
 

平成 26（2014）年度 生物 シラバス 

宜野座高等学校 学校長  木崎 智久  印    教頭  比嘉 均  印 
 

（２年）単位数２  指導計画者：玉城 久美子 印 

    
１．目標 
生物や生物現象に関わり，理科の見方，考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，生物や生物現象

を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 
(1) 日常生活や社会との関連を図りながら,生物や生物現象について理解するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実

験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 
(2) 観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。 
(3) 生物や生物現象に主体的に係わり，科学的に探究しようとする態度と，生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度養う。 

 
２． 学習の到達目標 

(1) 生物の多様性を踏まえつつ，生物に共通する概念や原理・法則を理解する。 
(2) 遺伝子・健康・環境など，日常生活や社会とのかかわりを考えるために必要な科学的知識を深める。 
(3) 観察，実験を通して、生物や生命現象に対する興味関心を深め､生命や自然を尊重する態度を育む。 
(4) 生物や生命現象を多面的な視点で捉え，疑問や課題を見いだし，探求する方法や姿勢を身につける。 

 
３．評価の観点 
(1) 生物や生命現象についての基本的な概念や原理・法則を理解しているか。【知識】 
(2) 観察・実験の基本操作を習得するとともに，それらの過程や結果を的確に記録，整理し，科学的に探究する技能を身に付
けたか。【技能】 

(3)文章や図，グラフなどから現象やデータを読み取り，その意味することを他者に説明できたか。また，疑問や課題を見いだ
すことができたか。【思考・判断・表現】 

(4)積極的に授業に参加し，期限を守って提出物（実験レポート，課題，ノート等）を提出できたか。【主体的に学びに向かう
態度】 
 

４．評価の方法  １，２学期は素点（１００点満点），３学期は５段階評価で行う。評価は評価の観点に基づいて行う。 
【主体的に学びに向かう態度】２５％【思考・判断・表現】２５％【知識】２５％【技能】２５％ 

 
５．使用教科書,副教材   改訂版 生物基礎（数研出版），四訂版 リード Lightノート生物基礎（数研出版） 
 
６．留意事項 
(1) 生徒の実態に応じて基礎・基本的な学習に重きをおき、指導を行う。 
(2) 観察、実験を多く取り入れ、体験的な学習を通して基礎・基本の定着を図るよう配慮する。 

 

７．年間指導計画及び評価方法（上段：評価の内容 下段：評価の方法 ） 

編 章 節 主体的に学びに向かう態度 思考・判断・表現 技能 知識 

 
 

