
 

  

４年生社会科 学 習 指 導 案  

 

１ 単元（住みよいくらし（２７時間 ）②わたしたちのくらしと水（１３時間）） 
 
２ 単元の目標 

 

 
 

 

 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

 
４ 指導観  

(1) 単元観  

学習指導要領第３・４学年の内容（３）－ア、イをもとに設定したものである。 

ア 飲料水、電気、ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業とのかかわり 

イ これらの対策や事業は計画的、協力的に進められていること 

本小単元において具体的に取り上げる内容は以下の４点である。 

①飲料水が、炊事・洗濯・風呂等の家庭生活や商店・工業等の産業、学校等の様々な場面で大量に使

用されていること。 

②必要な量の飲料水がいつでも使えるように確保されていること。 

③飲料水使用の増加に対して、水源を確保・維持するために森林が保全されたり、ダムや浄水場等の

整備が計画的に進められたりしていること。 

④地域の人々も節水や水の再利用に協力していること。の安定供給を図るために、様々な対策や事業

が広く他地域の人々の協力を得ながら計画的に進められたいることや、そのことによって地域の人々が住

みよい環境の中で健康的な生活を営んでいることについて考えられるようにすることをねらいとしてい

る。 

 

(2) 児童・生徒観 

････ 本単元（題材）の学習内容に関する基礎的な既習事項の定着状況や授業を実施するクラス 

に見られる学習上の課題について記述する。 

＊クラスに応じて作成すること 

(3) 教材観 

･顕微鏡（光学、解剖、双眼実体）観察用具一式、水中の小さな生物、ＴＶ、顕微鏡提示装置（カ

メラ）、ＰＣによるプレゼンテーション 

・葛西臨海たんけん隊と連携し講師派遣による出前授業。 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 技能 エ 知識・理解 
①飲料水の確保や廃棄

物の処理について関心

をもち、意欲的に調べて

いる。 
②飲料水の確保や廃棄

物の処理と自分たちの

生活について考えよう

としている。 

①問題解決的な学習の

中で、飲料水の確保や

廃棄物の処理に従事し

ている人々の工夫や努

力、組織的な対応につ

いて調べ、具体的に考

えたことを表現してい

る。 
②飲料水の確保や廃棄

物の処理について自分

たちの生活と関連付け

て捉え、自分なりの行

動目標を考え、設定し

ている。 

①観点に基づいて見学

したり、資料を活用し

たりして、飲料水の処

理についての必要な情

報を集め、読み取って

いる。 
②調べたことをグラフ

や白地図などにまとめ

ている。 

①飲料水の確保や廃棄

ぶちの処理に従事する

人々は、様々な工夫や

努力をしながら組織的

に対応していることを

知るとともに、自分た

ちの生活をっ支えてく

れていることを理解し

ている。 
②飲料水の確保や廃棄

物の処理には、他の地

域と関わり合いながら

行われていることを理

解している。 

地域の人々の生活や産業にとって必要な飲料水の確保や廃棄物の処理委ついて観

察・調査し、それらの事業の工夫や努力、組織的な対応について具体的に考えて表現

するとともに、地域の人々の生活の維持と向上に役立っていることを理解する。 
 



５ 単元設定の趣旨 

■地域の産業や消費生活の様子、人々の健康な生活や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動、地

域お物理的環境、人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解し、地域社会の一

員としての自覚、地域社会に対する誇りや愛情をもつ。 

□地域における社会的事象から学習問題を見いだし、観察、調査したり、地図や各種の具体的資料を効

果的に活用したりして調べたことをまとめるとともに、地域社会の社会的事象の特色や相互の関連など

について考え、適切に表現する。 

 

 

６ 単元の指導計画と評価計画（１３時間扱い） 
 わたしたちのくらしと水 

過

程 

主な学習活動・内容 □留意点 ●評価 ☆資料 

つ

か

む 

①身近なくらしの中で水が使われている場所や、その用途

を見付けて発表し合う。 

また、家庭で一日に使う水の量を知る。 

・家庭の場面・学校の場面 

・地域の施設の場面・一日に使う水の量 

 

②八王子市の人口と給水量の変化をグラフから読み取り、

学習問題をつくる。 

・市の人口と給水量が年々増えている。 

・人口が多くなると、水もたくさん必要になる。 

・どうやってたくさんの水をつくっているのかな。 

 

 

 

 

③学習問題に対する予想を考え、学習計画を立てる。 

・どこから・どのように・どこへ 

・水がいつでも使えるようにするための努力や工夫 

・わたしたちにできることは何か。 

 

●身近なくらしの様々な場面で水道水が使

われている認識をもち、水道水について関心

を高めている。【関－①】 

☆「わたしたちの水道」 

☆副読本（P92） 

□グラフから読み取った事実と、自分の考え

を区別して発表させたり、書かせたりする。 

●資料から八王子市が行っている飲料水の

確保対策や事業について学習問題を考えて

いる。【思－①】 

☆副読本（P93） 

 

 

 

 

□資料をもとに、予想させる。学習計画を立

てる際は「調べること」「調べ方」「まよめ

方」を確認する。 

●学習問題に対する予想を考え、表現してい

る。【思－１】 

☆副読本（P94） 

 

し

ら

べ

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④水源林から蛇口までの経路や主な水道施設について調

べ、水道施設の役割を予想する。 

・蛇口・排水管・給水所 

・浄水場・取水堰 

・ダム・水源林 

 

 

 

 

⑤八王子で使われている水はどこからきているのか調べ

る 

・奥多摩や都外から水が運ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

□イラストから水が循環していることをと

らえさせる。 

●資料から分かったことを話し合ったり、水

がどのような経路で蛇口まで流れてくるの

か読み取ったりすることができる。【技－①】 

☆私たちの水道 

☆副読本（P95） 

 

 

□八王子市では、利根川水系の水と、多摩川

水系の水を使っていることを理解させる。 

●資料から分かったことを話し合ったり、水

がどのような経路で八王子市まで運ばれて

くるか読み取ったりすることができる。【技

－①】 

☆副読本（P96） 

 

 

 

水道水は、どのようにしてつくられ、どのようにして送られてくるのでしょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひ

ろ

げ

る 

⑥⑦水源林やダムの役割やそこで働く人々の工夫や努力

を調べる。 

・水を貯める役割 

・水源林の手入れ 

・ダムの管理、水質検査 

・工夫や努力 

 

 

 

 

⑧⑨浄水場の仕組みや働く人々の工夫や努力を調べる。 

・沈殿、濾過、消毒、浄水量 

・働いている人の数、時間 

・工夫や努力 

 

 

 

 

 

 

 

⑩⑪浅川がきれいになり様々な生き物が生息（川にアユが

帰ってきたこと）しているのは下水処理と水の再利用によ

るものであり、人間や生き物が暮らしやすい場所にするた

めに自分たちができることを考える。 

・下水処理や、水の浄化について知る。 

・川と海のつながりを知る。 

・地球規模での水の循環や水環境の保全について考える。 

 

 

□ダムの水は、上流から運ばれてくること、

そしてその水を蓄える水源林がとても大切

であることに気付かせる。 

□ダムにかかわる人々の協力や自然との関

わりを考えさせる。 

●飲料水の確保は、八王子市以外の地域と関

わり合いながら行われていることを理解し

ている。【知－②】 

☆副読本（P97～98） 

 

□浄水場や下水処理場の見学が可能なら実

施する。 

□浄水場は、VTR 資料や水道局の HP にて調

べられる。水道局の出前講座も利用できる。 

●浄水場で働く人々は工夫や努力を行い組

織的に、飲料水をつくっていることを理解し

ている。【知－①】 

☆私たちの水道 

☆副読本（P99） 

 

 

