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11 研究発表日程 A 口頭発表 

8月 7日（土）10：00～16：00 

 

第一部 

①－１   10：00～10：10   指標生物調査の教材化〜googleformを用いて〜 

大阪教育大学附属高等学校池田校舎  岡本 元達 

 

①－２   10：15～10：25   オブラートを用いた「デンプンろ紙」で見る 

種子発芽におけるアミラーゼの合成と 

ジベレリンの作用 

兵庫県立明石高等学校        薄井 芳奈 

 

①－３   10：30～10：40   ユリの花粉管誘導  ～子房内で起こっていること～ 

名古屋市立向陽高等学校 伊藤 政夫 

 

①－４   10：45～10：55   生態分野の身近な資料学習 

～ツキノワグマの出没とブナ科３種の豊凶の関係 

石川県立金沢桜丘高等学校      中村 こすも 

 

第二部 

①－５   11：05～11：15   学習サイト「自然教育園で学ぶ自然のメカニズム」の

活用に向けた検討 

国立科学博物館附属自然教育園    下田 彰子 

 

①－６   11：20～11：30   色覚を通して多様性を認める社会を考える 

～ICTを活用し、色覚を教科横断的に学ぶ～ 

千葉県立浦安南高等学校       橿村 豪紀 

 

①－７   11：35～11：45   ArcGIS onlineを用いた「情報×生物」の授業【第 1報】 

― 世界を幸せにする“日大豆プロジェクト”の試み ― 

札幌日本大学中学校高等学校     村山 一将 

                  丸木 克朗 

                  横尾 圭二 
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第三部 

②－１   12：40～12：50   探究の要素を取り入れた「生物基礎」「生物」分子生物

学分野の授業実践 

東京都小石川中等教育学校      佐野 寛子 

 

②－２   12：55～13：05   ３教科横断授業（地理×生物×園芸）の実践例と、 

文系理系の思考の違い 

鷗友学園女子中学高等学校      横田 直樹 

 

②－３   13：10～13：20   生徒はヒトについて知りたい 文系のテーマもＯＫ 

理科課題研究の教科横断的テーマへの挑戦 

東京都立国分寺高校 市石 博 

 

②－４   13：25～13：35   生態系の保全における授業改善の試み 

山梨県総合教育センター 廣瀬 志保 

 

②－５   13：40～13：50   探究活動の導入における、 

見方・考え方を活用した自然観察実習 

東京都立国立高等学校 中澤 啓一  板山 裕 

 

 

第四部 

②－６   14：00～14：10   古典的な遺伝実験・実習を 

「生物の進化」に位置づける 

筑波大学附属駒場中・高等学校 宇田川 麻由 

 

②－７   14：15～14：25   オンラインで行う光学機器を用いた観察法 

石川県私立北陸学院高等学校 高島 央 

 

②－８   14：30～14：40   ICTを活用した授業での活動の「代替」と「増強」 

三田国際学園高等学校 大野 智久 

 

②－９   14：45～14：55   カードゲームによる自学自習の可能性 

埼玉県立春日部高等学校 中村 達郎 
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第五部 

③－１   15：05～15：15   Google earth studio と my360°betaで 

生物実習をオンライン化する 

東京都立淵江高等学校 白石 直樹 

 

③－２   15：20～15：30   身近なフィールドの魅力を伝える教育活動 

長野県豊科高等学校 前田 拓哉 

④－１   15：35～15：45   プラナリアの野外生態と分布 

～河川という変動環境への適応～ 

山梨県立都留高等学校 松尾 洋 

 

④－２   15：50～16：00   高校でのミズクラゲの飼育と 

ストロビレーションの観察 

長野県松代高等学校 清水 加奈 
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B ポスター発表 

8 月 6 日（金）12：00～16：00  （コアタイム 14：45～16：00）   

8月 7日（土）9：00～16：00 

 

１ 主体的・対話的で深い学びを自発的に発生させる試み 

大阪教育大学附属高等学校平野校舎 岡本圭史 

２ 千曲川水質調査（２０１６年～２０２０年の中間報告） 

長野県私立上田西高等学校生物同好会  

斎藤遼 中澤莉子 町田百穂 久保山楓菜 小林芹菜（指導者：土屋勇満） 

３ 屋代高校周辺河川の水質調査 

長野県屋代高等学校 塩入一樹 井口誉心 西村円花 羽生田乃愛 

４ カラスバト≒こだま∼極相林のシンボルを救え!! 