 
 探究活動

の進め方 

日常生活や学習の過程

で，さまざまな生物や生

物現象に対して，興味・

関心や疑問をもってい

る。 

処理実験と対照実験の意

味を理解する。 

探究活動の流れを把握

し，報告書（実験レポー

ト）の書き方を理解する。 

生物学的探究の過程や探

究活動の進め方について

理解する。 

さまざまな生物や生物現

象に対して，疑問に思う

ことを表現させる。 

疑問をもとに仮説を立

て，処理実験と対照実験

を考えさせる。 

レポートを書くときの項

目（目的，実験材料と器

具，実験方法，結果，考

察）を順にいわせる。 

探究の過程を説明させ

る。 

予備学習

1． 

顕微鏡観

察の基本

操作 

顕微鏡を用いて，観察材

料を積極的に観察しよう

とする。 

「1.顕微鏡の操作法」の

設問をもとに，顕微鏡の

原理を考える。倍率とは

長さに対してか，面積に

対してかを考える。 

顕微鏡の正しい操作法，

およびプレパラートのつ

くり方を理解する。さら

にスケッチのしかたを身

につける。 

顕微鏡の各部の名称とそ

の役割を理解する。また，

顕微鏡の操作方法を理解

する。 

さまざまな観察材料を顕

微鏡で観察させ，スケッ

チさせる。 

「1.顕微鏡の操作法」の

設問に答えさせる。 

「2.プレパラートのつく

り方」「3.像の見え方と

原因」の設問に答えさせ

る。観察像のスケッチを

させる。 

顕微鏡の各部の名称とそ

の役割，操作方法につい

て説明させる。 

予備学習

2． 

ミクロメ

ーターに

よる測定 

顕微鏡を用いないと見え

ないものの大きさを測定

する方法に関心をもつ。 

細胞の大きさを測るの

に，ミクロメーターを用

いる理由を理解する。 

ミクロメーターによる測

定方法を習得する。 

長さの単位を理解し，接

眼ミクロメーター1目盛

りが示す長さと倍率との

関係を理解する。 

ミクロメータ―を用いて

さまざまな観察材料の大

きさを測定させる。 

設問 2に答えさせる。 ミクロメーターを用いて

細胞の大きさを測定させ

る。 

接眼ミクロメーター1目

盛りの長さを求め，設問

1に答えさせる。 
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第 1節生

物の多様

性と共通

性 

生物のもつ特徴としての

多様性と共通性に興味・

関心をもつ。 

生物のもつ共通性の由

来，多様性の由来につい

て説明できる。 

観察＆実験「真核細胞と

原核細胞の観察」を行う。

プレパラートを作成し，

原核細胞の細菌と真核細

胞の酵母や口腔上皮細胞

などを観察する。 

DNA，ATP，細胞構造など

の生物の共通性を理解す

る。共通性をもちながら

同時に多様性があること

を理解する。 

 
 さまざまなレベルでの生

物の多様性と共通性との

関連を答えさせる。 

生物のもつ共通性と多様

性が生物の進化に基づく

ことを説明させる。 

プレパラートを作成させ

る。 

目的とする観察対象を観

察させる。 

整理の問題「1 生物の多

様性と共通性」の①～⑫

に答えさせる。 

 
 第 2節 

エネルギ

ーと代謝 

生体内で行われる代謝に

ついて興味・関心をもつ。 

エネルギー変換にかかわ

る ATP，触媒である酵素

について代謝での役割を

説明できる。 

  生命活動の中で ATPや酵

素がどのような役割を担

っているかを理解する。 

 
 物質のレベルで起こって

いる現象を，図 13「異化

と同化」や図 15「ATPと

エネルギーの利用」など

を用いて，生徒間で意見

交換を行わせる。 

すべての生物が ATPを利

用しているという生物の

共通性の意味について説

明させる。 

酵素が触媒としての特徴

をもつことを説明させ

る。 

  整理の問題「2 エネルギ

ーと代謝」の①～⑥に答

えさせる。 

 
 第 3節 

光合成と

呼吸 

葉緑体とミトコンドリア

について，エネルギーに

関連して興味・関心をも

つ。 

生命活動にとってエネル

ギーとはどのようなもの

かを，葉緑体とミトコン