□葛西臨海探検隊の出前授業 

●下水処理のしくみや川と海を行き来する

生き物（アユ）について知り、川と海のつな

がりを知る。【知－②】 

●自分たちが生活する中で、使う水を意識

し、生き物や人間にとって暮らしやすい場所

にするために、自分たちにできることは何か

を考える。【関－②】 

ま

と

め

る 

⑫⑬水を大切に使うために、私たちができることを話し合

い、ノートにまとめる。 

・水道水のおかげで私たちのくらしは成り立っている。 

・水道水を大切にし、節水をするべきだと思う。 

・多くの人に水の大切さを知ってもらうためにポスターを

つくって呼びかけたい。 

 

 

 

 

 

 

 

□話し合いの仕方や目的をきちんとおさえ

るようにする。 

●水を大切に使うためにできることを考え、

言葉で具体的に表現できる。【思－②】 

●水道の水を上手に使うために、自分ででき

ることを取り組もうとしている。【関－②】 

●効果的に情報をまとめることができる。

【技－②】 

☆副読本（P100～101） 

 

７ 本時（全 13時間中の第 10・11時間目 ） 

 （１）本時の目標 

 ・川と海のつながりを視覚的に知る。【知－②】  

・川と海を行き来する生き物（アユ）について知る。【知－②】  

・浄化の働きを担う生物を観察し、生き物の力で生活排水を処理していることを実感

する。【思－①】  

・地球規模での水の循環を知り、きれいな川や海を保つために普段の生活で改善でき  

ることはあるか考える。【関－②】  
 



時間 ○学習内容 ・学習活動 指導上の留意点 
評価規準（評価方

法） 

導入 

7分 

 

 

 

１ 前時までの振り返りをする 
２ 本時の学習課題をつかむ 
  
 
【本時のねらい①】 
 

 

・浄水場や下水処理場について学習し

てきたことを想起させる。 

・板書で目標を明示する。 

 

 

 

 

 

展開 

63分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ 川と海はつながっている。 
・川と海のつながり（浅川→多摩川） 
 身近な川はどこにつながっているのかを
パズル形式で解く。 

・川と海を行き来する生き物→アユ、サケ、
ウナギ 

 
 
２ アユはどんな生き物なのか 
・川と海を行き来する回遊性の魚。付着珪
藻を食べて生きている。 

・アユが生きていくには何が必要か、→食
べるもの、きれいな水、海と川のつなが
り 

 
 
 
３ アユの食べ物 
・小さい時はプランクトンを食べる。大き
くなると付着珪藻を食べる。 

→付着珪藻を食べた石の写真、付着珪藻の
写真を投影して開設する。 

 
 
 
４ アユが住む環境の変化 
・多摩川のアユの推定遡上数の変化 
→昭和 50年代から復活、現在は増えてい
る。 

・なぜアユは減ったのか 
→高度経済成長期の河川の汚染 
・アユはなぜ増えてきたのか 
→洗剤の無リン化や、下水処理場の整備 

川がきれいになったので、珪藻が戻って
きて、アユや他の生物が再び生息するよ
うになった。 
 
 

【本時のねらい②】 
 
 
 
 
 

５ 下水処理場についての確認 
・下水処理場のしくみを確認する。 
→下水処理場で働く生き物を見てみよう。
きっと、魚のえさになる小さな生き物がい
るのではないだろうか。 
・顕微鏡で観察すれば、見えてくるのでは
ないか。 

 
 
６ 下水処理場で採集してきた水を観察し
よう。 

・顕微鏡の使い方の復習 
・プレパラートを作成し観察 
・見えた生き物をモニターに映したりして、

講師から解説をいただく 
 
 
７観察とスケッチ 
・見つけた生き物をスケッチし、何人かに
発表してもらい、情報を共有する。 

  
 

 
・身近な川が海（東京湾）とつながってい
ることを確認する。 
 
 
 
 
 
 
・海と川を行き来するアユの生活史を意識
する 
・「アユのえさ」「きれいな川」「海と川
のつながり」をキーワードとして印象付け
る 
 
 
 
 
 
・TVモニターに映像を提示 
 
 
 
 
 
 
・アユの遡上数の変化のグラフ、汚染され
た河川の映像等を提示し、河川環境の変化
から、水をきれいにする下水処理への興味
を高める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・下水処理場のしくみについて説明し、微
生物が水を浄化するはたらきをしているこ
とを確認し興味をもたせる。 
 
 
 
 
 
 
 
・顕微鏡観察の説明をする。 
・見つけた生き物をモニターに映すことで、
見つけたものの感動を共有し、発見をうな
がす。 
を行うことを確認する。 
 
 
 
・見つけた生き物のスケッチや、発表から
気づきをお互いに共有する。 
 
 
 
 
 

 
・下水処理のしくみや
川と海を行き来する
生き物（アユ）につい
て知り、川と海のつな
がりを知る。【知－②】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・自分たちが生活する
中で、使う水を意識
し、生き物や人間にと
って暮らしやすい場
所にするために、自分
たちにできることは
何かを考える。 
【関－②】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・調べたことをスケッ
チなどにまとめてい
る。【技－②】 
 
 
 
 

水をきれいにする仕組みについて知ろう。 

（２）本時の展開 
 

 

川と海のつながりを考えよう 



 

 

 

まとめ 
20分 

８ 学習内容の振り返り 
・川と海はつながっている。（川と海を行
き来する生き物（アユなど）がいる。 
・下水処理場で水を処理して川や海をきれ
いに保っている。下水処理場では微生物の
力で水をきれいにしている。 
 
 
９ 水は循環している 
・下水処理場から出た水の行方について考
える。 
・水の循環についての説明を聞く 
・流した水が雲となり、雨になってまた八
王子に戻ってくる。自分たちが水をきれい
にしないと、自分たちに戻ってくる。 
・環境の保全について考えさせ、自分たち
にできることを考えさせる。 
 
10 本時の学習内容のまとめ 
・アンケート記入 
・講師への質疑応答・感想等を児童に発表
させる。 
 
 

・本日の授業のポイントを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
・川から海へのつながりをこえて、水は循
環していることを知る。 
・循環のどこかで水が汚れると、川や海の
生き物がいなくなるし、私たちの生活にも
影響することを考えさせる。 
・生き物にとっても私たちにとっても住み
やすい環境にするにはどうしたら良いか、
また何ができるかを考えさせる。 
 
 
・疑問点の質問や感想などから気づきを共
有する。 
 

 
 
 
 
 
 
・自分たちが生活する
中で、使う水を意識
し、生き物や人間にと
って暮らしやすい場
所にするために、自分
たちにできることは
何かを考える。 
【関－②】 
 
 



５年生理科 学 習 指 導 案 

 

１ 単元（受けつがれる生命（３）メダカのたんじょう） 
 
２ 単元の目標 

 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

 
 
４ 指導観  

(1) 単元観  

学習指導要領第５学年の内容Ｂ－（２）動物の誕生 

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして、卵の変化の様子や水中の小さな生物を調

べ、動物の発生や成長についての考えをもつことができるようにするとともに、生命を尊重する態

度を育てる。 

 ア 魚には雌雄があり、生まれた卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえること。 

 イ 魚は、水中の小さな生物を食べ物にして生きていること。 

 

(2) 児童・生徒観 

････ 本単元（題材）の学習内容に関する基礎的な既習事項の定着状況や授業を実施するクラス 

に見られる学習上の課題について記述する。 

＊クラスに応じて作成すること 

(3) 教材観 

･メダカ、顕微鏡（光学、解剖、双眼実体）観察用具一式、水中の小さな生物、ＴＶ、顕微鏡提

示装置（カメラ）、ＰＣによるプレゼンテーション 

・葛西臨海たんけん隊と連携し講師派遣による出前授業。 
 

 