生徒と共に行う本校の保全生物学的活動への挑戦 

東京都立国分寺高等学校 市石 博 

５ 昆虫食の可能性と将来性 The possibility and future of insects foods 

長野県飯山高等学校 昆虫食研究班 瀧澤菜々美 中山陽代 増尾秋音 

６ メダカの色認識と行動 Color recognition and behavior of killifish 

長野県飯山高等学校 メダカ研究班 山﨑文菜 高垣里菜 

７ エゾアカガエルの食性と体長の関係 

札幌日本大学高等学校 SSH 科学部２年 藤原 百葉 

８ 巻貝の腸炎ビブリオの非破壊検査法を開発する過程での学び 

株式会社立ルネサンス大阪高等学校 〇藤原優月・佐々木日向・竹内準一 

９ 薬品が胚に与える影響 

長野県伊那北高等学校  田中大達 加藤麟太郎 庄村萌々 

10 プラナリアの光走性と記憶 

長野県伊那北高等学校 神山 如水 髙橋 大成 中畑 太翔 山本 幹 

11 ウニ後期発生の飼育方法の確立を目指して 

愛媛県立今治特別支援学校 近本恭子 

12 令和４年度からの生物基礎で脳死にどう「触れる」べきか 

東京都立淵江高等学校 白石直樹 
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13 リンゴからのエチレンガスが植物の成長に及ぼす影響 

The effect of ethylene from apples to promote the Growth of plants 

長野県飯山高等学校 エチレン研究班  

門脇勇二郎 佐藤瞬斗 樋口太我 本山駿和 山﨑開聖 芳川賢祐 

14 簡易的なバイオトイレ開発にむけて 

Search for bacteria that can be used in simple bio-toilet 

長野県飯山高等学校 バイオトイレ研究班佐々木 乃彩 小山 琉香 菊池 夏花 

15 黒目川における環境調査 

埼玉県私立立教新座高等学校 生物部 

吉見響 竹川大和 中村太一 𣘺本翔大 柳河春太郞 

16 水草の多様性を授業で活かす ～細胞，進化，分類での教材化～ 

埼玉県私立立教新座中学校・高等学校 和泉利香 

17 環境にやさしいバイオリアクター 

長野県飯山高等学校 自然科学部 寺澤太尊 髙橋楓太 他 10名 

18 高校生ネットワーク「チームアライグマ」の取り組み 

埼玉県立蕨高等学校 生物部３年 チームアライグマ代表 岸本宏輝 

19 三峰川のオオキンケイギクの生息範囲と防除 

長野県伊那北高等学校 江川晴菜 小松友大 西村拓海 林優衣 宮澤遥 

20 タンポポを通して生命について考える 高等学校「生物」と関連付けた授業実践 

筑波大学附属駒場中・高等学校 内山智枝子 

21 生物多様性の面白さを伝える写真活動 

長野県豊科高等学校 前田拓哉 

 

 

 

 

次ページより 

口頭発表要旨、ポスター発表要旨を掲載します。 

12 口頭発表要旨 
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①－１ 指標生物調査の教材化〜googleform を用いて〜 

