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中学校２年　理科
「動物のなかま」シジミ（二枚貝）の観察

プログラムのねらい

中
学
校
　
理
科

２
年

イ　動物の体のつくりと働き
（ア）生命を維持する働き
　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。

（イ）刺激と反応
　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付けてとらえること。

ウ　動物の仲間
（イ）無脊椎動物の仲間
　無脊椎動物の観察などを行い，その観察記録に基づいて，それらの
動物の特徴を見いだすこと。

　川の生物の多様性について理解す
るとともに，貝類の水質浄化作用を確
かめることで，生態系における貝類の
果たす役割や，水辺環境の保護につい
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
　シジミは汽水域に広く生息しており，高知県内においても，鏡川・仁淀川・四万十川をはじめ多くの川の下流部に生息してい
る。採取にあたって，地元で漁をしている方等に話しを聞くなど産業や暮らしといった側面や，水の浄化実験を通した自然環境
における役割についても話し合ってみると，さまざまな教科を横断する総合的な学習プログラムとなる。

プログラムの位置づけと活用方法

中学校２年　理科
「動物の生活と生物の進化 4章 動物のなかま」で活用

プログラムの内容
　下流域に生息する二枚貝を採取・
観察しながら，水質浄化の様子を観察
する。

おすすめのポイント
　アサリやシジミといった二枚貝は，
誰もが食べたことのある食材である。
高知市内を流れる鏡川でも，シジミ漁
が行われる。そんな身近なシジミが持
つ意外な能力を調べてみる。

関係機関の活用
　鏡川下流の貝を育てる会

学習指導要領との関連

・身近な動物を観察したり，本やインターネットで調べたりして，いろ
いろな動物の特徴を理解し，動物は背骨の有無によってセキツイ
動物と無セキツイ動物の二つのグループに分けられること，さらに
セキツイ動物は5つのグループに分けられることを見いださせる。
・自然界にはさまざまな動物が生活して自然が成り立っていること
について考える。

・これまでの学習や観察・調査記録により，セキツイ動物は子孫の残
し方，呼吸のしかた，体の表面のようす，体温の保ち方などの特徴
によって5つの仲間に分けられることを理解させる。

・ザリガニ等の観察を行い，無セキツイ動物とセキツイ動物との体の
特徴の相違点，共通点を見いだし，無セキツイ動物もセキツイ動物
と同じように生活に必要な運動器官や呼吸器官を持っていること
を理解させる。
・節足動物の体の特徴を理解し，節足動物の仲間は甲殻類，昆虫類，
クモ類，ムカデ類，ヤスデ類などに分けられることを理解させる。
・二枚貝や巻貝，タコ・イカの仲間も無セキツイ動物で，軟体動物と
呼ばれることやその体の特徴も理解させる。
・節足動物や軟体動物のほかにもウニやヒトデ，ミミズやヒル，クラ
ゲやイソギンチャク，カイメン，ウズムシなど多くの無セキツイ動物
が身近な河川や海岸に見られることを理解させる。

【関・意・態】
・無セキツイ動物の体の特徴や行動
のようすに関心をもち，積極的に調
べようとする。

【思・表】
・動物の体のつくりをその生活場所
や生活のしかたと関連づけ，自らの
考えを導いたりまとめたりして，表
現している。

【技】
・イカの解剖などをとおして，動物の
体のつくりや行動のようすを調べる
ことができる。
・結果をわかりやすく記録することが
できる。

【知・理】
・節足動物や軟体動物の体のつくり
の特徴を理解し，知識を身につけて
いる。
・セキツイ動物と無セキツイ動物の区
別ができる。
・節足動物，軟体動物，その他の無セ
キツイ動物の区別ができる

指導計画一例

配当時間

２

3

3
（本時）

指導内容 評価規準

動物の生活と生物の進化

教科書関連単元 　※参考：大日本図書

　※参考：大日本図書

中学校２年　理科　「動物のなかま」 配当時間：8時間　　本時：6・7時/8時間
・シジミを採取し，川底の砂を
底（約２ｃｍ）に敷き，川水を
入れた容器に入れる。
・砂にもぐる様子や，入水管・
出水管の様子を観察する。
・観察した内容をノートにまと
める。

・観察したシジミを一つに集
め，牛乳を少量入れる（2～
3％程度）。
・時間によってにごりがどう
変化していくかを観察する。

・気づいたことや感じたこと
について話し合う。

○採取時は，潮位等を確認し，また深みに入って
いかないよう注意する。

（シジミが採取困難な場合は，スーパーなどで購
入する。この場合鮮度の高いものを選ぶこと）

○２枚貝の解剖図を例示しながら説明する。
●観察した内容をわかりやすく記録し，整理して
いる。【技】

○管が出ていない貝は除外しておくよう指示する。
○長時間の観察のため、エアポンプで空気を送り
込むことを忘れずに，また水温が上がらないよ
う注意させる。（日向に置かない等）
●意欲的に観察し，水槽内の事象について，科学
的に探究しようとしている。【関・意・態】
○二枚貝は，水中の有機物を体内に栄養として
取り込み，結果的に水質が改善されていること
を理解させる。
○一定時間ごとに水槽の様子を写真に撮り，コマ
送りすると浄化の様子がつかみやすい。

スコップ
採取あみ
ビーカー
牛乳（少量）
水槽
エアポンプ

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2年　理科　「動物のなかま」 ◆本時2時間

シジミ（二枚貝）の観察
単元の中での活用

　生物の体は細胞からできていることを観察を通し
て理解させる。また，動物などについての観察，実験
を通して，動物の体のつくりと働きを理解させ，動物
の生活と種類についての認識を深めるとともに，生
物の変遷について理解させる。

学習指導要領

③2014.02.25　Ｉ

１）スコップ
２）採取あみ
３）ビーカー
４）水槽
５）エアポンプ
６）牛乳

中学校
理　科 2年

学習プログラム 環境学習プログラム集

近年は外来のタイワンシジミが多く占める

入出水管を出すアサリ
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