５ 単元設定の趣旨 

 年間を通して設定したテーマ「受けつがれる生命」の中に位置づけ、メダカの産卵や水中の小さな

生物の観察に適した５～６月に、本単元を設定した。メダカの飼育・観察を通して、動物の生命が連

続していく過程をとらえることができるようにするとともに、生命を尊重する態度や、生命を取り巻

く環境への意識が育成されることを目標としている。 

  

６ 単元の指導計画と評価計画（９時間扱い） 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 技能 エ 知識・理解 
①メダカを飼育し、雌雄の

体の特徴や卵の内部や、メ

ダカの食べ物である池や川

などの水中の小さな生物に

興味・関心をもち、自ら調

べようとしている。 
②メダカの飼育や観察を通

して、生命の神秘さや連続

性を感じ、生命を尊重する

態度が育っている。 

①メダカの発生や成長に

ついて予想や仮説をも

ち、観察を計画し表現し

ている。 
②メダカの発生や成長

と、その変化にかかわる

時間を関連付けて考察

し、自分の考えを表現し

ている。 

①メダカを飼育して、雌雄

の体の特徴などを観察し、

結果を記録している。 
顕微鏡を使って、水中の小

さな生物を観察している。 
②解剖顕微鏡などを使う

などして、メダカの受精卵

のようすを観察し、自分の

考えを表現している。 

①メダカには雌雄があ

り、受精卵は日がたつに

つれて中のようすが変化

してかえることを理解し

ている。 
②メダカなどの魚は、水

中の小さな生物を食べ物

にしていきていることを

理解している。 

メダカを飼育して、雌雄の体違いや、受精卵の様子を観察し、発生の条件や過程を

とらえるようにする。また、水中の小さな生物を観察して、これらの生物がメダカな

どのえさになっていることをとらえるようにする。そして生命は連続しているという

考えをもつことができるようにするとともに、生命を尊重する態度を育てる。 
 



 

 

７ 本時（全９時間中の第７・８時間目 ） 

 （１）本時の目標 

 ・池や川などの水中の小さな生物に興味・関心をもち、調べようとする。（関・意①） 

 ・顕微鏡を使って、水中の小さな生物を調べることができる。（技能①）  

 ・メダカなどの魚は、水中の小さな生物を食べ物にして生きていることを理解する。

（知・理②）  

 ・海の小さな生物の観察を通じ、海の食物連鎖について理解する。（知・理②）  

 ・メダカの観察を通して、生命の神秘さや連続性を感じ、生命を尊重する態度が育っている。（関・

意②）  

 

次 時 学習内容・学習活動  学習活動に即した具体的な評価規準・評価方法（ ） 

単元導入 第１時 

第２時 
メダカのたんじょう 

・メダカを飼って、卵を産んだら、その卵

がどのように育っていくのか、調べてみよ

う。 

・ア－①（行動観察） 

・イ－①（記録分析） 

・ウ－②（行動観察・記録分析） 

第１次 

 
第３時 

第４時 

第５時 

メダカのたまご 

（１）メダカの卵は、どのように育ってい

くのだろうか。 

観察１ メダカのたまごの育ち 

・イ－②（発言・記録分析） 

・ウ－②（行動観察・記録分析） 

・エ－①（記録分析・ペーパーテスト） 

第２次 

 
第６時 

第７時・ 

第８時 

（本時） 

魚がたべるもの 

（１）自然の池や川に済んでいるメダカは、

何を食べているのだろうか。 

観察２ 池や川の水中の小さな生物 

 

・ア－①②（行動観察） 

・ウ－①（行動観察・記録分析） 

・エ－②（記録分析・ペーパーテスト） 

まとめ～ 

ひろげよう 

第９時 まとめよう/確かめよう/力だめし 

ひろげよう（アカウミガメのたんじょう） 

・ア－②（行動観察・記録分析） 



（２）本時の展開 

時間 ○学習内容 ・学習活動 指導上の留意点 評価規準（評価方法） 

導入 

７分 

 

１ 前時までの学習を想起する。 

・池や川にいる小さな生物がメダカのえさになる

のではないか・顕微鏡観察の復習 

【本時のねらい】 

 

 

 

・前時はメダカについて学習してきたこと

を想起させる。 

・本時も顕微鏡観察を行うことを伝える。 

・板書で目標を明示する。 

 

・メダカの食べ物であ
る池や川などの水中
の 小 さ な 生 物 に 興
味・関心をもち、自ら
調べようとしている。
【ア：関・意①】 

展開 

70分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 前時に観察した淡水の小さな生物の確
認をする。 

・植物と動物がいることを確認する。 
 
 
 
２ ミジンコをメダカが食べるかどうか確
認してみよう。→メダカが食べたよ。 

 
 
３ メダカ・ミジンコ・植物プランクトン
を図示し、池や川での食う・食われるの
関係（食物連鎖）を確認する。 

 
 
 
 
 
４ 池や川よりもっと広い海には小さな生物が
いると思うか。また、池や川のように食物連鎖
かあるか。 

・海にも魚がいるからいると思う。 
・水の中だからいると思う。 
・海の小さな生物を食べる生物について３択クイ

ズで考える。 
・プランクトンという言葉を聞いたことがある
か。 

・プランクトンについての３択クイズを出す。 
 
５ 観察する試料を知る 
・プランクトンネットを使ったプランクトン採集

の動画や画像を見る。 
 
 
６ プランクトンを観察する。 
・プレパラートを用いてプランクトンを観察す
る。 

・プランクトンには植物と動物がいることを再度
確認する。 

・他のグループがみつけたプランクトンを見て回
る。 

・プランクトンをスケッチする。 
 
 
 
 
７ 海の生物（サメ・マグロ・イワシ等）を黒板
に提示し、児童に生物ピラミッドにどの生物が当
てはまるか考えさせ、児童がスケッチしたプラン
クトンをそこに加えていく。 
 
８ピラミッドに人間の絵を加え、人間が、
食物連鎖にどうかかわっているかを考えさ
せる。 
 
９ 八王子が海とつながっていて、食物連
鎖や海と自分たちの関わりについて認識
する。 

 
 

・水中の小さな生物を提示する。（場像・
映像等） 
・教科書 P39 の水中の小さな生物の写真を
参照する。 
 
 
・メダカの入っているビーカーにスポイト
でミジンコを入れて観察させる。 
・VTRや動画でメダカがミジンコを食べる様
子を見せるなどする。 
 
・メダカがミジンコを食べたことの事実か
ら、池や川には魚がのえさとなる生物がい
て、食物連鎖がなりたっていることを結論
づける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・３択クイズでプランクトンの定義を示
す。・プランクトン＝微生物の誤解を解く。 
 
 
 
・プランクトンの採集方法を動画や画像で
確認する。 
 
 
 
 
・顕微鏡の使いかたを再度確認する 
・植物・動物プランクトンについて意識し
ながら再度観察させる。 
・各グループが見つけたプランクトンを顕
微鏡提示装置で TVに写し共有する。 
・見つけた生物を各班で見て回り、いろい
ろなプランクトンがいることを確認させ
る。 
・手札サイズの画用紙に１種類をスケッチ
させる。 
 
・海の生物は何を食べているか考えさせる。 
・海の食物連鎖について触れながら、プラ
ンクトンが食物連鎖のもととなっているこ
とを理解させる。 

 
・人間の行いが食物連鎖に関係することを
理解する。 
 
 
・顕微鏡で見た小さな生物は、遠い世界の
事ではなく、自分たちの食や生活にもかか
わっていることを知る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・メダカなどの魚は、
水中の小さな生物を
食べ物にしていきて
いることを理解して
いる。 
【エ：知・理②】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・顕微鏡を使って、水
中の小さな生物を観
察している。 
【ウ：技能①】 
 
 
 
 
 
 
 