大阪教育大学附属高等学校池田校舎 岡本 元達 

これまで教材作成にあたり、自身の面白かった経験を生徒に追体験できることをコンセプトにして

きた。追体験する中で自然と主体的・対話的で深い学びを促すことができると考えている。また、面

白かった経験で何が面白かったのかを分析し、その経験を通してどのような資質・能力を育むことに

なるかを考え教材化している。今回教材化を試みたものは指標生物調査である。指標生物調査は大阪

府高等学校生物教育研究会の４０周年の記念事業として高校生による指標生物調査を実施して以来、

ほぼ５年毎に継続されている。指標生物調査は高校生が調査を通して身近な自然に目を向けてもらう

ことを最大の目的としている。また、指標生物調査では高校生が調査してきたものを教員が分析し、

報告書を出してきた。昨年度実際に分析していく中で大阪府の自然が指標生物調査を通してわかって

いくことに面白さを感じた。そこで今回、指標生物調査を通して次の資質能力を育むため教材化を試

みた。昨年度、今年度の取り組みについて紹介する。 

 昨年度と今年度に本校２年生成物基礎選択者（約１６０人）で大阪府高等学校生物教育研究会の指

標生物調査 A 法と同じ項目を用いて６〜７月に調査を行った。調査報告には googleform を用いた。

googleformを用いると調査項目の集約を簡単に行え、スプレットシートとして書き出せるため後の分

析を行いやすいため利用した。また、A 法調査では緯度・経度の座標を用いていたが今回は調査した

市を記入させるようにした。 

一昨年度は夏休み前の授業で調査項目ごとに分析班を作

り、夏休み中に各班で分析し、夏休み明けの授業で分析結

果の発表を行った。しかし、「調査項目を個々の観点で分析

したい」、「夏休み中だけでなく授業の中で分析する時間が

欲しい」、といった意見があったため昨年度は個人研究と

し、授業内で分析する時間を設けるよう改善を行った。 

これらの活動を通して身近な自然に対する興味、デー

タを分析して活用する力、プレゼンテーショーン能力の

向上がみられた。しかし、１校のみの実施だと母数が少

なくデータの扱いが難しくなるため近隣の高校との連

携することを検討したい。また、次年度以降も継続して

調査を行うことで経年変化を考えさせることも可能であ

る。これらの改善をしていくことで指標生物調査を通し

て新教育課程の探究の過程を１回りさせることができる

ことが期待される。また、将来的には大阪府の各高校で実

施し、大阪府の生態系を大阪府高校生が調査し分析する

という文化を構築していきたい。 
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①－２ 
オブラートを用いた「デンプンろ紙」で見る 

種子発芽におけるアミラーゼの合成とジベレリンの作用 

                兵庫県立明石高等学校 薄井 芳奈     

 種子の発芽におけるジベレリンの作用とアミラーゼの合成、デンプンの分解と糖の生成に関する実験

は、一部の教科書にも掲載され、入試問題にもたびたび登場していて、よく知られている。ただ、発芽に

関わる実験は日数を要するし、培地の準備を手間と感じることもある。また、実験手法によって適した材

料があるため、関連した実験観察を一連の流れとして掴むものにしにくい、という悩みもあった。 

従来、デンプンを含んだ寒天培地で行われていた「半切り種子を用いた発芽におけるアミラーゼ合成と

胚のはたらき、ジベレリンの作用」を確認する実験について、今回は、 

・寒天培地を作る手間をかけずに、簡便に実施する方法としてオブラートの利用を検討する 

・玄米を材料に使うことで、一連の実験観察や生活体験と結びつけ易くすることを試みる 

という 2 点に取り組んでみた。方法の選択肢のひとつとして、紹介したい。 

１．オブラートを用いた「デンプンろ紙」の利用 

 シャーレの蓋に、水を入れ、ろ紙を敷き、その上に丸形のオブラートを敷くだけである。必要数をその

場で作ることができ、失敗してもやり直しが利く。ジベレリン溶液などを用いたシャーレも作れば、比較

実験もできる。オブラートの上に切断した種子を並べて置く。1～2日後、種子を取り除いて、霧吹きでヨ

ウ素液を拭きかけて呈色させる。ろ紙ごと紙の上に広げて乾燥させると、結果をそのまま保管できる。 

 

