微鏡で観察する際は，できるだけしぼりをしぼった方が観察しやすい。特に受精膜が

見やすくなる。

留意点５ 観察時やウニの保管時，温度が１０℃以下では発生が思うように進まない。観察する時

期にもよるが，暖房が切れて夜間に室温が下がる場合は，発砲スチロールの容器に入れ

るなどの対応が必要になる。また，クール便で送られた資料をそのまま置かないように

する。

留意点６ 産卵期にある雄雌のウニを同じ海水槽に入れておくと放精，産卵してしまうことがある

ので，海水に戻すことはしない。濡れた新聞紙に包んでおく。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

ノートやプリント等に観察結果をまとめさせる。卵割の順を正しく追うことができないことが多
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いので，班の中や学級全体で情報を共有できるように，大きくスケッチさせたり，視聴覚機器で全

体で確認できるように手立てをとる。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

・卵と精子の希釈液を混ぜるために，顕微鏡観察ではカバーガラスを使用しない方が観察しやす

い。そのため対物レンズを４０倍にすると液に接触してしまうことが多々見られるので，１０

倍を使用するなど，十分注意する。１０倍では精子は見にくいが，卵は十分に観察できる。

（２）安全面

・生徒に採卵・採精を行わせる場合は，カッター等の刃物の扱いに注意させる。

・電気ショックによる採卵・採精を行う場合は，電源に海水がかかってショートしないように十

分配慮する。

Ⅱ 指導の例
１ 単元名 生物の殖え方

２ 単元のねらい

身近な生物の殖え方を観察することにより無性生殖と有性生殖の特徴を見いださせるとともに，

生物が殖えていくとき染色体にある遺伝子を介して親から子へ形質が伝わること，そしてその伝わ

り方に規則性があることを理解する。

親の体の一部から子ができる無性生殖では，親とまったく同じ形質をもつ子ができることに気づ

く。有性生殖では，受精によって新しい個体が生じ，受精卵が体細胞分裂を繰り返して複雑な体を

作っていくことを理解する。

３ 指導計画（全９時間）

生物はどのようにして子孫を残すのか（３時間，本時３／３）

親の特徴はどのように子に伝わるのか（６時間）

４ 学習問題

動物はどのような方法で子孫を残していくのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・ウニの受精と発生の過程に興味・関心をもって積極的に観察しようとする。（関心・意欲･態

度）

・受精卵の細胞の数に注意して発生の順序を考えることができる。（科学的な思考･表現）

・観察の手順・目的・注意点を意識し，正しい手順で観察できる。（観察･実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 植物の生殖について復習する。

動物はどのような方法で子孫を残していくのだろうか。
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２ 「精子，卵，受精卵の観察」 ・観察の手順・目的・注意点を確認し，観察

・ 実験方法を理解する。 を行う。

・ウニから精子と卵を採取する。

・ウニの人工受精をする。 ・受精する瞬間に集中させ受精膜ができる様

・受精卵を検鏡し，スケッチする 子を観察させる。

※ウニの受精と発生の過程に興味・関心をも

って積極的に観察を行っている。（関心・

３「各発生段階の胚と幼生の観察」 意欲・態度）

事前に受精させておいた胚と幼生の観察とスケ ※正しい手順で観察している。（観察・実験

ッチを行う。 の技能）

・デジタルカメラで撮影し，自分のスケッチ

を見比べるよう伝える。

・デジタルカメラの操作だけに気をとられな

４ スケッチをもとに発生の順序を確認する。 いように本時の観察の狙いを机間指導で確

認する。

５ 班で確認した結果を発表しあう。 ※受精卵の細胞の数に注意して発生の順序を

考えている。（科学的な思考・表現）

動物は雄の精子と雌の卵が受精をして子孫を残す。この方法を有性生殖と

いう。また，受精卵から胚への過程を発生という。

６ 発生の過程をデジタルコンテンツや教科書を ・観察できなかった段階の胚や幼生の説明を

使って理解する。 行い，過程の全貌をデジタルコンテンツで

説明する。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために
１ 生徒･教師の失敗例

（１）卵が見つからない。

＜対処法＞

・ホールスライドガラスは，中心に向かって深くなっていくために中央付近では卵は横方向だけで

なく縦方向にも散らばっている。そのためピントが合わずに見つからないことが多い。しぼりを

しぼると焦点深度が深くなり，見つけやすくなる。その分光量が減るので，照明装置を準備して

光量を補う。

（２）受精の瞬間が見られない。

＜対処法＞

・先に未受精卵を見つけてピントを合わせてから精子の希釈液を混ぜること。ペアになって精子の

希釈液を入れさせても良い。また，うまくいかなかったら何度でも新しい卵を観察できるように

生徒へ伝える。

２ 経験談から

無性生殖と有性生殖の大きな違いは，新しい生命が多様性を持つことです。親の形質と子の形質
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が異なることの意味を考えさせるようにします。そして，生物が子孫を残すためにいろいろな手段

を探り，手に入れてきたことに対して，生きようとする生命の意志を感じさせたり，一つの細胞か

ら様々な細胞に分化し生命体を作り出す不思議さを感じさたりしながら発表につなげるようにした

いものです。

生物分野は生命尊重の意識を育てる重要な分野です。観察する際に自分たちの学習によって生命

が費やされていることを十分に意識させることも大切なことです。

採卵・採精の方法を一学級でウニ雌雄一匹ずつを使用する方法を紹介しました。生徒の目の前で

卵や精子が出てくる様子は，生徒の興味・関心を高めます。しかし，生命尊重や予算の面からなる

べく使うウニの数を減らしたい場合の方法を紹介します。授業の進度を調節すれば，一組のウニで

数クラスが観察することが可能です。量としては一匹で数百人の観察をまかなえます。

・塩化カリウム溶液注射法

口のそばから塩化カリウム溶液（０．５ｍｏｌ／Ⅼ）を０．３ｍⅬほど注射する。数分待っても

産卵が起きないときには同じ場所にさらに追加の注射をする。一部の卵巣を刺激して産卵させる。

使用したウニはぬらした新聞紙などに包んで次の実験に使う。

・電気刺激法

右図のような装置で約１０Ｖの電流で刺激をして採取する。

受精させた受精卵はビーカー等に入れて温度を調節すれば幼生に変態

し，稚ウニとなる。そのまま飼育して成体まで育てる方法が，お茶の水

女子大学湾岸生物教育研究センターのホームページに詳しく掲載されて

いるので，参照されたい。
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遺伝の規則性と遺伝子

Ⅰ 生徒の興味・関心を高めるのに役立つ，身近な材料を活用したＤＮＡを抽出す
る観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし
本単元では，「遺伝子の本体はＤＮＡという物質である」ということを学習する。ＤＮＡという

物質は，名称こそ今では広く知られているが，自分の目で見たことのある人は多くはないであろう。
実際，生徒たちはＤＮＡに対して，「目に見えない小さなもの」「難しいもの」というイメージを
もっている場合が多い。ところが，ＤＮＡは全ての生物がその細胞内にもっている物質なので細胞
さえ存在すれば取り出すことが可能であり，身近にある薬品や器具を使って比較的簡単に取り出す
ことができるのである。ＤＮＡを実際に自分の目で見たり触ったりすることにより，遺伝や遺伝子
に対する興味・関心が高まる観察・実験である。

