
体液とその恒常性

１ はじめに
実験の内容をよく理解していないために，作業的に行う，操作を誤る，適正なデータが

得られない，考察ができないといった状態になる生徒がでてくる。こうした点を改善する

ため，導入時に実験内容に関する基礎事項の確認を小テスト形式で行うことで，一人一人

に実験の目的を明確に持たせ，探究的に操作を進めるようにした。小テストの結果につい

ては，机間巡視をする際の指導の参考にしたり，グループ内での生徒同士で教え合うきっ

かけとなることもねらった。

また，探究方法をおさえた上で，実験操作をできるだけシンプルにして測定時間を短縮

し，時間内にレポートの作成まで完了させることで，レポート内容をもとに適正な評価が

できるようにした。

２ 単元の目標
多細胞動物が独特の内部環境をつくり，その環境が自律神経やホルモンによって一定に

保たれるように調節されていることを理解する。

３ 単元の評価規準
表１「体液とその恒常性」の評価規準

関心･意欲･態度 思考・判断 観察･実験の技能･ 知識・理解

表現

単 ・体液とその恒 ・心臓・腎臓などの ・水生生物の浸透 ・体液の働きを循

元 常性に関する事 働きを，その構造な 圧調節などの実験 環，恒常性の維持

の 象に関心をもち どに関連づけて考察 に際し，適切な実 の原理について，，

評 意欲的にそれら する。 験条件を計画し， 人の健康と関連付

価 を探究しようと ・体液の恒常性につ 結果をグラフ化す けて理解し，知識

規 する。 いて，血糖量の調節 るなど，的確に表 を身につけてい

準 などの例を挙げ，ホ 現する。 る。

ルモンや自律神経な

どの働きと関連づけ

て考察する。

学 ①自分の体で恒 ②酵素や浸透圧など ④血液に含まれる ⑤体液として血液

習 常性維持の例を 既習知識と関連させ 赤血球や白血球を ・組織液・リンパ

活 あげ，内部環境 て，恒常性維持の意 観察し，形状や数 液があり，それぞ

動 としての体液の 義を考える。 量の割合をまとめ れの組成とその関

に はたらきや組成 【行動観察】 る。 係性を理解してい

お について，考え 【ワークシート】 【観察レポート】 る。

け ようとする。 【演習問題】

る 【行動観察】 ③赤血球の酸素運搬

具 ワークシート のしくみを理解し， ⑥血液凝固や生体【 】

体 酸素解離曲線の読み 防御のしくみを理

の とりができる。 解している。

評 【ワークシート】 【演習問題】



価 ⑧各動物の浸透 ⑨ヒトの血しょうと ⑩ゾウリムシの収 ⑦アレルギー反応

規 圧維持のしくみ 尿の成分の比較を元 縮胞を観察し，外 が起こるしくみを

準 に興味・関心を に，腎臓における老 部の浸透圧が変化 理解し，それを防

示し，意欲的に 廃物濃縮のしくみを したときの反応を ぐ方法について考

理解しようとす 考察できる。 定量的に測定して 察できる。

る。 【ワークシート】 結果をグラフなど 【ワークシート】

【行動観察】 に的確に表現でき

ワークシート ⑪実験データをもと る。 ⑫ヒトの腎臓と肝【 】

に，ゾウリムシの収 【行動観察】 臓の構造とはたら

⑬ 自律神経やホ 縮胞が浸透圧の調節 【実験レポート】 きについて理解し

ルモンによる調 に働くことを考察で ている。

節例について関 きる。 ⑭腕に氷をのせ 【演習問題】

心を示し，その 【実験レポート】 て，皮膚の変化を

作用を学び取ろ 観察・記録し，そ ⑯代表的な内分泌

