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学習
指導案

中学校３年　理科
「身近な自然環境を調査しよう」川の環境と生き物

プログラムのねらい

中
学
校

　理
科

3
年

（7）自然と人間
　ア　生物と環境
（ア）自然界のつり合い
　　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。

（イ）自然環境の調査と環境保全
　　身近な自然環境について調べ，様々な要因が
自然界のつり合いに影響していることを理解す
るとともに，自然環境を保全することの重要性を
認識すること。

　川の生物の多様性を理解するとともに，郷土の河川の
美しさについて，また，河川環境の保全について考えるき
っかけとする。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　比較対象として，東京・大阪といった都市部の河川の水質を例示したりすることによって，郷土に対する愛着を持ったり，その
美しい自然環境を守るための方策について話し合う機会にもなる。

プログラムの位置づけと活用方法

　中学校３年　理科　「地球の明るい未来のために
身近な自然環境を調査しよう」で活用

プログラムの内容
　河川において，水棲生物を採取・観察するとともに，生
息水域の水質を調査し，人間の生活環境との関係を考察
する。

関係機関の活動
　インターネット等

おすすめのポイント
　本県には，四万十川や仁淀川をはじめ，清流とよばれる
河川が数多く存在する。検査キット（パックテスト）により
水質を調査し，併せて指標生物となりうる水生生物との関
連を理解する。それにより河川環境をどのように保全して
いくのか考えるきっかけとする。

学習指導要領との関連

・尾瀬ヶ原の写真を見ながら，湿原につくられた木道の意味やハイキング
に来る人たちの自然に対するマナーやルールを考えさせ，これから学習
する内容に関心をもたせ，全体を概観する。
・学校周辺の自然環境や生徒の実態を踏まえて，都市化の進むようすを
取り上げ，自然環境の変化に目を向けさせる。
・実際に調査を行う。

・自然の災害と恩恵について，事例を挙げて考えを深める。その際，地球
規模での地殻の変動を扱ったり，人類の長い歴史の中での自然との関
わりについて考えられるようにする。
・時間的にも空間的にも大きなスケールで既習事項を振り返り，それらを総
合して災害と恩恵の両方を科学的に見たり考えたりできるようにする。
・わたしたちの地域で最近起こった災害の記録をもとにのそのしくみを
理解するようにする。
・さらに，他の地域や未来にも目を向け見方や考え方が広がるようにする。
・自然の恵みも触れ，自然に対する畏敬の念をもちながら，人間にとって
のマイナス面もプラス面も含めて考えられるようにする。

・科学技術の発展の過程を知るとともに，科学技術が人間の生活を豊か
で便利にしてきたことを認識させる。
・移動や輸送の手段が科学技術の発展とともに変化してきたことを知ら
せる。
・情報・通信の方法が科学技術の発展とともに変化してきたことを知ら
せる。

【関・意・態】
・身近な自然環境に関心をも
ち，いろいろな視点から探究
しようとする。

【思・表】
・環境調査の結果から，身近な
自然環境について科学的に
考察することができる。

【技】
・いろいろな方法によって，身
近な自然環境を調べ，結果を
分析することができる。

【知・理】
・人間の生活と自然環境との
かかわりについて理解し，知
識を身につけている。

指導計画一例

配当時間

2
（本時）

3

3

指導内容 評価規準

中学校3年　理科　「地球の明るい未来のために」 配当時間：18時間　　本時：2時/18時間

・尾瀬の写真を見ながら，湿原につくられ
た木道の意味やハイキングに来る人たち
の自然に対するマナーやルールを考える。
・パックテストを使って，身の回りの水のｐＨ
やＣＯＤ（化学的酸素要求量）を調べる。
・パックテスト以外の水質を調べる方法が
ないかグループで考える。

・川に移動し，浅瀬の石等から水生生物を
採取し，種類や数を記録する。
・また川のにごり具合や周辺の様子もあわ
せて記録する。
・採取した川の水をパックテストを使って
調査し，記録する。
・記録をもとに，観察された生物とテスト
数値の関係，理由等について話し合い，
まとめる。
・川の環境保全のためにどのようなことが
必要か考える。

○グループで話し合うことにより，多くの意
見を出させる。
○検査方法や手順を理解させる。

○話し合う時間を十分にとり，また適宜助言
を行う。
●身近な自然環境に関心を持ち，色々な視
点から探求しようとしている【関・意・態】
○安全に留意する。深みに入らぬよう監視
する。
　ケガ防止の観点からサンダルよりも長靴
や靴を着用させる。
○気付いたことはすべて記録させるよう声
かけを行う。
○身の回りの水のパックテスト結果と比較し
考えを深めさせる。
●環境調査の結果から，身近な自然環境に
ついて科学的に考察することができる。

【思・表】

パックテスト

水道水や雨水等

網
バット
ピンセット
スポイト
虫眼鏡
温度計
ビニール袋
記録用紙
ペットボトル
水生生物の図鑑
パックテスト

授業の展開

時　間

1時間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

中学校3年　理科　「身近な自然環境を調査しよう」

川の環境と生き物

単元の中での活用

　自然環境を調べ，自然界における生物相互の関
係や自然界のつり合いについて理解させるととも
に，自然と人間のかかわり方について認識を深め，
自然環境の保全と科学技術の利用の在り方につい
て科学的に考察し判断する態度を養う。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

◆本時2時間

中学校
理　科 3年 地球の明るい未来のために

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

・わたしたちの生活が科学技術の発展によって支えられている一方で，科学技術の発展によって環境問題な
どが引き起こされてきたことを知らせる。
・科学技術を利用して持続可能な社会をつくるにはどうしたらよいかを考察させる。
・自然環境の保全と科学技術の利用のあり方について科学的に考察し，持続可能な社会をつくることが重要
であることを認識させる。

・わたしたちは，ふだんどれくらいエネルギーを使っているか知らせる。
・電気エネルギーはどのようにつくられているか知らせる。
・化石燃料の利用について，問題点や課題を考えさせる。
・放射線の種類や性質，利用のされ方，危険性などを知らせる。
・人間によるエネルギー利用が資源の確保や環境の保全に大きく影響することを認
識させ，環境にやさしいエネルギー利用について考えさせる。

6

2

配当時間 主な学習活動

シマトビゲラ

ヒラタドロムシ

オオヤマカワゲラ

テナガエビ

学習プログラム 環境学習プログラム集

１）パックテスト
２）水生生物採取器具（網，バット，ピンセット，スポイト）
３）温度計
４）虫眼鏡
５）記録用紙
６）ペットボトル
７）水生生物の図鑑
８）参考ホームページ
　　水生昆虫写真鑑
　　http://www.eonet.ne.jp/̃suiseikontyu/index.html
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