２ 準備するもの
（１）器具 １班に必要な数

・１００ｍＬのビーカー（２）
・乳鉢と乳棒（１組）
・茶こし または ガーゼ（１）

※茶こしがなければガーゼを二重にして使用するとよい。
※コーヒー用のペーパーフィルターも利用できる。
※ろ紙では目詰まりしてしまい，ろ過できない。

・ガラス棒（１）
・駒込ピペット（１）
・割り箸（１）

（２）材料・試薬等 １班に必要な量
・ブロッコリー（約２０ｇ）

※実験の直前まで冷凍庫に入れておく。
・食塩水＜約２ｍｏｌ／ L＞（５０ｍＬ）

→ 食塩５．８ｇ＋水５０ｍＬで約１．９８ｍｏｌ／Ｌ
※作りおきのものより直前に水溶液にした方がよい。

・食器用中性洗剤（３滴）
※界面活性剤の割合が高いものがよい。
（今回は３３％のものを使用した。）

・無水エタノール＜９９．５％＞（５０ｍＬ）
※使用する直前まで冷凍庫で冷やしておく。

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て
（１）前日まで

ア 新鮮なブロッコリーを用意して，花芽の部分のみをはさみまたはカッ
ターで切り落とし，約２０ｇずつ小分けにして冷凍する。

※花芽の部分は１つ１つの細胞が小さいので同体積で比べるとＤＮ
Ａの量が多く，柔らかいので粉砕しやすいから。（茎が多少入って
も気にしなくてよい。）また，冷凍することで細胞が壊れやすくな
ると同時に，ＤＮＡ分解酵素のはたらきを抑えることができる。

イ 無水エタノールはポリ容器に５０ｍＬずつ小分けにして冷凍庫で冷
やしておく。

※ＤＮＡはエタノールに溶けにくい性質があり，エタノールの温度
が低いほど溶解度が小さくなるから。また，容器をガラス製にし
てしまうと冷たくて持てなくなってしまう。

ウ 食塩水は作り置きをせず，食塩を５．８ｇずつはかり分けておく。（使
用する直前に水５０ｍＬを入れて使用する。）

（２）当日
班毎に必要な薬品と器具をセットにしておく。ただし，ブロッコリ

ーと無水エタノールはこのときには配付せず，使用する直前に冷凍庫から出して配付する。
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４ 観察・実験の手順・様子
（１）試薬作成手順

ア ＤＮＡ抽出液（２ｍｏｌ／Ｌ食塩水＋界面活性剤）
（ア）１００ｍＬのビーカーに水５０ｍＬを入れる。
（イ）使用する直前に①のビーカーに食塩５．８ｇを加える。
（ウ）（イ）の食塩水に食器用中性洗剤を３滴加え，よく攪拌する。

※ＮａＣｌの分子量を５８．５として求めている。
※使用する食器用中性洗剤の界面活性剤の割合が低い場合は洗剤の量を増やすとよい。
※半透明の溶液になってもよい。

（２）実験の手順
ア ＤＮＡの抽出液を作成する。

２ｍｏｌ／Ｌの食塩水５０ｍＬに食器用中性洗剤３滴を加え，よく攪
拌する。

イ 細胞を粉砕する。
冷凍庫から取り出した凍ったブロッコリーの花

芽を乳鉢に入れ，はじめはたたくようにして粒を
つぶし，磨りつぶす。花芽がほぼつぶれた感じに
なったら，それ以上は磨りつぶさない。

ウ ＤＮＡを抽出する。
イの磨りつぶしたブロッコリーの花芽にアの抽

出液を加え，全体がまんべんなく混ざるように乳
棒で穏やかにかき混ぜる。

エ ＤＮＡの抽出液をろ過する。
３分ほど放置した後，１００ｍＬのビーカーの

上に茶こしを置き，乳鉢の中身を入れてろ過をす
る。乳棒で上から軽く押して多くのろ液を得る方
がよい。多少の混入はかまわない。

オ ＤＮＡを析出させる。
エの抽出液のろ液に，冷凍庫で冷やしていた無

水エタノールをガラス棒を使って静かに流し込み，
抽出液のろ液の層の上にエタノールの層ができる
ようにする。（二層に分かれる）エタノールの層
がろ液の高さの１～２倍の高さになるまで流し込
み，ＤＮＡが析出してくるのを静かに待つ。しば
らくすると下の抽出液のろ液の層からＤＮＡの白
い沈殿がエタノールの層に浮き上がってくる。

カ ＤＮＡを回収する。
浮き上がってきたＤＮＡは白い糸（ひも）のような状態になるので，

割り箸を使って巻き取るように取り出す。

（３）実験の留意点
ア ＤＮＡは細胞の核の中にあるので，細胞膜と核膜を破壊するため，食器用中性洗剤の中に含ま

れる界面活性剤のはたらきを利用する。また，ＤＮＡは１～２ｍｏｌ／Ｌの食塩水によく溶ける
という性質を利用する。

イ 温度が上がるとＤＮＡ分解酵素のはたらきが活発になりＤＮＡが破壊されてしまうので，時間
をかけずに手際よく行う。

※２～３分程度，長くても５分以内で行いたい。花芽がほぼつぶれていればよい。
※イ（細胞の粉砕）～オ（ＤＮＡの析出）までの操作を１５分以内で行いたい。
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ウ 抽出液を加えた後はＤＮＡが切れやすく（壊れやすく）なるので，力を入れずにゆっくりと丁
寧にかき混ぜるようにする。

エ ろ液の中にＤＮＡが含まれているので少しでも多くのろ液を得たい。多少の混入はかまわない
ので乳棒で上から軽く押して絞り出すのがよい。（ガーゼで行う場合も同様に，ガーゼを軽く絞
って出すのがよい。）

オ 無水エタノールは使用する直前まで冷やしておくこと。無水エタノールを注ぐとき，ガラス棒
を使って二層に分かれるように注ぐことができない場合には，駒込ピペットでビーカーの壁に静
かに注がせるとよい。アルコールの量は多い分にはかまわないが高価なので・・・。

ＤＮＡは比重が水より小さく，アルコールに溶けにくいため，上のアルコールの層の方へ沈殿
として浮かび上がってくる。（タンパク質は比重が水よりも大きいため，上のアルコールの層へ
は浮かび上がってこない。）しばらく待っても浮かび上がってこない場合は，ビーカーを静かに
揺らして二層の境界線あたりに注目してみるとよい。少量のＤＮＡが析出してくる場合がある。

カ 割り箸でうまく巻き取れない場合は，駒込ピペットで回収するとよい。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て
・今回はブロッコリーの花芽を使ったが，生物の種類が異なっていても生物の体の一部であった

り，あるいは生物の細胞が含まれていたりすれば，同じようなＤＮＡを取り出すことができる
ことを知らせ，興味をもたせたい。できればほかの生物のＤＮＡを生徒実験，演示実験あるい
は事前に取り出したものでよいので，実物を実際に見せたい。

・ブロッコリー以外でよく使用される材料としては，タマネギ・バナナ・白子・鳥のレバーなど
がある。白子や鶏のレバーなど動物細胞はタンパク質を多く含むため，タンパク質を取り除く
必要があるので時間と手間がかかる。したがって短時間で行うには，タマネギやバナナなど植
物細胞の方がよいと思われる。タマネギは半個のうち内側の１／２のみを使用するとよい。（内
側の方が一つ一つの細胞が小さいため）バナナの場合は細胞が大きいため，１／３～１／２個
を使用するとよい。

６ 器具や薬品の扱い方等
（１）指導面

ア ブロッコリーの花芽のつぶしは十分か，また，手際よく短時間で操作しているかに注目し，適
宜机間指導する。

イ 抽出液を入れてからゆっくり丁寧に操作しているかに注目し，適宜机間指導する。
ウ 無水エタノールを注いだとき，きちんと二層に分かれているかに注目し，分かれていないよう