２．「玄米」の利用 

 筆者は「米粒プレパラートの作製と観察（加藤俊一 1998）」で種子のつくり

を観察し、「尿糖検査用試験紙を用いたソバ発芽種子におけるグルコース濃度の

簡易判定（小林辰至·光永伸一郎 上越教育大学 2006）」をアレンジして植物ホル

モンの作用との関係を考える実験を実施してきた。また、今回の半切り種子の

実験には入手や扱いが容易な燕麦が向いている。ただ、「米粒プレパラート」で

の観察をその後の学習につなげたい、アレルギーへの対応が必須のソバを他の材料に変えたい、という思

いがあり、一連の実験を玄米で試してみた。玄米の切断方法、カビや雑菌の繁殖を抑える除菌方法の検討、

吸水→ジベレリンの合成→アミラーゼの合成→糖の検出 に要する日数、ジベレリンの濃度と与えるタイ

ミング、などについて検討した。デンプンの分解に加えて、糖の検出も行うようにした。オブラートのデ

ンプンろ紙を使って無理なく授業と並行して進めて行ける手順を紹介したい。 
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①－３ ユリの花粉管誘導  ～子房内で起こっていること～ 

                名古屋市立向陽高等学校 伊藤政夫 

 2016 年度より、本校国際科学科における課題研究において、「ユリの花粉管誘導」をテーマに研究

を行っている。課題研究は 2 年生の 1 年間で、2 週に 1 回 2 時間連続（65 分×２）で行われる授業で

ある。ユリの研究を始めたきっかけは、寒天培地上のテッポウユリの柱頭切片が、花粉管を誘引する

との実験書の記述に疑問を感じた事だった。伸長する花粉管が向かうべき目的地は、子房内部の胚珠

であるはずだと考えたのである。初めの 3 年間は、柱頭や花柱上部に含まれる誘引物質についての研

究を行い、誘引物質は柱頭内壁や花柱上部に分泌されて、花粉管を花柱の中空部へ導く役割を果たし、

柱頭内壁と花柱に分泌されている誘引物質は異なる物質であるとの結論を得た。その成果を SSH 生

徒研究発表会や日本学生科学賞、日本植物生理学会などにおいて発表してきた。 

 2019 年度からは、本来の目的地である子房内の胚珠からの誘引について研究を行っている。本発表

では、この 2 年間の成果について報告したい。胚珠からの花粉管誘引については、双子葉植物である

トレニアやシロイヌナズナを材料に、名古屋大学の東山哲也氏らのグループが研究を行い、胚珠の助

細胞から分泌される誘引物質「ルアー」や花粉管にルアーへの応答能を獲得させる「アモール」が雌

ずい内に分泌されていることなど、様々な成果が発表されている。しかし、単子葉類についての研究

はほとんど見られず、ユリの子房切片による花粉管誘引が、岩波洋造氏の「花粉学」に報告されてい

る程度であり、15 ㎝ほどの大きさをもつユリの雌しべ内で、どのような花粉管誘引が行われているの

かを調べることには大きな価値があると考えられる。 

 研究を進める中で、ユリの花柱の中空部は子房内に入ると３つの通路に分岐しており、花粉管はそ

の内壁に沿って伸長して子房内の通路を進むが、その両脇に 270 個×2 列もの胚珠が並んでいること

がわかった。テッポウユリの近縁種であるタカサゴユリを材料に、受粉して 2 日目の子房を横断面や

縦断面で切断してアニリンブルーで花粉管を染色して実体顕微鏡で観察する方法

で、子房内部の花粉管の伸長ルートを明らかにすることができた。花粉管は、胚珠

近傍まで直線的に伸長してから急に角度を変えて胚珠の間のすき間に入り、胚珠

を回り込んでから珠孔に侵入（右）することがわかった。また蛍光顕微鏡を用いた

観察から、花粉管が胚珠内に侵入していることも確認することができた。 

さらに寒天培地において、子房切片の花粉管誘引を観察するために、溶

かした寒天培地が固まる直前の 40℃の条件で、子房切片を埋める方法を

開発し、子房内の胚珠に花粉管が誘引されていることを明らかにした。子

房から胚珠組織だけを単離して培地に埋めた実験（右）から、胚珠の外側

に集められる花粉管誘引を示したことから、胚珠自身だけでなくその外

側にも誘引物質が存在することがわかった。 

こうした成果は、2021 年 3 月の日本植物生理学会高校生研究発表会において発表し、優秀賞を受賞

することができた。 
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①－４ 生態分野の身近な資料学習～ツキノワグマの出没とブナ科３種の豊凶の関係 

石川県立金沢桜丘高等学校 中村こすも 

１．はじめに 

 新教育課程においては、「観察，実験を行い」あるいは「生態系のバランスに関する資料に基づい

て」理解し、認識することを目標としているが、これまで生態学の分野では、授業の範囲で生徒が疑

問を持ちながら取り組める実験や演習教材が少なかった。そこで、昨年度、石川県でも大きな問題と

なったツキノワグマの大量出没の原因を、資料をもとに考える教材を作成した。 

２．内容 

(1) 資料 

石川県生活環境部自然環境課のＨＰにある「ツキノワグマの出没情報（2005 年～2020年）」と「エ

サ資源調査結果（2005年～2020年）」、「石川県ツキノワグマ管理計画（平成 30年）をもとに、資料１

「ブナ、ミズナラ、コナラの着果度平均」、資料２「ツキノワグマの月別目撃情報」を作成した。 

(2) 活動内容 

 ① データのまとめ： 資料１，資料２をもとに、年変動のグラフを作成する（図 1）。3種の中で、

最もクマの出没と関係が深いと考えられる 1種を選んで、相関関係のグラフを作成する。(図 2) 

 