ドリアのはたらきを通じ

て説明できる。 

観察＆実験「光合成によ

って生成される有機物」

を行い，葉緑体での有機

物の生成について理解す

る。 

葉緑体での光合成，ミト

コンドリアでの呼吸の内

容を理解する。 

 
 細胞でのエネルギーを扱

う葉緑体とミトコンドリ

アのはたらきについて図

22「エネルギーの流れと

ATP」などを用いて，生徒

間で意見交換を行わせ

る。 

葉緑体とミトコンドリア

で行われていることと，

生命活動のエネルギーと

の結びつきを考察させ，

説明させる。 

ヨウ素反応により，葉緑

体でデンプンが生成され

ていることを理解させ

る。 

整理の問題「3 光合成と

呼吸」の①～⑥に答えさ

せる。 

 
 探究活動

1 

光合成に

関する探

究 

身近な野菜や果物の光合

成に関して，興味・関心

をもつ。 

植物のどのような部分で

光合成が行われるのかを

考え，材料を選んで実験

する。 

プレパラートを作製し，

さまざまな材料を観察す

る。 

pH指示薬を用い，二酸化

炭素の出入りを調べるこ

とができる。 

植物のどのような部分に

葉緑体があるかを理解す

る。 

pH指示薬の色が変化する

意味を理解する。 

 
 身近な野菜や果物に関し

て，光合成が行われてい

るかを意欲的に調べよう

とする態度が見られる

か。 

顕微鏡観察で，どのよう

な部分に葉緑体があるか

を判断し，説明させる。

二酸化炭素が発生したか

どうかを pH指示薬の色

の変化で判断させる。 

プレパラートを作製させ

る。目的とする観察対象

を観察させる。 

適切に光合成を行わせ

る。 

各設問に答えさせる。 

pH指示薬の色が変化する

意味を説明させる。 
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第 1節遺

伝情報と

DNA 

DNAという分子のどこに

遺伝情報が存在するのか

について，興味・関心を

もつ。 

生物が DNAという共通の

分子を遺伝子の本体とし

ているにもかかわらず，

多様な情報を保持してい

るしくみについて説明で

きる。 

観察＆実験「DNAの抽出」

を行い，試料から DNAを

抽出する手法を学ぶ。 

DNAの構造を理解し，さ

らにその構造的特徴が遺

伝情報を担う物質として

機能することを理解す

る。 

 
 遺伝情報を担っている

DNAとはどのような構造

的特徴をもつ物質である

かということについて，

図 2～5などを用いて，生

徒間で意見交換させる。 

塩基配列に遺伝情報があ

るという結論を導き，そ

の理由を説明させる。 

DNA抽出の一連の操作を

習得させる。 

整理の問題「1 遺伝情報

と DNA」の①～⑦に答え

させる。 

 
 第 2節 

遺伝情報

の発現 

生命活動を支える多種多

様なタンパク質に関する

情報がどのように保持さ

れているのか，その情報

をもとにどのような過程

でタンパク質が合成され

るのかに関して，興味・

関心をもつ。 

タンパク質のアミノ酸配

列が DNAの分子の中に塩

基配列という形で保持さ

れていることを考察し，

DNAとその情報をもとに

つくられるタンパク質と

の関係性を正しく表現で

きる。 

  多種多様なタンパク質は

アミノ酸の配列によって

決定されること，またそ

の配列を指定することに

よって，DNAが遺伝子と

して機能することを理解

する。 



 
 転写・翻訳という遺伝子

発現の過程について図 13

「遺伝情報の転写と翻

訳」などを用いて，生徒

間で意見交換を行わせ

る。 

図 13「遺伝情報の転写と

翻訳」が示す，タンパク

質と DNAの関係を科学的

に考察し，その関係を表

現させる。 

  整理の問題「2 遺伝情報

の発現」の①～⑦に答え

させる。 

 
 第 3節 

遺伝情報

の分配 

遺伝情報の分配がどのよ

うなしくみによってなさ

れるのか，また，個体が

発生する過程ですべての

遺伝情報が維持されてい

るにもかかわらず，分化

した細胞がそれぞれ異な

るのはなぜか，というこ

とに興味をもつ。 