であれば駒込ピペットを使うように指導する。
エ ＤＮＡが浮き上がってきたかに注目し，浮き上がってこない場合はビーカーを静かに揺らして

二層の境界線あたりに注目させる。
オ 浮き上がってきたＤＮＡの色や形状に注目し，割り箸でうまく巻き取れない場合やＤＮＡが短

くちぎれてしまった場合は，駒込ピペットで吸い取るように指導する。

（２）安全面
ア 乳鉢を使ってブロッコリーを磨りつぶすとき，乳鉢をしっかりと手で押さえて乳鉢や乳棒を落

とさないように注意させる。
イ 無水エタノールを使用するので，火気に注意する。

（３）その他
ア 食器用中性洗剤は通常のものは界面活性剤の割合が１０％台のものが多いが，コンパクトタイ

プのものは３０％前後のものが多いので，コンパクトタイプのものから選択するとよい。
イ 無水エタノールは使用する直前まで冷凍室で冷やしておく。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 遺伝の規則性と遺伝子

２ 単元のねらい
・有性生殖における遺伝の規則性を見いだすとともに，遺伝現象の規則性は，遺伝子のはたらき

によることが理解できる。
・遺伝子は染色体にあり，その本体がＤＮＡという物質であることが理解できる。
・身近な生物の細胞からＤＮＡを抽出することができる。
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３ 指導計画（全６時間）
遺伝の規則性（１時間）
メンデルが行った実験（１時間）
メンデルが考えた遺伝のしくみ（１時間）
遺伝子の本体（１時間）
ＤＮＡを取り出してみよう（１時間，本時）
遺伝子の変化（１時間）

４ 学習問題

遺伝子の本体であるＤＮＡとはどんな物質なのだろうか。

５ 観察・実験の展開例
（１）ねらい

・ＤＮＡの性質を利用し，実際に生物の細胞からＤＮＡを抽出して観察することができる。
（観察・実験の技能）

（２）展開例 ※評価の観点
学習活動と内容 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時の復習をする。 ・遺伝子とは暗号化された「情報」のこと
・遺伝子の本体はＤＮＡという物質である。 であり，ＤＮＡとは「物質」のことであ

る。遺伝子とＤＮＡの違いを意識して指
導する。

２ 本時の課題を確認する。

遺伝子の本体であるＤＮＡとはどんな物質なのだろうか

３ 予想を立てる。 ・今までの学習や経験からのイメージでか
・目では見えないもの まわないので自由に挙げさせる。
・難しいもの
・白い糸（ひも）状のもの など

４ 実験を行う。
【観察・実験例】

①ＤＮＡの抽出液を作成する。
②細胞を粉砕する。 ・時間をかけずに手際よく，細胞を磨りつ

ぶさせる。
・温度が上がらないように，②～⑤までを

１５分以内で行わせる。
③ＤＮＡを抽出する。 ・抽出液を加えたら，力を加えずにゆっく

りと丁寧にかき混ぜるようにさせる。
④ＤＮＡの抽出液をろ過する。 ・上から少し押すようにして，ろ液を絞り

出させるようにする。
⑤ＤＮＡを析出させる。 ・抽出液のろ液の層の上にエタノールの層

ができるようにエタノールをゆっくりと
注がせる。

⑥ＤＮＡを回収する。 ・しばらく待っても何も浮かび上がってこ
ない場合は，ビーカーを静かに揺らして
みさせる。

５ 実験結果を確認する。
・白い糸（ひも）状のものがとれた。
・白くてもやもやしたものがとれた。
・白くにごってしまった。 ※白い糸（ひも）状のＤＮＡを取り出して
・何も出なかった。 など スケッチしている。（観察・実験の技能）

６ 本時のまとめをする。

・ＤＮＡは白い糸（ひも）状の物質であり，生物の細胞から抽出できる。
・ＤＮＡは食塩水に溶けやすく，エタノールには溶けにくいという性質がある。
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Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例
（１）冷無水エタノールを注いでもＤＮＡが析出してこなかった。（何も出てこなかった。）
＜対処法＞

・ＤＮＡが析出してこない原因には，次のア～カが考えられる。事前に十分確認し，確実に操作さ
せることが大切である。
ア 抽出液をつくるとき，加える食塩の量が少なかった。

※最終的な食塩の濃度が１ｍｏｌ／Ｌより薄くならないようにしなければならない。
イ 抽出液をつくるとき，加える食器用中性洗剤の量が少なかった。

※含まれている界面活性剤の割合によって量を調整する必要がある。
ウ 茎の部分が多く，花芽の部分が少なかった。（ → 細胞の数が少なかった。）

※花芽の部分を多くし，全体の量も多くする。
エ すりつぶし方が足りなかった。

※１つ１つの花芽がしっかりとつぶれていなければならない。
オ ろ過したとき，ろ液が十分に取り出せなかった。

※ろ液の中にＤＮＡが溶けているので，できるだけ多くのろ液を絞り出す必要がある。
カ すりつぶしやろ過に時間がかかってしまい，液の温度が高くなってしまった。

※常温下ではＤＮＡ分解酵素がはたらいて，ＤＮＡが破壊されてしまう。材料を冷凍したり，
無水エタノールを冷凍室で冷やしたりして温度が上がらないようにしているので，時間を
かけずに手際よく操作を行う必要がある。

（２）冷無水エタノールを注いだら，白く濁ってしまい白い糸状のものは出てこなかった。
＜対処法＞

・エタノールの層が白く濁ってしまう原因には，次のア～イが考えられる。事前に十分確認し，確
実に操作させることが大切である。
ア すりつぶしやろ過に時間がかかってしまい，液の温度が高くなってしまった。

※（１）のカほどではないが，時間がかかって液の温度が上がってしまうとＤＮＡが破壊さ
れてしまい，糸（ひも）状にはならなくなってしまうのである。

イ 抽出液を入れた後，強くかき混ぜてしまった。
※抽出液を入れた後は，ＤＮＡが切れやすい（壊れやすい）状態になっているので，力を入

れずにゆっくりと丁寧にかき混ぜなければならない。

（３）どれがＤＮＡかわからない。
＜対処法＞

・冷無水エタノールを注ぐときに勢いよく注いでしまうと，たとえ二層に分かれたとしてもブロッ
コリーの破片が混入してしまい，ＤＮＡがわかりづらくなってしまう。ガラス棒を使って静かに
注ぐのが難しい場合には，はじめから駒込ピペットでビーカーの壁に静かに流し込む方法で行わ
せる方がよい。また，ＤＮＡが析出してくるのはろ液の層ととエタノールの層の境界面なので，
境界面から目を離さないように集中させるとよい。

２ 経験談から
ＤＮＡという物質は，遺伝情報を伝える遺伝子の役割を担う物質なので，とかく「目に見えない

小さなもの」「難しいもの」というイメージをもちやすい傾向があります。ところが，この実験で
は手際よく短時間で操作ができれば，比較的簡単にＤＮＡを取り出すことができるので，実物のＤ
ＮＡを自分の目で見ると驚きの声を上げる生徒が多いです。生命の神秘性を感じたり，遺伝の学習
が実感を伴ったものになったりと，その効果は大きいので，ぜひ見せておきたい観察・実験だと思
います。

参考文献
１）中村日出夫ほか５７名 共著（２０１２）「理科の世界３年 教師用指導書」大日本図書
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日周運動と自転