 
・メダカの観察や食物
連鎖を通して、生命の
神秘さや連続性を感
じ、生命を尊重する態
度 が 育 っ て い る 。
【ア：関・意②】 

まとめ 10 本時の学習内容について振り返る。 ・水中の小さな生物を観察し、それをメダ

・池や川、海の小さな生物をえさにする生物のつながりを考えよう。 



 

備考  
＊２時間続きの学習 
１・２時間目の区切りは６と７の間 
もしくは６に入り、観察の途中と考えています。 
 

13分 ・水中には魚のえさとなる生物がいたか。 
・八王子も海とつながっていて、水を通し
て海の生き物に影響を与えていることを理
解し、海の環境を守るためにできることを
考えさせる。 
 
・疑問に思ったことなどを児童に質問させ
る。 
 
11 次時の学習についての見通しをもつ。 
・次回の学習についてふれる。 
 
 

カが食べることから、水中には魚のえさと
なる生物がいるということを理論づける。 
・海から遠い八王子も海につながっていて、
自分たちの生活が海の環境にかかわってい
ることを考え生命の神秘や連続性について
考える機会とする。 
・質問について解説を行う。 
 
 
・次時の学習への見通しをもたせる。 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

６年生理科 学 習 指 導 案  

 

１ 単元（わたしたちの地球（１）４：生物どうしのつながり） 
 
２ 単元の目標 

 

 
 

 

 

 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

 
 
４ 指導観  

(1) 単元観  

学習指導要領第６学年の内容Ｂ－（３）生物と環境 

動物や植物の生活を観察したり、資料を活用したりして調べ、生物と環境のかかわりについての考え

をもつことができるようにする。 

 ア 生物は、水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていること。 

 イ 生物の間には、食う食われるという関係があること。 

 

(2) 児童・生徒観 

････ 本単元（題材）の学習内容に関する基礎的な既習事項の定着状況や授業を実施するクラス 

に見られる学習上の課題について記述する。 

＊クラスに応じて作成すること 

(3) 教材観 

･普段食べている食べ物を見つめなおすことを通して、生物は生物を食べることで生きていること、

そのおおもとは光合成を行う植物であることを理解する。 

・チリモン、ルーペ、ＴＶ、顕微鏡提示装置（カメラ）、ＰＣによるプレゼンテーション 

・葛西臨海たんけん隊と連携し講師派遣による出前授業。 
 

 

５ 単元設定の趣旨 

 「２．ヒトや動物の体」「３．植物のつくりとはたらき」に引き続き、ヒトや動物、植物など生物と

環境とのかかわりについて理解を深め、推論する能力を育てることをねらいとした「４．生物どうしの

つながり」を設定する。ヒトは生態系を構成するひとつの要素であることを理解し、自然に対する見方

を広げることで環境問題にもつなげることを目標としている。 

  

６ 単元の指導計画と評価計画（９時間扱い） 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 技能 エ 知識・理解 
①食べるということを通し

て、生物どうしのつながり

をしらべようとしている。

②生物が周囲の環境の影響

をうけたり、かかわり合っ

たりして生きていること

に、生命のたくみさを感じ、

生命を尊重する態度がそだ

っている。 
 

①生物が食べる食べられ

るという関係でつながっ

ているなどの仮説をたて

て推論し、自分の考えを

表現している。 
②調べたことを通して、

動物と植物は、空気を通

して関わり合っていると

考察し、自分の考えを表

現している。 

①生物の関係について、食

物連鎖の第一次消費者で

あるプランクトンについ

て分類実習を行い、プラン

クトンの特徴などを観察

し、結果を記録している。 
②生物の関係について資

料調べなどを行い、目的に

応じて整理したり、記録し

たりして、結果をまとめて

いる。 

①ヒトは、植物や動物を

食べ、動物の食べ物をた

どっていくと植物に行き

つくことを理解してい

る。 
②生物はメダカなどの魚

は、水中の小さな生物を

食べ物にしていきている

ことを理解している。 

次 時 学習内容・学習活動  学習活動に即した具体的な評価規準・評価方法（ ） 

単元導入 第１時 

 
生物どうしのつながり 

・トムソンガゼルを追うチーターの写真を

・ア－①（行動観察） 

 

ヒトや動物、植物と養分・水・空気などを関係づけながら調べ、見いだした問題を

多面的に追究する活動を通して、生物の間は食う食われるという関係でつながってい

ることや、生物は周囲の環境とかかわり合って生きていることの理解を図り、生物と

環境についての考えをもつことができるようにする。 
 



 

 

７ 本時（全７時間中の第４・５時間目 ） 

 （１）本時の目標 

 ・海の中の小さな生物に興味・関心をもち、調べようとする。（関・意①）  

 ・ルーペやピンセットなどを使って、水中の小さな生物を調べることができる。また、

スケッチしたり、特徴をまとめたりする。（技能①、②）  

 ・海の小さな生物の観察を通じ、海の食物連鎖について理解する。（知・理②）  

  

 

 

（２）本時の展開 

 

 

 

６年生理科 学 習 指 導 案  

 

１ 単元（わたしたちの地球（１）４：生物どうしのつながり） 
 
２ 単元の目標 

 

 
 

 

 

 

 

３ 単元（題材）の評価規準 

 
 

見て、気付いたことや、疑問に思ったこと

を話し合おう。 
第１次 

 
第２時 

第３時 

 

第４・５

時 

（本時） 

食べ物を通した生物のつながり 

（１）わたしたちの食べ物のもとは、なん

だろうか。 

資料調べ１ 食べ物のもと 

 

観察１ チリモンの観察 

・ア－①（行動観察） 

・イ－①（発言・記録分析） 

・ウ－①②（行動観察・記録分析） 

・エ－①（記録分析・ペーパーテスト） 

第２次 

 
第６時 

 
空気を通した生物のつながり 

（１）生物は、養分を得るうえで、ほかの生

物とどのようにかかわり合っているのだろ

うか。 

資料調べ２ 空気を通した生物のつながり 

 

・ア－①②（行動観察） 

・ウ－①（行動観察・記録分析） 

・エ－②（記録分析・ペーパーテスト） 

まとめ～ 

ひろげよう 

第７時 まとめよう/確かめよう/力だめし 

ひろげよう（空からとつぜんやってきた） 

・ア－②（行動観察・記録分析） 

ア 関心・意欲・態度 イ 思考・判断・表現 ウ 技能 エ 知識・理解 
①食べるということを通し

て、生物どうしのつながり

をしらべようとしている。

②生物が周囲の環境の影響

をうけたり、かかわり合っ

たりして生きていること

に、生命のたくみさを感じ、

生命を尊重する態度がそだ

っている。 
 

①生物が食べる食べられ

るという関係でつながっ

ているなどの仮説をたて

て推論し、自分の考えを

表現している。 
②調べたことを通して、

動物と植物は、空気を通

して関わり合っていると

考察し、自分の考えを表

現している。 

①生物の関係について、食

物連鎖の第一次消費者で

あるプランクトンについ

て分類実習を行い、プラン

クトンの特徴などを観察

し、結果を記録している。 
②生物の関係について資

料調べなどを行い、目的に

応じて整理したり、記録し

たりして、結果をまとめて

いる。 

①ヒトは、植物や動物を

食べ、動物の食べ物をた

どっていくと植物に行き

つくことを理解してい

る。 
②生物はメダカなどの魚

は、水中の小さな生物を

食べ物にしていきている

ことを理解している。 

ヒトや動物、植物と養分・水・空気などを関係づけながら調べ、見いだした問題を

多面的に追究する活動を通して、生物の間は食う食われるという関係でつながってい

ることや、生物は周囲の環境とかかわり合って生きていることの理解を図り、生物と

環境についての考えをもつことができるようにする。 
 



４ 指導観  

(1) 単元観  

学習指導要領第６学年の内容Ｂ－（３）生物と環境 

動物や植物の生活を観察したり、資料を活用したりして調べ、生物と環境のかかわりについての考え

をもつことができるようにする。 

 ア 生物は、水及び空気を通して周囲の環境とかかわって生きていること。 

 イ 生物の間には、食う食われるという関係があること。 

 