体細胞分裂における DNA

の複製と分配の周期の意

味を説明できる。また，

遺伝情報の発現と細胞の

分化の関係を説明でき

る。 

観察＆実験「体細胞分裂

の観察」を行い，細胞の

固定・解離・染色・押し

つぶしの意味を理解す

る。また，各時期の細胞

数の割合から細胞周期に

おける各時期の時間が推

定されることを学ぶ。 

観察＆実験「パフの観察」

を行い，ユスリカの幼虫

の唾腺染色体を染色し，

観察する。その際，DNA

と RNAの染色の手法を学

ぶ。 

遺伝情報を担う DNAがど

のように分配されるの

か，細胞の分化とは遺伝

子発現のレベルでどのよ

うに考えることができる

のかについて理解する。 

 
 遺伝情報の分配と分化し

た細胞での遺伝子のはた

らきについて，図 17「細

胞周期と染色体の変化」

や図 19「いろいろな細胞

での特異的な遺伝子発現

の例」などを用いて，生

徒間で意見交換を行わせ

る。 

図 18「体細胞分裂と DNA

量の変化」の示すところ

を説明させる。パフが認

められることと染色体上

の遺伝子の発現を関連づ

けて説明させる。 

細胞数の計数結果から，

間期に費やされる時間を

推定する計算をさせる。 

唾腺染色体のプレパラー

トを作製し，唾腺染色体

やパフのようすを観察さ

せる。 

整理の問題「3 遺伝情報

の分配」の①～⑦に答え

させる。 

 
 探究活動

2 

DNA模型

の作製 

DNAの立体構造とその多

様性に興味をもつ。 

DNAには，構造としての

共通性と塩基配列の多様

性の両方の特徴が認めら

れることを説明できる。 

DNAがヌクレオチドを構

成単位とし，その塩基配

列で多様性がうまれるこ

とを実感する。 

DNA模型の作製を通して，

DNAの立体構造を把握す

るとともに，DNA分子の

多様性について理解す

る。  
 巻末の DNA模型を作製さ

せる。 

クラス内のほかの生徒の

模型と比較して，立体構

造が共通でありながら，

塩基配列の部分が多様と

なることを説明させる。 

ヌクレオチドが立体的に

どのように組み合わされ

るのかを理解して，模型

作製に取り組ませる。 

各設問に答えさせる。 

DNAの多様性が塩基配列

にあることを説明させ

る。 
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第 1節体

内環境と

しての体

液 

自分の生命を支える器官

系のはたらきを確かめ，

それらが体液で満たされ

た体内環境の中ではたら

いていることを，自分の

ものとして実感する。 

ヒトの 3種類の体液の違

いを判断するとともに，

体液の循環との関係につ

いて説明できる。血液循

環の経路を図を用いて説

明できる。血液循環の血

液凝固のしくみについ

て，手順を追って説明で

きる。 

観察＆実験「血液凝固の

観察」を行い，血液凝固

のようすを観察する。 

体内環境とその恒常性に

ついて理解し，体液の種

類とそれらの役割・酸素

運搬のしくみや血液凝固

について理解する。 
 
 自分のからだの器官系の

はたらきと，自分の体液

はどのようにして確かめ

られるか，図 1「体外環

境と体内環境」，図 2「体

液の状態の維持」などを

用いて，生徒間で意見交

換を行わせる。 

組織液，血液，リンパ液

の関係（流れ）を図 3「体

液の移動」を用いて説明

させる。血液の循環経路

の概略を，図 4「ヒトの

循環系」を用いて説明さ

せる。血液凝固のようす

を，図 6「血液凝固」を

用いて説明させる。 

安全に留意して血液を凝

固させる。観察において

それぞれの手順を行うね

らいを説明させる。凝固

前と凝固後の違いについ

て説明させる。 

整理の問題「1 体内環境

としての体液」の①～⑤

に答えさせる。 

 
 第 2節 

腎臓と肝

臓による

調節 

日常生活における食物と

水分の摂取と，体液に含

まれる栄養分と水分の関

係に興味・関心をもつ。

からだから排出されるも

のについて，教科書の記

述からつながりを導き出

そうとする。 

腎臓の構造と尿の生成・