Ⅰ Ｗｅｂカメラを使った日周運動と自転の演示実験例

１ 観察・実験のあらまし

地球上の位置と天体の動きの関係についての指導は，パソコン（以下ＰＣ）のシミュレーション

ソフトウエアや映像教材等の利用もあるが，ここでは地球儀上にＷｅｂカメラを設置し，地球上（地

球儀上）の位置と天体の動きを演示実験により確認する。

２ 準備するもの

・Ｗｅｂカメラ １（３０万画素程度で十分。ケーブルの無い無線式の方が便利。ネット通販で

５０００円程度）

・地球儀 １（北極と南極を結ぶ「弓」という部品を外し，回転させても障害物がないように加

工したものがよい。ここではより指導しやすいよう地軸を垂直に設定したものを用意した。）

・ＰＣ １（Ｗｅｂカメラを接続し，ディスプレイに出力するもの）

・ディスプレイ（モニタ） １

・人形 １

・天球儀 ２（ここでは，透明半球を２つつけて球にしたものの中に小さな地球儀を入れた自作

の天球儀を２タイプを用意した。作成方法は後述の資料を参照。）

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

この実験までに必要なことは，日本での太陽や天体の日周運動，そして日本での東西南北の位置

関係と，地球の自転方向，そして，地球の自転とともに東西南北は移動していくということの理解

である。あたりまえのことと考えられるが，理解できない児童・生徒も多い。地球儀に人形を乗せ，

具体的に地球儀を回転させてイメージをもたせておきたい。そして，この人形の目で見たら周りの

景色がどう見えるかということで，Ｗｅｂカメラを導入していきたい。

事前の準備として，ＷｅｂカメラとＰＣ，そしてディスプレイは，あらかじめ接続し映ることを

確認しておくこと。

自作の地球儀 市販（２万～３万円）でも

「弓」の無いものもある

Ｗｅｂカメラ（市販の三脚付き）

自作の天球儀１ 自作の天球儀２
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４ 観察・実験の手順・様子

（１）実験の手順

ア 北極での見え方と赤道上での見え方を考える。

（ア）黒板に太陽又は星を書いておき，地球儀の北極上に人形を乗

せて地球儀を回転させ，イメージをもたせる。

（イ）ワークシートに太陽又は星の動きを記入させる。（留意点１）

（ウ）地球儀の赤道上に人形を乗せて地球儀を回転させ，イメージ

をもたせる。（留意点２）

（エ）ワークシートに太陽又は星の動きを記入させる。（留意点１）

イ Ｗｅｂカメラで見てみる。

（ア）地球儀の北極上にＷｅｂカメラをガムテープ等で固定する。（留意点３）

（イ）地球儀を回転させ，映像を確認する。（留意点４）

（ウ）地球儀の赤道上にＷｅｂカメラをガムテープ等で固定する。（留意点５）

（エ）地球儀を回転させ，映像を確認する。（留意点４）

ウ 日本での見え方

（ア）地球儀の日本上に人形を乗せ，地球儀を回転させ，イメージをもたせる。（留意点２）

（イ）地球儀の日本上にＷｅｂカメラをガムテープ等で固定する。（留意点５）

（ウ）地球儀を回転させ，映像を確認する。（留意点４）

（２）実験の留意点

留意点１ ワークシートには四角い枠をかいておき，地上から東の空を見ていたとして，それに太

陽又は星の動きを記入させる。

留意点２ 生徒の天頂の向きと人形の天頂の向きを合わせるように，地軸の向きを変える（赤

道の時は，地軸を横にする）と，生徒の目線と人形の目線が一致するので，太陽や天体

の動きがイメージしやすくなる。

自作のドーム（正六角形と
正五角形を組み合わせて）

北極上で自作のドームを
かぶせたときの映像

自作のドームをかぶせ，Ｗ
ｅｂカメラで観察

赤道上で自作のドームを
かぶせたときの映像

日本上で自作のドームを
かぶせたときの映像

人形を乗せた地球儀

Ｗｅｂカメラを固定
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留意点３ Ｗｅｂカメラは横方向に固定して，実施する。時間があればＷｅｂカメラの向きを天頂

方向にも向けた映像も見せると，より立体的になイメージになる。

留意点４ 地球儀を回転させＷｅｂカメラの映像を確認するとき，天体をイメージした無数の穴を

開けたボックスや手作りドームをかぶせると，より実際に近い映像となり，イメージを

もちやすくなる。

留意点５ 方位は自転の進む方向の東向きにして映像を見せる。時間があれば，他の方位の映像も

見せるとよい。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

太陽や天体の日周運動が地球の自転によるものであることが理解できたら，南半球のオーストラ

リアで見た星の動きを考えさせて，理解度を確認する。

６ 器具や薬品の取り扱い方等

Ｗｅｂカメラは色々なタイプがあるが，無線タイプでなくケーブル付きだと，地球儀を回転させ

たとき地球儀に絡んで，ケーブルがＰＣから抜けてしまう。できるだけケーブルが長い方がよい。

長いケーブル（５ｍや７ｍの長さ）で内視鏡タイプも販売されている。（ネット通販で２５００円

程度）

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 日周運動と自転

２ 単元のねらい

太陽の１日の動き，星の１日の動きについて調べ，星空全体の動きとその規則性を見いだす。

天体の日周運動を地球の自転と関連づけてとらえる。

３ 指導計画（全６時間）

太陽の動き（２時間）

星の動き（２時間）

天体の動き（２時間，本時１／２）

４ 学習問題

太陽や星などの天体が日周運動するのはなぜだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・地球上の各地点での太陽や星の動きを，地球の自転に関連づけて考え，表現することができる。

（科学的な思考・表現）

（２）展開例 ※評価の観点

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ 前時までの学習内容を確認する。
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・地球上（地球儀上）の方位を確認する。

・日本での太陽や星の動き方を確認する。

・天球儀１を見て考える。 ・地球儀の北を確認した上で，発問する。

発問：なぜ，オリオン座が動いて見えるのか？

生徒：地球が回っているから。

発問：地球はどっち回り？

・地球の自転方向を確認する。

１ 本時の学習課題を確認する。

太陽や星などの天体が日周運動するのはなぜだろうか。

２ 北極上と赤道上では，太陽や星はどのように動 ※北極上，赤道上での天体の動きを予想し，

いて見えるか考えてみる。 自分の考えをワークシートに記入するこ

・手順アに沿って演示実験を観察し，ワークシー とができる。（科学的な思考・表現）

トに考えを記入する。

・班ごとに話し合い，意見をまとめる。

・指名された班は，黒板に書いた四角い枠に見え

方を記入する。

３ Ｗｅｂカメラを使って実際に見てみる。

・手順イに沿って，実験を行う。

４ 日本の位置で太陽や星を見ると，どのように動

いて見えるか考えてみる。

・手順ウに沿って演示実験を観察し，確認する。

５ 北極，赤道，日本の東の空をまとめると，どん ※太陽や星の動きを，地球の自転に関連

な規則性があるか考える。 づけて発表することができる。

・ワークシートに記入し，規則性を考え，発表す （科学的な思考・表現）

る。

６ 天球儀２を見せながらまとめる。

天体は，地球の自転によって，自転の向きと逆に回転しているように見えている。

Ⅲ よりよい観察・実験をするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）普通の地球儀（地軸が傾斜し，北極と南極を結ぶ「弓」という部品がついている物）しか準備