(2) 児童・生徒観 

････ 本単元（題材）の学習内容に関する基礎的な既習事項の定着状況や授業を実施するクラス 

に見られる学習上の課題について記述する。 

＊クラスに応じて作成すること 

(3) 教材観 

･普段食べている食べ物を見つめなおすことを通して、生物は生物を食べることで生きていること、

そのおおもとは光合成を行う植物であることを理解する。 

・チリモン、ルーペ、ＴＶ、顕微鏡提示装置（カメラ）、ＰＣによるプレゼンテーション 

・葛西臨海たんけん隊と連携し講師派遣による出前授業。 
 

 

５ 単元設定の趣旨 

 「２．ヒトや動物の体」「３．植物のつくりとはたらき」に引き続き、ヒトや動物、植物など生物と

環境とのかかわりについて理解を深め、推論する能力を育てることをねらいとした「４．生物どうしの

つながり」を設定する。ヒトは生態系を構成するひとつの要素であることを理解し、自然に対する見方

を広げることで環境問題にもつなげることを目標としている。 

  

６ 単元の指導計画と評価計画（９時間扱い） 

 

 

７ 本時（全７時間中の第４・５時間目 ） 

 （１）本時の目標 

 ・海の中の小さな生物に興味・関心をもち、調べようとする。（関・意①）  

 ・ルーペやピンセットなどを使って、水中の小さな生物を調べることができる。また、

スケッチしたり、特徴をまとめたりする。（技能①、②）  

 ・チリメンモンスターの観察を通し、生物の多様性や、海の食物連鎖について理解し、

海を身近に感じる。（知・理①）  

 ・チリモンを観察し、食う・食われるの関係を考え、自分の考えを表現している。  

  （思・表①）  

 

次 時 学習内容・学習活動  学習活動に即した具体的な評価規準・評価方法（ ） 

単元導入 第１時 

 
生物どうしのつながり 

・トムソンガゼルを追うチーターの写真を

見て、気付いたことや、疑問に思ったこと

を話し合おう。 

・ア－①（行動観察） 

 

第１次 

 
第２時 

第３時 

 

第４・５

時 

（本時） 

食べ物を通した生物のつながり 

（１）わたしたちの食べ物のもとは、なん

だろうか。 

資料調べ１ 食べ物のもと 

 

観察１ チリモンの観察 

・ア－①（行動観察） 

・イ－①（発言・記録分析） 

・ウ－①②（行動観察・記録分析） 

・エ－①（記録分析・ペーパーテスト） 

第２次 

 
第６時 

 
空気を通した生物のつながり 

（１）生物は、養分を得るうえで、ほかの生

物とどのようにかかわり合っているのだろ

うか。 

資料調べ２ 空気を通した生物のつながり 

 

・ア－①②（行動観察） 

・ウ－①（行動観察・記録分析） 

・エ－②（記録分析・ペーパーテスト） 

まとめ～ 

ひろげよう 

第７時 まとめよう/確かめよう/力だめし 

ひろげよう（空からとつぜんやってきた） 

・ア－②（行動観察・記録分析） 



（２）本時の展開 

 

時間 ○学習内容 ・学習活動 指導上の留意点 評価規準（評価方法） 

導入 

10分 

 

１ 前時までの学習を想起する。 
・私たちの食べ物のもとはなんだろう。 
・食べる・食べられるの関係の復習。 
 
 
 
 
・出前授業の紹介と本日の実験の説明。 

 

【本時のねらい】 

 

 

 

 

・食べ物のもとは植物であること、動物を

食べていても、そのもとは植物であること

を確認する。 

・陸上の生物の食物連鎖の復習をする。 

（教科書 P63）4 

 

・本時の観察の概要を説明する。 

・板書で目標を明示する。 

 

 

展開 

65分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 海についての質問に答える。 
「みんなは海に行ったことがあるか
な？」 
「海にはどんな生き物がいたかな？」 
「普段の生活で海の生き物を見ることは
あるかな？」 

 
２ チリモンを紹介し、本時の観察につい
て説明する。→各班にチリモン配布（一
山） 

 
 
３ 各自に黒画用紙、ピンセット、ルーペ、
図鑑パネルを配布し、チリモンを調べ、
どんな生物がいるのか探す。 

  
 
 
 
 
 
 
 
４ 見つけた生物の中から、気に入ったも
のを一匹選び、観察カードにセロテープ
で貼り付け、スケッチする。気に入った
ところや、特徴も記入する。 

 
 
５ チリモンにはどんな生物がいるのか説明を
聞く。 
海の食物連鎖について考え、生物ピラミッド
におけるチリモンの位置を考える。 
プランクトン 

 
６ 海の生物（サメ・マグロ・イワシ等）を黒板
に提示し、児童に生物ピラミッドにどの生物が当
てはまるか考えさせ、児童がスケッチしたプラン
クトンをそこに加えていく。 
 
７ピラミッドに人間の絵を加え、人間が、
食物連鎖にどうかかわっているかを考えさ
せる。 
 
８ 東京湾にもたくさんの生き物が住んで
いることを理解してもらう。 

八王子が海とつながっていて、食物連鎖や
海と自分たちの関わりについて認識す
る。 

・海についての質問をいくつかすることで、
海の生き物について考えやすくする。 
・生活の中にも海の生き物がたくさんみら
れることを感じさせる。 
 
 
 
・チリモンについて紹介し、まず目で見て
観察する。 
 
 
 
・各自が黒画用紙の上にどんな生き物がい
るのが探していく。図鑑パネルでどんな生
物なのかを調べながら行うように指導す
る。 
・見つけたチリモンを TVに写し、紹介し解
説を加えながら進めていく。 
・ 
 
・観察後はスケッチをすることを伝える。 
 
 
・観察カードの記入について説明し、机間
巡視し、TVに写し紹介する。 
 
 
 
 
・チリモンの中にはプランクトンと呼ばれ
るものがいることを説明する。その他の生
物についても説明する。 
・プランクトン＝微生物の誤解を解く。 
 
 
・海の生物は何を食べているか考えさせる。 
・海の食物連鎖について触れながら、プラ
ンクトンが食物連鎖のもととなっているこ
とを理解させる。 

 
・人間の行いが食物連鎖に関係することを
理解する。 
 
 
・本日学習したチリモンも自分たちの食や
生活にもかかわっていることを知る。 

・海の中の小さな

生物に興味・関心

をもち、調べよう

とする。  

【ア：関・意①】  

 

 

・ルーペやピンセ

ッ ト な ど を 使 っ

て、水中の小さな

生 物 を 調 べ る こ

と が で き る 。 ま

た、スケッチした

り、特徴をまとめ

たりする。  

【ウ：技能①、②】 
 
 
 
 
 
 
・チリメンモンス
タ ー の 観 察 を 通
し、生物の多様性
や、海の食物連鎖
について理解し、
海 を 身 近 に 感 じ
る。  
【エ：知・理①】  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・顕微鏡を使って、水
中の小さな生物を観
察している。 
【ウ：技能①】 
 
 

まとめ 
15分 

9 本時の学習内容について振り返る。 
・本時の感想を記入し発表する。 
・八王子も海とつながっていて、水を通し
て海の生き物に影響を与えていることを理
解し、海の環境を守るためにできることを
考えさせる。 
 