水分量の調節の関係につ

いて，図を用いて説明で

きる。肝臓の構造と 3本

の管の関係について，図

を用いて説明できる。腎

臓と肝臓が扱う物質（分

子）の大きさの違いにつ

観察＆実験「ブタの腎臓

の観察」を行い，腎臓の

構造を観察する。また，

墨汁の注入によって，糸

球体が黒くなることを理

解する。 

腎臓の構造とろ過・再吸

収における物質の移動に

ついて理解する。 

肝臓のもつ多様な機能に

ついて，恒常性に果たす

役割のうえから理解す

る。 



いて，比較して説明でき

る。 

 
 日常生活における食物と

水分の摂取と糞や尿の排

出が，体内環境の維持と

どのような関係にあるの

かについて，図 2「体液

の状態の維持」と図 4「ヒ

トの循環系」などを用い

て，生徒間で意見交換を

行わせる。 

腎臓の構造と尿の生成・

水分量の調節の関係につ

いて，図 9「腎臓の構造」，

図 10「ろ過と再吸収」を

用いて説明させる。尿の

成分濃度や尿量などにつ

いて，思考学習「有用成

分の再吸収と老廃物の濃

縮」を用いて，数量的に

算出させる。肝臓とさま

ざまな器官の結びつきに

ついて，図 11「肝臓をめ

ぐる結びつき」を用いて

説明させる。腎臓と肝臓

の役割分担について説明

させる。 

墨汁を注入させる。腎臓

を切開して切片をつく

り，顕微鏡で糸球体を観

察させる。 

整理の問題「2 腎臓と肝

臓による調節」の①～⑥

に答えさせる。 

 
 第 3節神

経とホル

モンによ

る調節 

日常の生活において，自

分のからだに感じられる

変化について，自律神経

やホルモンによってコン

トロールされているもの

に，どのようなものがあ

るのかを，教科書の記述

から導き出そうとする。 

自律神経系と内分泌系の

はたらき方を比較し，図

を用いて説明できる。負

のフィードバックによっ

て，ホルモンの分泌量や

自律神経のはたらきが調

節されることを，図を用

いて説明できる。血糖濃

度の調節が，自律神経系

と内分泌系の両方によっ

て行われてることを図を

用いて説明できる。 

観察＆実験「心臓の拍動

数の測定」を行い，パソ

コンやマイクなどの機器

を使って心拍を計測し，

運動などによる心拍の変

化を捉える。 

交感神経と副交感神経の

相違点を学習し，内臓諸

器官でのそれぞれの作用

について理解する。ホル

モンの種類や内分泌腺の

例を把握し，その中枢や

段階的な分泌機構につい

て理解する。血糖濃度や

体温について，体内の状

況にあった恒常性のしく

みについて理解する。糖

尿病について，その原因

を正確に捉えることがで

きる。  
 表 2「自律神経の作用」

に記されているからだの

変化が，どのようなとき

におこるのかについて，

生徒間で意見交換を行わ

せる。 

自律神経系と内分泌系の

はたらきの違いを図 15

「自律神経系と内分泌系

による調節の概要」を用

いて説明させる。チロキ

シン分泌量のフィードバ

ック調節について，図 21

「チロキシンの分泌量の

フィードバックによる調

節」を用いて説明させる。

血糖濃度の調節と糖尿病

の起こる原因について，

図 24「血糖濃度の調節」

を用いて説明させるとも

に，思考学習「糖尿病患

者における血糖濃度」を

用いて考察させる。 

パソコンやマイクなどの

機器を使って心拍を正確

に計測させる。運動の前

後での心拍の変化を正確

に捉えさせる。 

整理の問題「3 神経とホ

ルモンによる調節」の①

～⑥に答えさせる。 

 
 第 4節 

免疫 

けがをして生じる膿は何

によるものなのか，病気

にかかるとはどういうこ

となのか，エイズやアレ

ルギーなどの病気はどの

ようなものなのか，とい

うことについて，教科書

の記述から導き出そうと

する。 

自然免疫における食作用

について，図を用いて説

明できる。食細胞の異物

の認識のしかたとリンパ

球の抗原の認識のしかた

を比較して説明できる。

適応免疫のしくみ（細胞

性免疫と体液性免疫）に

ついて，図を用いて説明

できる。免疫記憶のしく

みについて，図を用いて

説明できる。 

 