うとする。 ⑮血液のバソプレシ の変化のしくみに 腺と，分泌される

【行動観察】 ン濃度と浸透圧の変 ついて科学的に考 ホルモンのはたら

ワークシート 化をもとに，ホルモ 察し，レポートに きについて理解し【 】

ンの分泌におけるフ まとめることがで ている。

ィードバックのしく きる。 【演習問題】

みを考えられる。 【実験レポート】

【ワークシート】 ⑱血糖値と体温を

例に，自律神経と

⑰血糖値と体温を例 ホルモンの共同作

に，それぞれの調節 業のしくみが理解

の生物学的意義を考 できる。

察させる 【発問】 【演習問題】。

４ 指導と評価の計画
表２ 単元「体液とその恒常性」の評価の計画表（１１時間）

単元の評価規準との関連
時 学習内容 ね ら い 評価方法等

関心 思考 技能 知識

間 意欲 ・ ・ ・

態度 判断 表現 理解

１ 体液の恒常 ・多細胞生物に内部環境 ◎① ○② ◎①行動観

性 が生じ，体液を通じてそ 察，ﾜｰｸｼｰﾄ

の恒常性が維持されてい ○②行動観

ることを理解し，その生 察，ﾜｰｸｼｰﾄ

物学的意義を考える。

２ 体液の組成 ・３種類の体液の組成と ◎③ ○④ ◎③ﾜｰｸｼｰﾄ

３ と循環 そのはたらき，心臓を中 ○④観察ﾚﾎﾟ

心とする体液の循環を理 ｰﾄ

解する。

・赤血球による酸素の運 ◎⑤ ◎⑤演習問

搬のしくみと，酸素解離 題

曲線の意味を学びとる。



４ 生体防御 ・体液に含まれる白血 ◎⑥ ◎⑥演習問

球，リンパ球による生体 ○⑦ 題

防御のしくみ（食作用， ○⑦ﾜｰｸｼｰﾄ

） ，抗原抗体反応 を理解し

アレルギー反応について

考える。

・けがしたときの血液凝

固のしくみを理解する。

５ 体液の浸透 ・海水生と淡水生の動物 ○⑧ ○⑧行動観

６ 圧の調節 が体液の浸透圧を一定に 察，ﾜｰｸｼｰﾄ

保つしくみを理解する。 ○⑨実験ﾚﾎﾟ

・ゾウリムシの収縮胞の ○⑨ ◎⑩ ｰﾄ

観察を通して，体液の浸 ◎⑩行動観

透圧を一定に保つしくみ 察，実験ﾚﾎﾟ

を理解する。 ｰﾄ

７ 腎臓と肝臓 ・腎臓と肝臓の構造およ ◎⑪ ◎⑪ﾜｰｸｼｰﾄ

８ のはたらき び尿生成のしくみを理解

する。

・尿の生成と老廃物の濃 ◎⑫ ◎⑫演習問

縮について具体的な数値 題

をもとに理解を深める。

９ 自律神経系 ・自律神経について，そ ◎⑬ ○⑭ ◎⑬行動観

の分布やはたらきを交感 察，ﾜｰｸｼｰﾄ

神経と副交感神経を対比 ○⑭実験ﾚﾎﾟ

させながら理解する。 ｰﾄ

ホルモンに ・ホルモンの概念とヒト ◎⑮ ○⑯ ◎⑮ﾜｰｸｼｰﾄ10

よる調節 の主な内分泌腺について ○⑯演習問

理解する。 題

・ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ調節のしく

みと意義を理解する。

自律神経と ・血糖値と体温の調節を ○⑰ ◎⑱ ○⑰ﾜｰｸｼｰﾄ11

ホルモンの 例にとって自律神経とホ ○⑱演習問

協調 ルモンによる共同作業の 題

しくみを理解する。



５ 授業展開案（具体の指導と評価）

科 目 生物Ⅰ 使用教材 高等学校生物Ⅰ（数研出版）

実験プリント

指導クラス ２年文系クラス 単 元 体液とその恒常性

単元の目標 多細胞動物が独特の内部環境をつくり，その環境が自律神経やホルモン

によって一定に保たれるように調節されていることを理解する。

時間配当 １１時間 本時の位置 １１時間のうちの第６時間目

本時の主題 ゾウリムシの収縮胞のはたらき（実験）