 ② データの分析：資料１より、3 種の着果度を比較する。グラフから、ツキノワグマの目撃情報

数と、3種の着果度の関係を考える。また、木の実が年によって豊凶を繰り返す理由を考える。     

３．結果 

ツキノワグマの大量出没は身近な話題で生徒の関心も高かったが、その原因として木の実の豊凶

があることはほとんどの生徒が知らなかった。また、「ツキノワグマの出没が多いと、木の実が食べ

られて少なくなる。」という考察をしていた生徒も、グループ活動や講義を通して、ブナの地理的分

布や植物の生存戦略についても考えることができた。野生生物の問題について、生徒は「人間が生

態系のバランスを壊したことが原因だ。」と考察して終わってしまいがちだが、客観的なデータを分

析することで、より具体的に動植物の生態について多面的に考えるきっかけになったと考えてい

る。 

生徒の感想「自然の中で起きている現象について、グラフで相関関係がわかるのが面白かった。」

「一見ばらばらに見える値も、グラフを書くと新しい発見ができることに気付いた。」「捕食される

木の実もすべて食べられないように豊凶を繰り返す工夫をしていて面白いと思った。」 

1
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①－５ 

学習サイト「自然教育園で学ぶ自然のメカニズム」の活用に向けた検討 

国立科学博物館 下田彰子・遠藤拓洋・小川義和/筑波大学 山田博之/東京農工大学 齋藤有里加 

東京都公園協会 服部睦子/ ＮＰＯ法人地域自然情報ネットワーク 梶並純一郎 

小学校理科の「季節と生物」、中学理科の「自然と人間」、高校生物基礎の「生物の多様性と生

態系」、高校生物の「生態と環境」など、学校の授業の中で、自然の変化や人間と自然との関係性

を扱う学習内容がある。これらの学習内容は、変化に時間がかかることや多様な要因が複雑にか

かわっていることから、実際の状況を目の前で見ることがなかなかできないため、その理解が難

しいものとなっている。 

国立科学博物館附属自然教育園（以下、自然教育園）は、東京都港区に位置し、旧武蔵野の自

然景観を保つことから天然記念物に指定される都市緑地である。自然教育園は、貴重な自然の保

護地であるほか、博物館附属施設として、調査研究及び自然教育の役割も担っている。学校団体

も受け入れており、要望があれば職員やボランティアが自然観察案内を行っている。 

自然教育園の植生管理は、天然記念物の保存として、旧武蔵野に代表される二次的自然環境を

保全し、生物多様性を維持するために不可欠な行為である。しかし、植生管理の重要性について

一般の方への理解はあまり浸透しておらず、その理解促進が課題となっている。自然教育でも天

然記念物の保存への取組の中で、一般に向けた植生管理の理解促進が課題となっている。本研究

では、植生管理の理解を目的とした学習サイト「自然教育園で学ぶ自然のメカニズム~人とのか

かわりで守られる自然~」（https://gis.screenpilot.tokyo/）を制作・公開した。 

植生管理は、目標となる植生で植生遷移を止める行為であり、植生遷移の概念と密接にかかわ

ることから、本サイトでは実際のデータを活用して可視化し、視覚的に遷移が理解できる画像を

コンテンツとして制作した。

また、サイトには生態系を考

慮した植生管理手法を解説

した内容の動画（遠藤ほか 

2020）や季節変化を可視化

した画像も搭載した。これら

のコンテンツは、生態系への

理解の一助となると考えら

れ前述した「生物の多様性と

生態系」等の単元の指導教材

としても活用できる可能性

がある。 

本発表では、特に学校を対

象とした本学習サイトの活用に向け、学習指導要領との関連という視点から検討する。なお、本

研究は JSPS 科研費 JP18H00761 の助成を受け実施した。 
参考文献：遠藤ほか,国立科学博物館附属自然教育園における植生管理手法のデジタルアーカイブ化に向けた取り組みについてデジタ

ルアーカイブ学会誌,2020, Vol.4, No.2,ｐ.214-217, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsda/4/2/4_214/_article/-char/ja/ 