観察＆実験「食作用の観

察」を行い，注射器やか

みそりの刃などを安全に

使用し，コオロギの血球

を観察する。 

細胞の観察によって，食

作用が起こっていること

を確認する。 

自然免疫と適応免疫のし

くみとそれにはたらく細

胞の役割を正確に理解す

る。免疫現象を利用した

医療行為や免疫現象の異

常によって起こる疾病に

ついて理解する。 



 
 日常生活において，イン

フルエンザなどの感染症

が伝染すること，一度か

かった病気にかからない

ということ，そしてワク

チンなどで予防すること

について，生徒間で体験

に基づいた情報交換を行

わせる。 

傷口に侵入した異物を攻

撃するしくみについて，

図 31「好中球，樹状細胞，

マクロファージのはたら

き」を用いて説明させる。

自然免疫の異物の認識

と，適応免疫の抗原の認

識の違いを，比較対応表

などを作成して説明させ

る。適応免疫のしくみと

免疫記憶が生じるしくみ

について，図 36「適応免

疫のしくみ」を用いて説

明させる。 

注射器やかみそりの刃な

どを安全に使用し，コオ

ロギの血液を採取すると

ともに，採取したサンプ

ルを染色して，顕微鏡で

その血球を観察させる。

観察した血球像から，墨

汁の成分が細胞に取りこ

まれているようすを観察

させる。 

整理の問題「4 免疫」の

①～⑥に答えさせる。 

 
 探究活動

3塩分濃

度の変化

が赤血球

に与える

影響 

外液の塩分濃度の違いに

よって細胞にどのような

影響があるかについて，

観察を通して探究しよう

とする。 

外液の塩分濃度と赤血球

の形状の関係について観

察し，その状況を水の出

入りの視点から説明でき

る。 

血液と各塩分濃度の溶液

とを安全に混ぜ，顕微鏡

観察して，代表的な細胞

像をスケッチする。 

赤血球の大きさと形状が

食塩水の濃度でどう変わ

るかを正確に把握し，体

液が何％濃度の食塩水と

同じ塩分濃度であるかを

理解する。  
 外液の塩分濃度による細

胞への影響について，観

察を通して検証しようと

する態度が見られるか。 

外液の塩分濃度による赤

血球の大きさや形につい

て観察結果をまとめ，そ

の結果を水の移動の視点

から説明させる。 

塩分濃度や食塩水と血液

の違いなどで用具を使い

分け，正確に実験を行わ

せる。 

高倍率の顕微鏡で赤血球

を観察し，正確な細胞像

をスケッチさせる。 

各設問に答えさせる。 

血液と等張の食塩水が

0.9％濃度で，それより濃

い食塩水では細胞が収縮

し，うすい食塩水では膨

張したり溶血したりする

ことを，実験結果から捉

えさせる。 

第3
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生
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植
生
の
多
様
性
と
分
布 

第 1節植

生とその

成り立ち 

植生を優占種や相観とい

う観点から分類する態度

を養う。また，森林では

階層構造が成立すること

や植生と土壌の関係につ

いても興味・関心をもっ

ている。 

植生が，優占種の存在と

相観によって特徴づけら

れることを説明できる。

森林の階層構造と垂直方

向の光条件の変化との関

係を説明できる。 

  優占種や相観の概念を理

解する。階層構造が生じ

る理由を理解する。植生

と土壌の発達の関連を理

解する。 

 
 優占種や相観の観点から

植生を分類させる。また，

植生が階層構造を形成す

ることに関して，図 2「森

林の階層構造の例」など

を用いて，生徒間で意見

交換を行わせる。 

植生の特徴を優占種と相

観によっておおまかにと

らえさせる。森林の階層

構造と垂直方向の環境条

件の変化の関連について

説明させる。 

  整理の問題「1 植生とそ

の成り立ち」の①～⑤に

答えさせる。 

 
 第 2節 

植生の遷

移 

植生遷移について興味を

もち，そのしくみについ

て積極的に考えようとす

る。 

植生遷移をそれぞれの時

期における植物どうしの

競争という観点から説明

できる。 

観察＆実験「種子の形態

の観察」を行い，土壌に

どのような散布型の種子

が存在するかを調べる。 

植生遷移の過程と遷移が

起こるしくみについて理

解する。 

 
 植生遷移について，図 5・

6「遷移のモデル的過程」

や図 8「森林の多様性の

維持」などを用いて，生

徒間で意見交換を行わせ

る。 

植物どうしの資源をめぐ

る競争について考え，そ

の帰結として遷移が生じ

ることを説明させる。 

野外で種子を採取させ

る。また，種名の同定や

散布型を推測させる。 

整理の問題「2 植生の遷

移」の①～⑨に答えさせ

る。 

 
 第 3節 

気候とバ

イオーム 

世界および日本のバイオ

ームの分布について興味

をもち，その成立の要因

について考える態度を身

につける。 

 