・疑問に思ったことなどを児童に質問させ
る。 
 
10 次時の学習についての見通しをもつ。 
・次回の学習についてふれる。 
 

・海から遠い八王子も海につながっていて、
自分たちの生活が海の環境にかかわってい
ることを考え生命の神秘や連続性について
考える機会とする。 
 
 
 
・質問について解説を行う。 
 
 
・次時の学習への見通しをもたせる。 
 

 

①生物が食べる食べ

られるという関係で

つながっているなど

の仮説をたてて推論

し、自分の考えを表現

している。 
【イ：思・判 

・チリメンモンスターを観察し、海の生き物のつながりを知ろう。 



葛西臨海たんけん隊『海とつながる八王子』　　八王子市立片倉台小学校編

【対　象】　小学4年生　45名（1クラス2コマ×2回）４年１組２２名、担任松山先生、２組２３名、担任斉藤先生

【席の配置】22名のクラス：4名×5班＋2名＋1班　計6班／23名のクラス：4名×5班＋3名×1班　計6班 ←顕微鏡2名1台ただし、3名班は2台　計11台または12台

講　師：石丸 隆（東京海洋大学名誉教授）

高橋麻美（JAMSTEC）

宮嶋隆行（葛西臨海たんけん隊）

【スケジュール・講座内容】 9時に下水処理場から微生物をデリバリー（東門入って左に駐車を依頼）

所要時 ながれ 内　容 担　当 物　品 備考

1040 1340 5 はじめに 葛西臨海たんけん隊とは？　スタッフ紹介 宮嶋 PC、モニター ・葛西臨海たんけん隊の趣旨を知る

1045 1345 10

川と海はつながっている
□川と海のつながり（浅川→多摩川）
　身近な川はどこにつながっているのかをパズル形式で解いてもらう。
□川と海を行き来する生きもの→アユ、サケ、ウナギ

高橋 PC、モニター ・身近な川が海（東京湾）とつながっていることを認識する

アユはどんな生きものなのか（以降、高橋の質問に、石丸先生が回答する形）
　→川⇔海を行き来する回遊性の魚
　→付着珪藻を食べて生きている
□アユが生きていくには何が必要か
　→食べるもの、きれいな水、海と川のつながり

石丸・高橋 PC、モニター
・海と川を行き来するアユの生活史を意識する
・「食べるもの」「きれいな水」「海と川のつながり」をキーワードとして印象をつけてもら
う

アユの食べ物
　□小さい時はプランクトンを食べる、大きくなると付着珪藻を食べる
　→付着珪藻を食べた石の写真、付着珪藻の写真を投影して解説

石丸・高橋 PC、モニター

アユがすむ環境の変化
□多摩川の鮎の推定遡上数の変化
　→昭和50年代から復活、現在は増えている
□なぜ減った？
　→高度経済成長期の汚染された河川の映像
□なぜ増えた？
　→洗剤の無リン化や、下水処理場の整備
　→川がきれいになったので、珪藻が戻ってきて、アユや他の生物が再び生息するようになった

石丸・高橋

PC、モニター
動画（NHK for
Scool)
http://www2.nhk.or.
jp/school/movie/cl
ip.cgi?das_id=D0005
402342_00000

・印象的な河川環境の変化から、水をきれいにする下水処理への興味を高める

1110 1410 5

下水処理場の復習
　□下水処理場のしくみ
　→そこではたらく生きものを見てみよう

高橋 PC、モニター
・見学に行った下水処理場を思い出してもらうと共にそこで生きている生きもの（微生
物）に対して関心を持ってもらう

1055 1355 導入15

【日　時】　2018年9月20日（木）1組松山先生　3・4時間目10:40～12:15／2組斉藤先生　5・6時間目（13：40～15：15）

【授業の位置づけ】　　教科：社会「水はどこから」

【単　元】
　　社会：「水はどこから」（復習）、「私たちの県」素材として「アユ」を取り上げる。

時間

目的 ：アユを通して海と川のつながりを実感してもらうと共に、アユが遡上できる川を維持するための下水処理場や微生物の存在を知ってもらう。
また、自分たちが生活する中で使う水を意識し、生きものや人間にとって暮らしやすい場所にするために自分ができることは何かを考えてもらう。

目標 ：
　①川と海のつながりを視覚的に知る
　②海と川を行き来する生きもの（アユ）について知る
　③浄化の働きを担う微生物を観察し、生き物の力で生活排水を処理していることを実感する
　④地球規模での水循環を知り、きれいな川や海を保つために普段の生活で改善できることはあるか考える



1115 1415 10
顕微鏡の使

い方

顕微鏡の使い方
□顕微鏡の使い方レクチャー　□プレパラートの配布
□低倍率から観察し、徐々に倍率を上げてもらう
□どんな生きものがいるのか見てもらう（他の班の顕微鏡を見てOK）

石丸・高橋 顕微鏡、モニター ・発見を促すと共に見つけたものの感動を共有する

1125 1425 5
下水処理場
微生物の解

説

石丸先生の生き物解説
□石丸先生から見られた生きもの紹介（2，3個体）

石丸
板書：高橋

顕微鏡、モニター

1130 1430 10 休憩 □水飲み、トイレ

1140 1440 15
微生物の観

察

観察＆スケッチ
□スケッチ用紙の配布
□生きもののスケッチ（動きや、形に注目してもらう）
□スケッチを何人かに発表してもらう

高橋
プレパラート
スケッチ用紙

・スケッチを通して構造や行動をよく観察してもらい、気付きをお互いで共有

1155 1455 5

今日やったことのまとめ
□川と海はつながっている（両方を使うアユなどの生き物がいる）
□水を処理して、川や海をきれいに保つのが下水処理場
□下水処理場では微生物の力で水をきれいにしている

水は循環している
　→下水処理場から出た水はどこへ行くのか？
　→海にいった後は？※ここで水循環の図
　→流した水は雲になり、雨となって、また八王子に戻ってくる
　水は循環しているので、自分たちが処理しなければ自分たちに返ってくる

□生き物にとっても私たちにとってもすみやすい場所にするにはどうしたらいいだろう？
　✓なるべく油を流さない
　http://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000084/84115/abura.pdf　（川崎市）
　http://www.gesui.metro.tokyo.jp/living/life/oil/tomin_onegai/index.html　（東京都）
　→油が下水の表面を覆うと、水中の酸素が低下して微生物の活動が鈍る。
　→活性汚泥中に混ざりこむと、浄化機能が低下する
　→常温で固まる油脂は、下水管や処理場のポンプに付着して処理機能を低下させる
　✓使う水の量を減らす

石丸・高橋 PC、モニター

・今日の授業のポイントをおさらい

・川から海へのつながりを超えて、水は循環していることを知る
・循環のどこかで汚れると川や海の生き物がいなくなるし、私たちにも影響がある

1200 1500 5
アンケート記入
　→書けた人は周りのスタッフに渡す

高橋 アンケート用紙

1205 1505 10
Q&A
アンケートの質問内容から、数人に質問してもらう。

石丸、高橋

1215 1515 95 終了

まとめ



【スケジュール・講座内容】 班体制：1班4名⇒計6班　（1クラス22～23名）

1回目 ２回目 所要時間 ながれ 項　目 Objectives 内　容 担　当 物　品 大切にしたいこと

10:30 13:30 5分 はじめに 葛西臨海たんけん隊とは？ 宮嶋
今日、どんな人が来ているか。
今回の授業をやる趣旨を知る

10:35 13:35 5分 これまでの授業のおさらい ①
１．メダカについて習ってきたよね。
２．メダカはどこにいる生きもの？→池や川など
３．池や川には、小さな生き物もいたよね。前の授業で顕微鏡を使って見たよね