学習サイト「自然教育園で学ぶ自然のメカニズ
ム」 ~人とのかかわりで守られる自然

~
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①－６ 
色覚を通して多様性を認める社会を考える 

～ICTを活用し、色覚を教科横断的に学ぶ～ 

千葉県立浦安南高等学校 橿村豪紀 

教育現場には様々な困難さを抱える生徒が在籍しており、文部科学省からは、共生社会の構築を目

指した様々な形の提言がなされている。本研究では、高等学校生物「生物の環境応答」分野の視覚器

（眼）について学ぶ中で、眼の構造や光の情報の処理といった生物学的な学習にとどまらず、本研究

の主題である“色覚を通して多様性を認める社会を考える”について発展的に扱い、これからの共生

社会について考えるきっかけとするものである。 

 本研究は「動物の刺激の受容と反応」の単元計画の中で１時間分として扱っている。事前に動物の

感覚器の一つである眼について構造や光を受容する仕組みについて扱っており、本研究は主にその後

の１時間の授業展開について研究したものである。以下に、授業展開を簡単に紹介する。 

 ＜導入＞錐体細胞と杆体細胞について、また様々な色覚特性について確認する。＜展開＞①石原式

色覚検査表を提示し、色覚検査について解説する。②スマートフォンアプリの【色のシミュレータ】

を使用し、色覚検査表や食品の写真など身近なものをスマートフォンのカメラを通して見ることで、

様々な色覚特性を体験する。③様々な色覚特性の人の色の見え方を体験してどのように感じたか、自

分の思った事をプリントにまとめる。④それぞれの色覚特性を持つ人がどのような不便さを日常生活

で感じるかをグループ内で話し合う。各グループで出た意見を発表し、クラス全体で共有する。⑤今

までの学習内容や【色のシミュレータ】を使った疑似体験、グループワークを踏まえたうえで、各自

で未完成な路線図を様々な色覚特性を持つ誰もがわかるようにユニバーサルデザイン化する。＜まと

め＞ヒト以外の生物、特に野生のサルにもヒトと同じように色覚特性があることを学び、最新の研究

から色覚特性と生物多様性の関係についての理解を深める。 

授業を行って初めて自分に色覚特性があることに気づく生徒も少なくない。このことは、現在でも

色覚特性によっては就職することが難しい職業がある中で非常に重要なことではないかと考えてい

る。日本では古くから色覚特性について差別がある。その差別を生み出す根源との指摘があり、学生

に対し何度も強制的に行われていた石原式色覚検査が現在では希望者のみになったことは良いこと

だと思う。しかし、自分の色覚特性に全く気が付くことがないまま、また色覚特性という概念すら知

らないままに社会人となってしまうことには問題があるのではないだろうか。自分の色覚特性を知る

ことは、生徒が自分の人生を考えるうえでも非常に重要であるし、自分自身の個性（色覚特性など）

を知ることで初めて、他者の個性や特性に対して理解

が深まり、多様性を認める社会を素直に受け受入れら

れるのではないか。今後は、本研究で行った色覚特性