 

バイオームの分布とその

分布に影響を与える環境

要因について説明でき

る。 

観察＆実験「身近な照葉

樹と夏緑樹の葉の比較」

を行い，照葉樹と夏緑樹

の違いをまとめる。 

世界および日本に見られ

るさまざまなバイオーム

が気温と降水量の違いに

起因して成立しているこ

とを理解する。 



 
 バイオームの分布とそれ

が成立する環境要因につ

いて，図 10「さまざまな

バイオームとその分布」

や図 11「気温・降水量と

バイオームの関係」など

を用いて，生徒間で意見

交換を行わせる。 

気温と降水量という要因

が，それぞれのバイオー

ムの成立にどのように関

連しているかを説明させ

る。 

照葉樹と夏緑樹の葉につ

いてデータを収集し，照

葉樹と夏緑樹の違いをま

とめさせる。それらの違

いが，どのように環境に

適応しているかを説明さ

せる。 

整理の問題「3 気候とバ

イオーム」の①～⑦に答

えさせる。 

 
 探究活動

4 

身近な植

生と環境

とのかか

わりの調

査 

学校の敷地内などの身近

な植生について，植生と

環境とのかかわりを積極

的に観察・調査しようと

する。 

予備調査をもとに，環境

によって植生がどのよう

な影響を受けているかを

考え，そこからどのよう

な観察・調査・測定を行

えばよいかを考える。 

調査に基づき，どのよう

なことが原因でそのよう

な植生になっているかを

報告書にまとめる。 

準備物や服装などに留意

し，安全に調査・測定す

る。 

調査・測定で得られたデ

ータを適切に処理する方

法とグラフに表現する技

法を身につける。 

学校の敷地内などの身近

な植生について，環境に

よって，どのような植生

となっているかを理解す

る。 

 
 植生と環境とのかかわり

に関心をもって，観察・

調査を意欲的に行ってい

るか。 

調査・測定によって得ら

れたデータから，どのよ

うなことが原因でそのよ

うな植生になっているか

を判断し，報告書にまと

めさせる。 

調査・測定を行い，デー

タを収集させる。また，

データをグラフに整理

し，まとめさせる。 

各設問に答えさせる。 

得られたデータをもとに

して，植生と環境とのか

かわりを報告書にまとめ

させる。 

 
 