熊谷
「今ここ」を確認する。
これまでの学びの流れを理解する。

10:40 13:40 10分 メダカがミジンコを食べる ①

1．写真で淡水のプランクトン（アオミドロ、クンショウモ、ミジンコ）をおさらい。
こういうのがいたんだよね。

２．本当にメダカが食べるのかな？　ミジンコをメダカに与えてみよう。→メダカの水
槽前（水槽の定位置が見難い場所の場合、メダカをケースに移して2か所程度に配置）
に生徒を集め、ミジンコ入り水をスポイトでメダカ水槽に投入。肉眼で観察　→NHKの
動画で再確認

３．簡単に池の中の食物連鎖をピラミッド型で板書。池の中で起こっている「メダカと
小さな生きものの関係」は、わかったね。

熊谷

・ミジンコ、淡水の植物プランクトンの美しい画像スライ
ド

・メダカの水槽
・スポイト
・ミジンコ

・メダカのイラストor写真
・ミジンコのイラストor写真
・淡水の植物プランクトンのイラストor写真
・NHK for School　ミジンコを食べるメダカの動画

・池や川には小さな生きものがいて、本
当にメダカがそれを食べること。

・アイスブレイク

10:50 13:50 5分
身近な水辺から海へ
プランクトンってなんだろ
う

１．では、今日のテーマ。池や川よりもっと広い、海ではどうだろう？そう、小さない
きものとそれを食べるいきものの関係がある。

２．では、海の小さな生きものを食べている生きものって何だろう？　３択でクイズ
（ダイオウイカ、シャチ、シロナガスクジラ）
  ※ここに出てくる生きもので食物連鎖を簡単に紹介。

３．小さな生きものの多くは「プランクトン」と呼ばれている。前回見たミジンコなど
もプランクトンである。
実は、プランクトンは小さいいきものという意味ではない。何だと思う？
→３択クイズ　体が透明な生き物／子どもの生き物／ぷかぷか漂っている生き物

４．プランクトンは「ぷかぷか漂っている生き物（浮遊生物）」　である。前回見たミ
ジンコなどもプランクトンである。

５．プランクトンに大きさは関係ないのだけれど、今日は「海の小さい生き物」という
ことで、プランクトンの中でも小さい種類を見てみるよ。

熊谷
正解発表：石

丸先生
・クイズ

・田んぼから海の生きものに変わるなが
れが途切れないように。別物の学びでは
ない！

・子どもたちの小さな生きものへの興味
関心を惹きつける。

・プランクトン＝微生物への誤解を解く

葛西臨海たんけん隊　『海の中の小さな生きもの』　片倉台小学校編

【対　象】　八王子市立片倉台小学校 5年生　2クラス45名

【時　間】2018年7月6日（金）　１回目　10:30～12:05（3,4時間目・休憩5分）／2回目　13:30～15:05（5,6時間目・休憩5分）

Theme（メッセージ） ： 水中の小さな生きものとのつながりによって、私たち人間は生かされている。

Goal（目的） ： 海洋プランクトンの観察を通して、海の中にも小さな生きものがたくさんいて魚などの食べ物になることを通じて、人間の食べ物ともつながっていることを理解する。

Objectives（達成目標） ：
　①身近な水の中にいる小さな生きものがメダカなどの魚のエサとなっていることを確認する。
　②海にも様々な小さな生きものがいることを観察から理解する。
　③小さな生きものを含んだ海の食物連鎖を説明できるようになる。

導入

【実践のねらい】
　メダカの観察から、メダカの住む環境、メダカの食べ物などについて学び、淡水と海水やプランクトンを観察する等の体験的な活動を行い、海や川、田んぼなどにもプランクトンがいること、それが食物連鎖のボトムラインを形成していることで、それらを含めた生き物とのつながりによって私たち人間が生かされていることを
理解する。また水産業の学習から、自分たちの生きる地域と海とのかかわりを深く見つめ、主体的に学び自分たちにできる事は何かを考えさせ実践させる。

【目標】
淡水、海水のプランクトンの観察等を通し、環境について学び、小さな生き物（プランクトン）を含んだ海の食物連鎖について理解する。水の循環の学習から海の無い地域からの水が海を守ることに大切な役割を担っていることを知り、環境について学び実践することができる。

【評価規準と評価手法】

【授業の位置づけ】　　教科：理科　　指導項目：メダカの誕生



10:55 13:55 5分 観察 これがプランクトンだ！ ②
１．採取方法の紹介。
２．実際にプランクトンの入ったビーカーを机ごとに回して見てもらう。
３．見えるかな？　動いてる？

石丸先生
熊谷

・採取時の動画or写真
・プランクトンネット
・海水の入ったビーカー
・虫メガネ

観察が段階的におもしろくなるための最
初のステップ。肉眼で見て次への期待。

11:00 14:00 5分 解説 顕微鏡の使い方

１．顕微鏡を使うための準備をする。
　①対物レンズを一番低倍率にする
　②顕微鏡の位置、反射鏡の角度を動かして視野を明るくする
※スタッフが回りながら、ここまでできたことを確認する

２．顕微鏡の使い方の重要ポイントを簡潔に確認する。
　①プレパラートを置いたら、横から見ながら対物レンズを近づけ、接眼レンズを覗き
ながら離してピントを合わせる。
　②低倍率で見つけてから、高倍率に変える
　③高倍率に変えた後は、ピント合わせは微調整でよい
　④レンズ部分に触らない

熊谷 ・顕微鏡 顕微鏡の使い方について理解する

11:05 14:05 10分 観察 プランクトンの観察 ②

1．「より多くを発見」できるように、
　　①他の班も見て回って良いことを伝える。
　　②プレパラートを違うものに交換してよい（スタッフの確認の下）

2．プレパラートを配布→観察開始
3．観察が上手くできているかフォロー、子どもの発見を受け止める
※スタッフは回りながら、全員、顕微鏡のピントが合って見えていることを確認する。

進行・熊谷
フォロー・全

員
・プレパラート

いろいろな種類の生きものがいることに
気がつく。

11:15 14:15 5分 休憩

11:20 14:20 7分 解説
顕微鏡の映像による
プランクトンの紹介

②
③

１．テレビに石丸先生の顕微鏡の映像を映し出す。
　・実物を見ながら「動物プランクトン」「植物プランクトン」を解説。
　・おもしろいプランクトンをピックアップして紹介

石丸先生
熊谷

・プランクトンには、「動物プランクト
ン」と「植物プランクトン」がいること
を知る。
・見ることと知識を入れることで、愛着
を持てるようになる。

11:27 14:27 3分 観察
観る視点を入れたことで、
もう一度観察

②
③

植物と動物プランクトンを意識して、もう一度観察する。
　※この後にスケッチをすることを伝え、プレパラートの交換はなし、書きたいものを
探す。スタッフは、見つけてあげる手助けを！

フォロー・全員 わかる楽しさ

11:30 14:30 10分 観察 スケッチ
１．スケッチの説明：お気に入りを１つ決めて、１枚にしっかり描く
２．カードを1人1枚配り、各班を周り、描き方などをフォロー
　※生態系ピラミッドの図を黒板に書いておく

熊谷 ・スケッチ用紙
自分の選んだプランクトンが動物か植物
か、それ以外かを理解する。

11:40 14:40 10分 解説 食物連鎖について ③

１．子どもたちを前に集める。
２．生態系ピラミッドに登場する生きものを紹介
３．ピラミッドに上位の生きものたちを貼る
４．自分が持っているスケッチをどこに入るか考えて貼ってもらう。

５．みんなが貼ったスケッチを確認しつつ、「食べる」の矢印を描き、海の「食物連
鎖」を確認する。
　→プランクトンを含む小さな生きものは、海でも池でもエサとなり、他の生きものを
支えている。
６．ピラミッドの横に人間の絵を描く。人間はどういう関わりをしているか聞く。
　→人間も、食べることを通してピラミッド全体と関わっているね。（気づく児童がい
れば、環境面のかかわりにも触れる）