できない。

＜対処法＞

・Ｗｅｂカメラを固定して，回転させるとき，「弓」が邪魔になってしまうが，最大限回転させる

ようにして実施する。できれば，事前にこの弓を外し，地軸に棒を通して弓のないものにしてお

くとよい。
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（２）普通のＷｅｂカメラしかない。

＜対処法＞

・ＰＣと接続するＵＳＢケーブルの長さが短いと地球儀に絡まってしまうので，地球儀の回転数を

少なくして実施する。また，ＵＳＢの延長コードを購入して，コードを長くする方法もある。

２ 経験談から

天体の単元を理解させるためには，大きな視点での空間的・時間的な概念の構築が不可欠です。

そのためには，やはり模型やシミュレーションソフト，動画等を駆使していく必要があります。そ

のなかで，Ｗｅｂカメラを使うと，地球儀の上に立って見たときの様子が，実際に見ることができ

るので，この天体の単元の指導では大変有効であると思います。今回は演示実験という形で提案し

ましたが，予算等があれば，班の数だけＷｅｂカメラとＰＣ等を準備し，班毎に観察をできると，

生徒の興味・関心をより一層高めることができると思います。また，Ｗｅｂカメラは天体の単元だ

けでなく，様々な場面で利用できるので，色々とチャレンジしてみてください。

※参考資料
１ 自作のドーム

箱形でもよいが，より天球をイメージさせたかったので，サッカー

ボールを半分にしたドームを作成した。発泡ポリスチレンの板２枚

（４５ｃｍ×８４ｃｍ×厚さ５ｍｍ，１００円均一ショップで購入）

で，１辺が９ｃｍの正六角形１０枚，同じ正六角形を半分にカット

（対角線上で半分にカット）したものを５枚，１辺が９ｃｍの正五

角形を６枚を組合せ，直径約４３ｃｍ程度のドームに，千枚通し等

で複数の穴を開けた。ポリスチレンの板は柔らかいので，正六角形

や正五角形の長さや角度の誤差があっても隙間のないドームができる。

（堅い材質だと，少しの誤差で隙間ができてしまう。）

２ 自作の天球儀

小さな地球儀は，ホームページ「ダジック・アース」

http://www.dagik.net の手作り地球儀からデータをダウンロードし，

印刷したものを切り抜き，８ｃｍの発泡ポリスチレンの球に貼り付

けたものである。最初に竹串で地軸を通す穴を作り，そのあとステ

ンレスの棒で地軸を通す。それを生徒用の直径２０ｃｍの透明半球

２個で挟み，天球儀にした。

透明半球は，手作り地球儀を突き刺し

た長さ３０ｃｍで直径３ｍｍのステンレ

スの棒を挟むための穴をヤスリで削った。

削る場所は透明半球の円を紙に写し取り，

適当に弦をかき，その弦に対する垂直二

等分線をかけば，見つけ出せる。
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３ ワークシートの例

地球上の各地点での星の見え方（星の動きを→で記入する。）

１ 北極の空 ２ 赤道の東の空 ３ 日本の東の空

４ 三つの空を地球の上にまとめてみると

北極の空

日
本
の
東
の
空

赤
道

の
東

の
空

赤道

地
軸
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月の運動と見え方 

 

Ⅰ 月の満ち欠けの様子を体系的に学習することができる観察・実験例 

 

 
１ 観察・実験のあらまし 

  なぜ月が満ち欠けするのかを調べるため，教科書では約２週間にわたり，実際の日没直後の月を

観察してスケッチしたり，天体望遠鏡や双眼鏡で表面の様子を観察したりする方法が紹介されてい

る。実際には，時間がかかりすぎてしまったり，道具を準備したりするのが難しく，なかなか実践

することができない。そこで，月の満ち欠けの様子を観察するために，地球と月の模型を作り，地

球と月の位置関係や太陽からの光の当たり方を考え，実際に地球から月がどのように見えるのかを

観察することにより，体系的に月の満ち欠けの様子を学習することができるだろう。 
 
２ 準備する器具  ※４人で１グループとして表記 

  ・地球の模型１つ（発泡スチロール球 直径３ｃｍ位） 
  ・月の模型８つ （発砲スチロール球 直径２ｃｍ位） 
  ・竹ひご 長さ６～７ｃｍに切ったもの９本， 
  ・丸太１つ  直径５ｃｍ位の木の棒 
 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  月が地球の周りを公転していることや，恒星ではないので太陽の光が当たることにより光ってい

ることを確認する。 
 
４ 実験・観察の手順 

（１）模型の作成手順 

  ホームセンターなどで売っている発砲スチロール球を９つ（直径３ｃｍ球を１つ，直径２ｃｍ球

を８つ）用意し，そのうちの直径３ｃｍの球を青く塗り，地球にする。直径２ｃｍの８つの球は半

分を黒，もう半分を黄色に塗り，月にする。塗り終えた球と棒と台座を接着する。 
 
（２）実験の手順 

 ア 地球の模型の周りに，太陽からの光の 
当たり方を考え，同じ方向に黄色く塗っ 
た部分が来るように月の模型を８つ置く。 

 

イ 地球を中心とし，地球からどのように 

 月の黄色く塗った部分が見えるのか観察 

 する。 
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（３）月の満ち欠けの様子 

 

 

 

 

 

 

 

（新月から約２６日目）        ～下弦の月～       （新月から約１８日目） 

（新月から約２１日目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ～新月～                            ～満月～ 

                                  （新月から約１５日目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （新月から約２日目）        ～上弦の月～        （新月から約１１日目） 

                  （新月から約７日目）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光

太陽光

太陽光

上弦の月

満月

下弦の月

新月
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５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  月の公転が約２９．５日で地球の周りを一周していることを伝える。また，発展的な内容として，

月も自転しているため，地球に対して常に同じ面を向けていて月の裏側を見ることができないこと

を伝える。 
 

Ⅱ 指導の例 

１ 単元名 月の運動と見え方 

 

２ 単元のねらい 

  月の観察を行い，その観察結果や資料にもとづいて，月の運動と見え方の特徴を見いだすこと。 

 

３ 指導計画（全５時間） 

太陽のすがた（２時間） 

月の運動と見え方（３時間，本時２／３） 

 

４ 学習問題 

 月はなぜ満ち欠けするのだろうか。 

 
５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

  ・月の満ち欠けが月の公転によって起こることを理解することができる。（知識・理解） 

 

（２）展開例                                 ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 

１ 月は三日月や満月，新月など見え方が変わることを

確認する。 

 

２ 月は恒星ではなく，太陽の光が当たることによって

光っているということを確認する。 

 

 

３ 月の形が変化するのはなぜか予想を立てる。 

・月が動いている。・太陽の光の当たり方が変わる。 

４ 実験方法を確認し，準備をする。 

・様々な月の形を思い出し，月の満ち欠け

について興味・関心をもたせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光

太陽光

太陽光

上弦の月

満月

下弦の月

新月

月はなぜ満ち欠けするのだろうか。 
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①太陽，地球，月の位置関係を示し，それぞれの位置

での月の見え方を観察する。 

 

②月がそれぞれの位置でどのように見えたのかをスケ

ッチする。 

 

５ 観察結果をまとめ，新月や満月，三日月や半月など，

月の見え方の変化がなぜ起こるのかを考える。 

・月が地球の周りを回っている。 

・太陽の位置が変わり月の光の当たる部分が変わる。

 

６ 班で話し合い，気づいたことをまとめ，発表する。

７ まとめる。 

 

 

８ 月の公転周期と自転周期がほぼ等しいため，月が常

に同じ面を向けて地球の周りを公転しているという

説明を聞く。（発展） 

 

※月の満ち欠けが月の公転によって起こ

ることを理解し，知識を身につけている。

（知識・理解） 

 

・地球からどのように見えるのかを考えさ

せる。 

・太陽の光が当たらない部分を塗りつぶさ

せる。 

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）月の光っている場所が変わらないため，上弦の月と下弦の月の見え方や三日月の見え方が同じ

だと判断し，スケッチするときに同じ形になってしまう。 

（２）太陽からの光の当たり方が全て同じで半分だけ明るいため，全ての月が半月だと判断してしま

う。 

＜対処法＞ 

 ・中心の地球から月を見たときにどのように見えるのかを伝え，観察・スケッチさせる。また，中

央の発砲スチロール球（地球）の位置にビデオカメラ等を置き，各場所での月の見え方を確認す

ることもよい。 
 

 