第5

章 
生
態
系
と
そ
の
保
全 

第 1節生

態系とそ

の成り立

ち 

生態系とは何か，その構

成要素やその中で見られ

る関係について，興味・

関心をもち，科学的に知

ろうとする。 

生態系を構成する非生物

的環境と生物のかかわり

や生物間の関係について

考え，特に生物どうしの

つながりについて説明で

きる。 

観察＆実験「生態系にお

ける土壌動物のはたら

き」を行い，ミミズを入

れた土と入れていない土

を比較して，落ち葉など

の分解や水はけなどの差

異を正確に捉える。 

生産者や消費者，食物連

鎖，生態ピラミッドなど

の生態系にかかわる用語

の意味を理解し，生態系

を 1つのまとまりとして

捉えることができる。 

 
 生態系の定義，構成要素，

構成要素間の関係につい

て図 1「いろいろな生態

系」や図 2「生態系の構

成を示す例」などを用い

て，生徒間で意見交換を

行わせる。 

作用，環境形成作用や相

互作用がどのようなもの

で，生態系の中での食う-

食われるの関係にどのよ

うな意味があるかを説明

させる。 

2つのプランターにおけ

る実験結果の違いから，

土壌動物であるミミズの

はたらきを具体的に確認

させる。 

整理の問題「1 生態系と

その成り立ち」の①～⑥

に答えさせる。 

 
 第 2節 

物質循環

とエネル

ギーの流

れ 

生態系において，各生物

間での物質やエネルギー

の移動について興味・関

心をもつ。 

生態系における炭素や窒

素の循環を考える中で，

物質の移動に伴って起こ

るエネルギーの移動につ

いて説明できる。 

  生態系における炭素循環

とそれに伴うエネルギー

の移動，窒素循環および

窒素固定などについて理

解し，それぞれの特徴を

整理する。  
 生態系の中の食う-食わ

れるの関係を通して，物

質やエネルギーがどのよ

うに移動していくかにつ

いて，図 8～10を用いて，

生徒間で意見交換を行わ

せる。 

炭素，窒素の循環の中で，

生物間の物質の移動とと

もに，エネルギーの一部

も移動していること，お

よび物質とエネルギーの

移動に違いがあることを

判断し，説明させる。 

  整理の問題「2 物質循環

とエネルギーの流れ」の

①～⑤に答えさせる。 

 
 第 3節 

生態系の

バランス

と保全 

生態系におけるバランス

について，また，生態系

に与える人間生活の影響

などについて，関心や意

欲をもち，より深く知ろ

うとする態度をもつ。 

生態系のバランスが保た

れるしくみを説明でき

る。また，生態系のバラ

ンスが人間の活動でどの

ように変化しつつあるの

かについて，生態系のバ

ランスを保つために人類

が取り組む課題について

考え，説明できる。 

観察＆実験「身近な河川

や湖沼の水質調査」を行

い，簡易水質調査キット

を用いて，水質汚濁の程

度を調べる。 

「身近な外来生物調査」

などの実習を行い，身近

な外来生物をインターネ

ットや文献から調べる。 

生態系のバランスについ

て，そのしくみを正しく

理解する。 

地球規模の環境問題，地

域の環境問題などについ

て，その原因や人間の活

動の影響を正しく理解す

る。 

これまでの学習を通じて

得た知識を活用して，さ

まざまな環境問題につい

て，保全の方法を具体的

に考えることができる。 



 
 生態系のバランスや人間

生活が生態系に与える影

響，いわゆる環境問題に

ついて，生徒間で意見交

換を行わせる。 

非生物的環境と生物間の

複雑な関係によって生態

系のバランスが保たれて

いることを理解させたう

えで，人間の活動が生態

系のバランスに大きな影

響を与えつつあることを

具体的に説明させる。 

生態系のバランスを保つ

ために，人類としてある

いは個人としてできるこ

とを考え，説明させる。 

異なる場所から同じよう

な条件で水を採取し，同

じ方法で比較・観察させ

る。簡易水質調査キット

を用いて，CODや NH4+など

の濃度を調べさせる。 

インターネットや文献の

検索などを行わせる。外

来生物の移入方法や生態

系に対する影響をまとめ

させる。 

整理の問題「3 生態系の

バランスと保全」の①～

⑦に答えさせる。また，

「生物基礎」の授業だけ

でなく，これまでに理解

した知識を総動員して，

生態系の保全に向けて何

をしなければいけないか

を考え，議論させる。 

 
 探究活動

5オオク

チバスの

生態につ

いての調

査 

オオクチバスに関するさ

まざまなデータに基づい

て，オオクチバスの生態

について意欲的に理解し

ようとする。 

データを整理し，そこか

らオオクチバスの生態や

オオクチバスが生態系に

及ぼす影響についての傾

向を帰納的に考察する。 

データを適切に処理する

方法とグラフに表現する

技法を身につける。そこ

から科学的に結論を導く

能力を身につける。 

文献やインターネットを

用いて収集したデータを

もとに，オオクチバスの

生態やオオクチバスが生

態系に及ぼす影響につい

て理解する。  
 与えられたデータからオ

オクチバスの生態を把握

しようとする態度が見ら

れるか。 

データの整理，グラフの

表記から，オオクチバス

の生態やオオクチバスが

生態系に及ぼす影響につ

いての傾向を，科学的に

考察させる。 

データをグラフに整理

し，まとめさせる。そこ

から科学的に適切な結論

を導かせる。 

各設問に答えさせる。 

オオクチバスの生態やオ

オクチバスが生態系に及

ぼす影響について説明さ

せる。  

 