熊谷
・マグネット
・魚のイラスト

顕微鏡で観た生きものが、何かの食べも
のとなっていて、それがゆくゆくは人の
食べものとなることを理解する。

11:50 14:50 7分
アンケート、学びのふりか
えり

１．活動内容のキーワードをやりとりしながら確認。
２．アンケートの内容を簡単に説明し、記入してもらう

熊谷
今日何を学んだか確認することで、学び
が染み込む。

11:57 14:57 8分 質問タイム アンケートの質問内容から、数人に質問してもらう。
石丸先生

熊谷
・子どもの興味を広げる。
・興味の高まりを確認できる。

12:05 15:05 修了

まとめ



葛西臨海たんけん隊　 『 ち り めんモン スタ ーを さ がせ』 　 片倉台小学校

【対　象】　八王子市立片倉台小学校６年生　1組22名、2組22名計44名        4人班3＋3人班3　計７班 20181103Version Furuse

【時　間】2018年11月26日（月）　３～６時間目
 20181104 宮嶋微修正

3時間目：10時40分～11時25分／4時間目：10時30分～12時15分    5時間目：13時20分～14時5分／6時間目：14時10分～14時55分 20181124 古瀬修正

授業上の位置付：【教科・単元】　教科：理科　　単元：生きもの同士のつながり


【ねらい】ちりめんモンスターの観察を通して生物多様性を実感してもらうと共に、海の生きもののつながりを身近に感じてもらう。

【 スケジュ ール・ 講座内容】

1回目 ２ 回目 項　 目
テーマと
の関係 内　 容 担　 当 大切にし たいこ と 物　 品／備考

1 10: 40 13: 20 5分
1． 葛西臨海たんけん隊と は？
2． メ ンバーの紹介

宮嶋
今日なんで葛西臨海たんけん隊が
来ているかを理解する。

スラ イ ド ／プロジェ ク タ
各班机上： 虫眼鏡、 黒画用紙中、 ピンセッ ト
（ 以上は班人数分） 、 プラ シャ ーレ１ 、 ト
レー 1

その他の用意
・ 配布用のチリ モンをビーカ ーに７ 用意
・ 黒画用紙小（ 人数分）
・ 木工用ボンド 、 竹串
・ チリ モン図鑑等

2 10: 45 13: 25 ５ 分

テーマの展示
「 海の中には、 小さ な生き も のが
食べている、 「 も っ と 小さ な生き
も の」 がいるはず・ ・ 。 それがプ
ラ ンク ト ン

③

1） 質問１ 「 海の生き も のと 言えば？」
→発言があっ たも のを、 学生スタ ッ フ が板書する
2） 質問２ 「 ではその生物が食べているのは？」 「 その
また生物が食べているのは・ ・ 」
→発言があっ たも のを、 学生スタ ッ フ がどんどん板書
する。
3) 多く の海の生物が「 プラ ンク ト ン」   =浮遊生物　 が
食べている。 今日はそれを見ていこ う

古瀬： 進行
学生２ 名： 板
書

授業がどこ に向かっ ていく かを確
認する。 プラ ンク ト ンをみてみた
く なる（ 動機づけ）

板書は、 藤川、 田口

3 10: 50 13: 30 5分
・ ちり モンについて（ 採集地と 加
工過程）

① パワーポイ ント を使用し て、 チリ モンの産地等を解説 古瀬 パワポ

　 ＊＊最初に各テーブルに準備し ておく ＊＊　  黒画用紙中（ 個人の観察用、 ３ ないし ４ 枚） 、 ト レー（ 班分を乗せる用） １ 、 ピンセッ ト （ ３ ないし ４ ） 、 虫めがねorルーペ（ （ ３
ないし ４ ）

目的：「チリモン」の観察を通じて「プランクトン」を認識し、生物同士の関係（食物連鎖）やバランスを考える。
テーマ：
　①海には多様なプランクトンがいる。〔多様性）
　②多くの海洋生物は、子どものころはプランクトン。（生活史）
　③多くの生き物がプランクトンを食べている。（食物連鎖関係）
達成目標：
　①「ちりもん」のソーティング（仕分け作業）を通じて、海の生物の多様性を実感する。
　②一般的によく知られている海洋生物（カニ、魚など）の幼生プランクトンを２種類以上見つけ出し、多くの海洋生物が生活史の中でプランクトンの時代を持っていることを知る。
　③小さな生物の観察を通じて食物連鎖をイメージする。



4 10: 55 13: 35 15分 観察 ①

テーブルの真ん中に置かれた黒ト レーにちり モンを配
布
　 １ ） 自分の画用紙にちり モンを一掴み取る。
　 ２ ） 肉眼と ルーペで観察
似たも のをグループに分けてみる

学生が各テー
ブルで進行

・ 楽し む
・ 自分で発見する

班に１ 名学生が付き 、 動機づけや盛り 上げ。
以下の教材を班担当の学生が適宜活用
・ ちり モン図鑑（ 生徒各自）
・ 親一覧表（ 班に１ つ）

5 11: 10 13: 50 8分 代表的なチリ モン紹介 ①
顕微鏡で数種類を画面に映し 出し て解説
　 ＞無脊椎動物の幼生プラ ンク ト ン、 魚類など数種類

解説： 石丸先
生

・ 大き く 成長する海洋生物の子ど
も が多く いる。

顕微鏡_ プロジェ ク タ 投影セッ ト ／予め用意し
ておいた代表的チリ モン

6 11: 18 13: 58 7分
観察継続
おすすめ ちり モンの選定

①

・ 引き 続き 、 グループわけをし ながら 、 各自イ チオシ
のチリ モン、 「 オシモン」 を決めよう 。

・ さ ら にグループごと にグループと し ての「 オシモ
ン」 を１ 種決定し 、 学生スタ ッ フ に渡す。 （ 学生ス
タ ッ フ はでき るだけかぶら ないよう に、 他の班も 少し
見渡し て決定をサポート
・ 学生は各グループの「 オシモン」 を半番号付き
シャ ーレに入れて教卓に運ぶ。

学生が各テー
ブルで進行

・ 興味を深める
・ 発見する
・ 疑問に感じ る

7 11: 25 14: 05 10分
各班のおすすめ ちり モン「 オシモ
ン」 の紹介

①
顕微鏡で数種類を画面に映し 出し て解説
・ 各班から オシモン紹介
・ 石丸先生から 補足の解説

解説： 石丸先
生

進行： 古瀬
・ 疑問の解決

シャ ーレにオシモンを入れて教卓へ。 他の班
と 被ら ないよう に配慮

11: 35 14: 15 10分 ミ ニチリ モン図鑑を作ろ う
・ 黒画用紙に、 速乾性木工用ボンド でチリ モンを貼っ
て、 生物名を描く

黒画用紙、 木工用ボンド 、 黒画用紙小、 竹
串、 ペンセッ ト を班テーブルへ。
※見本

8 11: 45 14: 25 10分 まと めの解説 ②③

・ プラ ンク ト ンと は何か
・ 海洋生物の生活史の解説
　 「 海の生き も の、 小さ い時はプラ ンク ト ン」
・ ウナギの生活史の解説
・ 食物連鎖と 生態系ピラ ミ ッ ド

・ 概念的な理解
フ リ ッ プ教材
生態系ピラ ミ ッ ド の図
パワポ

9 11: 55 14: 35 ５分 アンケート アンケート を書く
アンケート の前に、 画用紙の上のチリ モンを
黒ト レーに移す

10 12: 00 14: 40 10分 質問タ イ ム
アンケート 内の質問をピッ ク アッ プし 、 先生方に答え
ていただく 。

回答： 石丸先
生

・ 疑問の解決

11 12: 10 14: 50 終了 終了後すぐ に次の準備に

※片付け、予備５分
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