２ 経験談から 

  日没直後の月の位置と形を，生徒に毎日観察しスケッチしてくるよう求めることは，月の満ち欠

けを新月から満月まで確認しようとすると約２週間かかることなどを考えると，かなり難しいと思

います。また，月の表面の様子を観察させるために天体望遠鏡や双眼鏡などの道具を用意すること

も簡単ではありません。そこで，月の満ち欠けを教室内で体系的に観察・実験できるようにと考え

ました。簡単な実験ではありますが，実際にどのように見えるのか自分で観察することにより，生

徒はより意欲的に学習に取り組むようになると思います。また，この模型は月を金星に置き換え，

金星の見え方の学習にも活用できます。ぜひ，試してみてください。 
 
 
 

月は地球の周りを約２９．５日かけて公転する衛星である。 
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惑星と恒星 

 

１ 観察実験のあらまし 

生徒は小学校４年時に明るさや色の違う星があることや，星座を構成する星の並び方は変わらな

いことについて学習をしている。金星をはじめとした惑星については小学校で扱っていないが，テ

レビや漫画・アニメを通して太陽系の星々についての知識を身に付けている。しかし，内惑星と外

惑星に分けられること，また内惑星は満ち欠けをすることは学習していない。月の満ち欠けについ

ては学習をしているが，原理までは理解をしていない。本単元では太陽・月・地球・金星など複数

の天体の位置関係による見え方を学習する。空間認識を苦手とする生徒は理解に苦しむ部分である。

そこで，金星の満ち欠けと，見かけの大きさが変化する様子をモデル実験にて扱い，イメージが湧

きやすいようにすることで，理解を深めていくことがねらいである。 
 
 
２ 準備する材料  ※４人で１グループとして表記 

  ・発泡スチロール（直径２０ｍｍ，１５ｍｍ各班１つ） 
  ・色付けのためのポスターカラー（黄・赤・黒） 
  ・画びょう（各班２つ） 
  ・板目表紙 
  ・厚紙 
  ・コンパスカッター 

 

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

  前時までに，太陽系における惑星の位置関係，内惑星と外惑星についての指導を行う。また，金

星も含めた惑星の特徴や地球からの距離をまとめさせることで，興味を引き出しやすい。満ち欠け

については月の運動と見え方でも扱う。太陽の光が当たるところだけが輝いて見えることを復習し

ておくとよい。 
  観察の準備としては，理科室の班編成の数だけ金星モデルを用意しておく。演示用に数を一つ余

分に作成しておくと，指導がスムーズである。 
 

４ 観察・実験の手順・様子 

（１）器具の準備 

 ア 発泡スチロールは最初から球状のものを購入ができれば手早いが，なければカッターやハサミ

で球に削り出すことは容易である。必要な球は２個である。一つは太陽用に少し大きめにし，も

う一つは金星用として小さめに作成する。今回は，太陽を直径２ｃｍ，金星を１．５ｃｍ程度と

した。太陽は赤のポスターカラーで塗る。金星は太陽光が当たる面を黄色，反対側を黒のポスタ

ーカラーで塗る。 
 イ 土台となる板目表紙は長方形のものに，円形のもの

  を重ねる。円に切るのは「コンパスカッター」が便利

  である。右の写真のように長方形の台紙には中心に裏

  から画びょうを刺し，円には端に裏から画びょうを刺

  し，それぞれセロハンテープで固定する。固定後， 
二枚を重ね合わせる。中心には太陽を，円の端には 
金星を取り付ける。 

 ウ のぞくための筒の直径は，２ｃｍ位，長さは８ｃｍ   

位が適切である。 

 

 

 

 

 金星の見える位置と形の変化が机上でわかる観察・実験例 

 

完成した様子 

コンパスカッター

Ⅰ 
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（２）導入の手順・様子 

 ア 観察の前に，教卓に生徒を集めて演示を行う。 

 

イ モデルを示し，太陽・金星・地球の位置関係を確認する。 

 

 ウ 宇宙空間に上下左右・東西南北はないので，「人工衛星に乗ったつもりで，地球の北極側を見

下ろすようにします」と説明すると，地球から金星を見たときの「よいの明星」は西の空，「明

けの明星」は東の空となることが理解しやすくなる。 

 

 

（３）金星の満ち欠けモデルの観察手順・様子 

 ア 「地球」の位置から筒をのぞき，視野の中で見える金星を観察する。 

 

 イ 円の台紙を回転させることで，金星が地球から近い位置と，遠い位置での見かけの大きさの違

いや，満ち欠けの様子が確認できる。教科書の図と併せて観察すると，わかりやすい。 

 

（４）金星の満ち欠けモデルのスケッチの手順・様子 

ア 視野の中での大きさを，スケッチする。 

 

イ 金星の位置については，教科書の図と同じ場所にするのがよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

  器具の回収の際には，すべてそのまま教卓に戻させるとよい。画びょうで怪我をしたり，発泡ス

チロールの太陽等が床に転がることもない。そして観察・スケッチの後には，映像資料にて金星の

満ち欠けを改めて見せたい。ＤＶＤやネット上の動画を利用し，現実に日々起こっていることとし

て捉えさせたい。 
次時に，金星の公転と見え方，満ち欠けの様子については小テストを実施することを伝える。モ

デルにてイメージを持たせた後，問題を解かせることで思考させることや，知識の活用をさせたい。 
 

６ 器具の扱い方等 

（１）指導面 

   正しく扱わないと，ねらいにせまることができない。よって，画びょうに刺す金星の面の向き

や，回転の向き，筒でののぞき方など細かく演示にて説明をする。 

（２）安全面 

   画びょうを利用しているため，観察の際には十分注意をさせる。発泡スチロールを軽く刺して

いるだけなので，触れた拍子に取れてしまい，針が見える状態になることがある。丁寧に器具を

扱うことで防ぐことができる。 
 

   Ａ     （ａ）    Ｂ     （ｂ）    Ｃ     （ｃ） 

   Ｄ     （ｄ）    Ｅ     （ｅ）    Ｆ     （ｆ） 
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（３）その他（観察の注意） 

   円の台紙を回す速さが速いと，だんだんと金星の明るい方の面がずれてきてしまい，教科書の

ような見え方ではなくなってしまうことがある。また，夢中になるあまり，観察者の地球の位置

がずれてしまうことがあるので，その点は随時修正するようにアドバイスが必要である。 

 

 

Ⅱ 指導の例 

 

１ 単元名 惑星と恒星 

 

２ 単元のねらい 

  惑星の見え方を太陽系の構造と関連付けてとらえさせるとともに，恒星の特徴を理解させること。 
 

３ 指導計画（全６時間） 

  太陽系のすがた（３時間） 

  惑星の見え方（２時間，本時１／２） 

  銀河系と宇宙の広がり（１時間） 

   

４ 学習問題 

 

 

 内惑星である金星の位置によって，見える形や大きさはどうなっていくだろうか。 

 

５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

 ・地球と金星の位置関係によって，金星の見える位置や時刻，形の変化を見いだすことができる。 

                                  （科学的な思考・表現） 

   
（２）展開例                                 ※評価の観点 

 

      学習内容・学習活動   

 

  指導上の留意点と評価の観点 

 

１ 金星の写真を示し，既習事項を確認する。 
・惑星である金星は，自ら光は出さず，太陽の光を

反射する。恒星とは違った動きをする。 

・天体望遠鏡で撮影した，満ち欠けをしている金星

の写真を見る。 

 
・生徒に金星について知っていることを発

表させる。 
 
・形や大きさ，明るさに注目させたい。 

 

 

 

  
内惑星である金星の位置によって，見える形や大きさはどうなっていくだろうか。

 

 

 
  

２ 学習課題に対する予想とその根拠をワークシート

に記入する。 

・月と同じだから。 

・地球との距離で変わってくると思う。 

・近いと大きく，遠いと小さい。 

 

 

３ 予想とその理由を発表する。 

・班ごとに発表する。 

 

 

 
 