本時の目標 ・ゾウリムシの収縮胞を観察し，外部の浸透圧が変化したときの反応を

定量的に測定して，結果をグラフなどに的確に表現できる 【観察･実。

験の技能･表現】

・実験データをもとに，ゾウリムシの収縮胞が浸透圧の調節に働くこと

を考察できる 【思考・判断】。

事前指導 浸透圧とゾウリムシ収縮胞のはたらきについて関係づけられる。

本時の展開

学習項目 教師の働きかけ 学習活動 評価の観点 指導上の留意点過程

導 実験目的 ・実験プリント ・小テストに解 ・ポイントを絞

入 の確認， に印刷された基 答し，隣が採点 って短時間で行

仮説の設 礎事項の小テス する。 う。

５ 定 トを行う。

分 ・収縮胞のはた ・仮説の設定 ・基本事項を ・外液の浸透圧

らきをもとに， 「外液の浸透圧 もとに，適切 と細胞内への水

外液の浸透圧の が高いほど収縮 な仮説を立て の浸透をもとに

変化にどのよう 胞の収縮回数は られる。 考察する。

【 】な対応をするか 少なくなる」 思考・判断

考えさせる。

展 実験 ・実験方法，条 ・グループ内で ・複数の個体 ・高濃度でプレ

開 件設定，調査記 設定条件を確認 について，収 パラート作成。

録内容を確認し し，分担をして 縮の時間を正 ・顕微鏡のしぼ，

グループごとに 実験を始める。 確に測定して りの調節。30

分 準備させる。 記録できる。 ・複数の個体に

・検鏡して，収 【技能･表現】 ついて測定して

・巡回し，実験 縮胞の収縮２回 いるか確認し，

方法や記録内容 に要する時間を 個体差を意識す

を指導する。ま 測定する。 る。

た，小テストで



誤った部分につ ・異なる外液に ・時間内に測定

いて確認する。 ついても観察す を終わるように

・測定が終わっ る。 促す。

た班から片づけ ・グループ内で

させる。 条件ごとのデー ・結果のグラ

タを共有する。 フ化など的確

。に表現できる

ま 実験結果 ・実験結果の処 ・外液の浸透圧 【技能･表現】 ・データのみ共

と のまとめ 理の仕方を確認 と収縮回数につ 有し，考察は各

め と考察 しレポートをま いてグラフにま ・実験データ 自でレポートに

とめさせる。 とめ，考察や仮 をもとに，ゾ まとめる。

説の検証を行 ウリムシの収 ・実験操作の意15

分 う。 縮胞が浸透圧 味についても考

・結果について ・自己評価を記 の調節にはた 察する。

いくつかのグル 入し，レポート らくことを説 ・クラス全体

ープに発表させ を提出する。 明できる。 で，仮説の検証，

解説を加える。 思考・判断 を確認する。【 】

６ おわりに
実験は，授業で学習した内容を実物で確認して興味や理解を深めるとともに，仮説を実

証する方法を学ぶ場である。その目的を達成するために，まず実験内容に関わる基礎事項

を小テスト形式で確認した上で仮説につなげ，仮説の意味するところを考えて実験に臨ま

せようとした。ここがおさえられていれば，目的を持って測定操作が適切にでき，最後の

考察も容易にまとめることができるのではなかろうか。

評価は，データを処理してグラフ化できていることと，データを基に論理的に考察が記

述できていることで判断する。最初に行う小テストは，評価目的でなく，目的を達成する

ための補助的なものである。また，生徒の自己評価は，各生徒が一時間の授業でどの程度

理解や考え方が深まったかを相対的に示すものでもあり，教師側の指導方法の評価として

位置づけた。