・予想が書けない生徒には，月の満ち欠け

を思い出させる。 

・太陽・金星・地球の位置関係を確認させ

る。 

 

・他の班の発表を聞き，自分の考えを深め

られるようにする。 
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４ 観察方法を確認し，モデルの観察をする。 
 

①  地球の位置を固定し，金星のみを回転（公転）

させ，形の変化があるか観察する。 

②  ①と同様にし，地球と金星の距離で，視野の中

の金星の大きさの変化があるか観察する。 
③  ①，②の様子をワークシートにスケッチし，ま

とめる。 

 

５ 結果をまとめ，発表する。 

・地球から遠いと，円に近い形に見える。近づくと，

三日月形になる。 
・地球に近づくにつれて，見かけの大きさが大きくな

る。 

 

 

 

６ まとめる。 

・最初に教卓に生徒を集め，観察の手順を

細かく確認する。 

・太陽・金星・地球が器具のどの部分に当

たるのか。 
・金星の，太陽光が当たる部分が黄色，当

たらない部分が黒であること。 

・画びょうの針に注意をさせる。 

 

 

・発表を聞き，自分の考えを深められるよ

うにする。 

※モデルの観察を通して，金星の公転と地

球との位置関係から金星の見かけの様

子が変化する理由を分かりやすく表現

している。 （科学的な思考・表現） 

 

 

 

 

・地球から遠い位置では円に近い形で，小さく見える。 
・地球に近づくにつれて，欠けていき，大きさは大きく見える。 
・金星は地球より，太陽に近いところを公転しているため，「明け方」と「夕方」にしか見えな

い。 
・金星の見え方と地球の位置関係を確認する。 

・明けの明星，よいの明星について説明を聞く。 

 

 

７ 次時の学習内容を知る。 

・映像資料を利用して，金星の見え方と

地球の位置について確認する。 

・真夜中には金星が見えないことを確認

する。 

 

 

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 

１ 生徒・教師の失敗例 

（１）台紙がはずれてしまう。 

＜対処法＞ 

 ・上下の台紙は固定をしていないので，回す際に，上向きに力を加えてしまうとはずれてしまうた

め，水平に優しく回すようにする。 

（２）スケッチの仕方がわからない。 

＜対処法＞ 

・筒からの見え方に個人差があると考えられる。理科室にＣＣＤカメラがあれば，テレビと接続し，

見え方の様子を表示する。また，デジタルカメラでも応用ができるので，撮影した見え方の様子

を示してあげるとよい。 

 

２ 経験談から 

  宇宙や天体に興味を持っている生徒はとても多いです。しかし，いったん授業が始まると「わか

らない」「難しい」と訴える姿は少なくありません。これは，空間認識能力が育っていないからだ

と考えられます。実際に実物に触れることが難しい単元であるからこそ，教師の準備や工夫が試さ

れます。映像資料はもちろん，縮小したモデルを用意し，できるだけイメージしやすくしてあげる

ことが大切になってきます。時には保護者の協力のもと，星空の観察会等を開いてもよいでしょう。

２０１２年の金環日食やスーパームーンをはじめ，近頃は天体ショーにおける世間の関心や認識も

高まっています。日々アンテナを高くし，チャンスを逃さないように教師が努力をすることで，生

徒たちの意欲も高められるでしょう。 
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自然界のつり合い 

Ⅰ 

 
 
１ 観察・実験のあらまし 

  土の中には数多くの小さな生物が暮らしている。食物連鎖の中で生物の死骸

をより小さく分解し，豊かな土に変化させていくのは土の中の小さな生物たち

である。しかし，私たち人間は，普段，土の中の小さな生物にあまり気がつく

ことがない。この小さな生物たちの存在に気がつくことが，食物連鎖や，分解

という現象をより現実的に実感することにつながっていく。そこで，土を採取

し，ハンドソーティング法（ピンセットで生物を直接つかみ採取する方法）で

小動物（数ｃｍのもの）を採取する。ハンドソーティング法で無理な微生物は

ツルグレン装置を利用すると捕獲することができる。捕獲した微生物たちはル

ーペや顕微鏡で観察する。 
 ※小動物…肉眼またはルーペで観察できる大きさの生物（ムカデ，シデムシ，ミミズなど） 
  微生物…顕微鏡で観察する大きさの生物（アメーバ，センチュウ，ダニなど） 
  微小な生物…微生物よりさらに小さい生物（菌類，細菌類など） 
 

２ 準備するもの 

（１）器具 

  ＜土の採取＞ 

   ・バケツ ・移植ごて 
※採取する場所によっては長靴を履いたり，長袖を着用したり，露出部分を少なめにする。 

 

  ＜ハンドソーティング法＞ 

   ・バット（できれば白色） ・ピンセット ・小瓶（ビーカーでもよい）  
・新聞紙（バットの下に敷く） 

 
  ＜ツルグレン装置＞ 

   ・ペットボトル２L ・排水ネット（１００円ショップで購入） 
・はさみ ・カイロまたは白熱電球 

 
  ＜観察＞ 

   ・スライドガラス ・先端のとがったスポイト（先端をはさみで斜めに切る） 
・ルーペ ・顕微鏡 

 
（２）材料・試薬等 

   ・エタノール７０％溶液 
 
３ 学習前の観察・実験の指導の手立て 

 ・土の中にいる生物について事前に学習しておいてもよい。 
 ・授業前に土を採取しておく。生徒が採取する場合は，事前に下見を行い採取場所を決めておく。 

 
【土の採取場所について】 

   
 
 
  上記のような場所で，落ち葉と土との境目くらいの場所を採取するとよい。近場にそのような場

・直射日光があたりにくく，湿り気がある。 
・落ち葉がつもっている。 

生徒一人一人が取り組める，ペットボトルとインスタントかいろを用いたツルグレ

ン装置で，土の中の生物を採取できる観察・実験例 
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所がない場合は，学校敷地内でも，日陰になりやすい植木の下（写真参照）の土ならば，ツルグレ

ン装置を利用すれば微生物（センチュウ，ダニ等）は捕獲できる。この場合，小動物（ムカデ，シ

デムシ等）の捕獲は難しい。また，市販の腐葉土には生物はいない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 観察・実験の手順・様子 

（１）ツルグレン装置作成手順 

①ペットボトル２Ｌ

を写真のように上

部で２つに切り分

ける。 
 
 
 
 
 

②写真のように，切り分けた 

ペットボトルの上部に排水

ネットを入れる。 
※土がペットボトルの口か

らこぼれるので，ふたはし

ておく。⑥ではずす。 

③その上に採取した土を３００ｍＬほど静かに入れる。２Ⅼペットボトルの肩の部分まで入れる

とおよそ３００ｍⅬである。 
④インスタントかいろを２～３つ， 
土の上に置く。 

※温度計をさしておく

と内部が何度になっ

たかわかりやすい。な

くても問題ない。 

※ペットボトル  

の外側を梱包

用の発泡スチ

ロールででき

たシートで覆

うと温まりや

すくなる。 

⑤下部にエタノール７０％溶液（または水）を

入れる。下から１～２ｃｍ程度入っていれば

よい。 

⑥ペットボトルのふたを

はずし，切り取ったも

う一方のペットボトル

にはめ込む。 

【インスタントかいろを使う理由】 
生物は光や熱，乾燥を嫌うものが多い。光は土の表面しか照

らさないため，あまり効果的ではない。熱を加えると内部ま

で温まるので効果的に生物を捕えることができる。 

学校敷地内の植木 植木の下の様子 
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（２）実験の手順 

ア 土を採取する。 
イ バット（白色）に入った土を観察し，大きめの生物はハンドソーティング法（ピンセット）で

採取する。採取した生物は，エタノール７０％を入れた小瓶（またはビーカー）に１匹ずつ分

けていれる。 
   ※小瓶にエタノールを入れておくと，生物は死んでしまうが，固定される（腐敗や劣化を防ぐ）。

生きたまま観察したい場合はエタノールではなく，水を入れておくとよい。 
 
 ウ ツルグレン装置に土を３００ｍＬくらい入れ，土の上部をかいろ

（２～３個）または白熱電球で加熱する。土を入れすぎると下部ま

で温まらず，生物の採取ができない。加熱時間は１時間～数時間。 
 
エ アルコールまたは水の中に生物が落ちるので，それらしい物体を

先のとがったスポイトで吸い取り，スライドガラスにのせる。 
 

オ 顕微鏡で観察する。 
 
 
５ 学習後の観察・実験の指導の手立て 

 ・顕微鏡で観察した微生物のスケッチをとる。または，デジタルカメラで撮影する。顕微鏡の接眼

レンズとデジタルカメラを接続するアダプタがあると上手に撮影できる。もしなくても，接眼レ

ンズとデジタルカメラのレンズを近づけると撮影は可能である。（携帯電話のカメラ機能でも可能） 
 ・観察により微生物の存在に気づかせ，さらに微小な生物（菌類，細菌類）がいるのか予想させ，

次の実験（寒天培地による微小な生物の培養）へつなげていく。 
 
６ 器具や薬品等の扱い方等 

（１）指導面 

 ・ツルグレン装置は，土をたくさん入れすぎると，熱が下まで伝わらず，微生物がでてこない。土

の量を指示する。 
 
（２）安全面 

 ・白熱電球を使用するときは，ペットボトルがとけたり燃えたりする可能性があるので，近づけす

ぎないようにする。インスタントかいろならばこの心配は少ない。 
 ・アレルギー等ある生徒は，アルコールで肌が荒れることがあるので，注意する。 
 

Ⅱ 指導の例 

１ 単元名   自然界のつり合い 

 
２ 単元のねらい 

  微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の面から相互に関連付けてとらえるとともに，

自然界では，これらの生物がつり合いを保って生活していることを見いだすこと。 

 
３ 指導計画（全９時間） 

 生物どうしのつり合い（２時間） 
土の中の生物のはらたき 

  A：土の中の小動物 （２時間，本時１／２，２／２） 
  B：土の中の微小な生物 （２時間） 
自然界を循環する物質 （２時間） 
まとめ単元末問題 （１時間） 

白熱電球を利用した例
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４ 学習問題 

土の中にはどんな生物がいるのだろう。 

 
５ 観察・実験の展開例 

（１）ねらい 

 ・小動物を採取，観察しスケッチを描くことができる。（観察・実験の技能） 
 ・採取した生物を大きさ別に分類し，ノートにまとめることができる。（観察・実験の技能） 
 ・土の中の生物の役割を考え，理解することができる。（科学的な思考・表現） 

 
（２）展開例（２時間扱い ※翌日以降の授業で第２時間目を行う。）       ※評価の観点 

学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点 
【第１時間目】 
１ 枯れ木の葉を見せ，この葉は今後どうなるか考える。

 ○虫に食べられる ○くさる ○土にかえる 
 
 
２ 土の中の生物を捕獲する。 
【ハンドソーティング法】 
② 事前に用意した土をバットの上にひろげる。 

 ②ピンセットで小動物を採取し，小瓶へ入れる。 
 
３ 採取した小動物の観察 
 ・採取した小動物をピンセットでつかみ，ルーペで観察

し，スケッチする。 
 
４ ツルグレン装置を作成する。 

・小学生の時に行っているダンゴムシ

が枯れ葉を食べる実験についてふ

れる。 
 
 
・ムカデ等の危険な生物もいるので直

接手で触らないように注意する。 
 
 
・ペットボトルを切るときに誤って手

を切らないように注意させる。 
 
※小動物を採取，観察しスケッチを描

くことができる。 

（観察・実験の技能）

【第２時間目】 
５ ツルグレン装置で落ちた微生物でプレパラートをつ

くる。 
 ①スポイトで微生物を捕まえスライドガラスの上にの

せる。 
 ②余計な水分はスポイトまたはティッシュ等で吸い取

る。 
 ③カバーガラスをかぶせ顕微鏡で観察する。 
 
６ 微生物の観察をする。 
 ・観察した微生物をスケッチする。 

 
・通常のスポイトだとつかまえにくい

ので，スポイトの先を斜めにカット

したものを利用する。 
 
 
 
 
 
・顕微鏡をのぞきながらスケッチす

ることが困難な場合は，デジカメを

接眼レンズに近づけ撮影する。 
７ 観察した生物を大きさごとにまとめる。 
 ・前時で観察した生物も含めてまとめる。 
 大型（肉眼で観察） 
 ミミズ ムカデ シデムシ ダンゴムシ 等 
 
 小型（ルーペで観察） 
 クモ トビムシ カニムシ 等 
 
 微生物（顕微鏡で観察） 
 センチュウ ダニ アメーバ クマムシ 等 

・採取できた生物が少ないときは，資

料集や教科書でどんな生物がいる

か確認させる。 
 
※採取した生物を大きさ別に分類し，

ノートにまとめることができる。 

（観察・実験の技能）

 

 

土の中にはどんな生物がいるのだろう。
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８ 土の中の生物の役割について考える。 
 ・死がいや枯れ葉を食べる。 
 ・土に戻す。 
 ・土を耕す。 
 
 
 
 

 

※土の中の生物の役割を考え，理解す

ることができる。 

（科学的な思考・表現）

 

Ⅲ よりよい観察・実験にするために 

 
１ 生徒・教師の失敗例 

（１）生物が逃げる。 

＜対処法＞ 

 ・バットの上に土を広げると，小動物はすばやく逃げてしまう。場合によってはバットの外にでる

こともある。土をバットにのせたら，全体に広げるのではなく，徐々に広げながら採取していく。 

 
（２）生物が死んでしまう。 

＜対処法＞ 

 ・クラスが複数あり授業が数日間にわたる場合，保管の仕方によっては生物が死んでしまう可能性

がある。湿度や温度が採取した場所と同様な状態になるように保管する必要がある。困難な場合

は，その都度土を採取する。 

 
２ 経験談から 

 ツルグレン装置を利用した微生物の採取は，学校にある器具の数に限りがあるなどの理由から，

演示実験や説明等で終わらせることが多いです。また，この実験を紹介している多くの資料は，白

熱電球を利用して行われています。しかし，ペットボトルとインスタントかいろを利用することで

少人数または１人での実験が可能になります。土の中の微生物は，生態系のサイクルの中でなくて

はならない存在であり，身近に生活しているにも関わらず，私たちは普段その存在に無関心です。

この実験を行うことで，普段，気にすることもない土の中の微生物たちの存在に気づくと共に，そ

の多さに驚かされます。自然に目を向けさせるきっかけにもなりますので，ぜひ取り組ませたい実

験の１つです。 
 この実験を行うに当たり，土をどこから採取するかが大きな問題になります。できるだけ近くで

容易に採取でき，生物がたくさんいる場所が理想的です。しかし，そういった都合のいい場所はな

かなかありません。そんなときは，学校周辺の土に目を向けてみましょう。小動物の採取は困難で，

微生物の数も少なくなりますが，学校周辺の土の中にも微生物はいます。特に植木の下は日陰で湿

り気もあり，身近な場所の中では微生物がいる方です。また，雑草を処分するために集めて一時的

に置く場所があれば，その枯れた草の下にも微生物はいます。学校の周りを一回りし様子を見てみ

ると，厳しい環境の中で微生物たちがたくましく生息していることがわかります。そういったこと

も，この授業を行えば，生徒たちは気づき，自然へ目を向けさせる一助になることでしょう。 
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