を認め合えるような共生社会に関する学習だけでな

く、様々な形で生徒一人ひとりが共生社会について継

続的に考えらえるようなきっかけとなる授業を実施

したい。 
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①－７ 
ArcGIS onlineを用いた「情報×生物」の授業【第 1報】 

― 世界を幸せにする“日大豆プロジェクト”の試み ― 

札幌日本大学中学校高等学校 村山 一将 丸木 克朗 横尾 圭二 

米国 Esri社の ArcGIS online は地理情報を収集・整理・管理・解析・伝達および配布するための世

界規模のプラットフォームであり，各種地図データのほか目的に応じて使い分けが可能なさまざまな

アプリケーションから成り立っている。Survey123 はスマートフォン等でも直感的に操作可能な調査

用クラウドアプリ（図 1）であり，地理情報と紐づけしたデータを容易に収集することができる（図

2）。当校生徒と全国各地の外部協力者の手で大豆を栽培し，その記録を ArcGIS および Survey123 を

用いて収集・解析するとともに，新規大豆食品の研究開発等に取り組む教科融合型の PBL（日大豆プ

ロジェクト）を試みることにした。 

 

図 1：Survey123の調査フォーム 

（iOSアプリ版） 

 

図 2：Survey123 で収集したデータの閲覧画面例 

（PCブラウザ版／2021年 7月 6日現在） 

1．対象および実施科目 

 高校 2 学年生徒約 230 名を対象に「情報の科

学」（1 単位必修）の授業の一部として行った。

授業は情報科教員 1 名および理科教員 2 名がそ

れぞれ担当し，必要に応じて TTを実施した。 

2．調査の概要と結果 

 事前学習を経たうえで 6 月に大豆（Glycine 

max‘early hakucho’）を播種し，調査を開始し

た。調査項目は栽培地位置情報・肥料の有無・土

壌 pHなど全 15項目（測定段階によって増減）と

した。7 月 6 日現在で 100 件強の入力があった

が，まだ十分ではない。 

3．今後の展望 

8月下旬から 9月上旬にかけて収穫および調 

査を行い，それ以降はデータを解析するととも

に，教材としての ArcGISの有効性を検討してい

く。収穫した大豆を用いた加工食品（豆腐・人口

肉など）の研究開発等も含め，【第 2報】を来年

度の日生教北海道大会で報告予定である。 

≪本日の発表資料等≫ 

 
問い合わせ：paphiopedilum108@gmail.com 
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②－１ 
探究の要素を取り入れた 

「生物基礎」「生物」分子生物学分野の授業実践 

東京都小石川中等教育学校 佐野寛子 

はじめに 

 令和４年度より施行される高等学校学習指導要領理科解説(文部科学省 2018)では、第５節理科第１

款目標に「自然の事物・現象に関わり理科の見方・考え方を働かせ、見通しを持って観察、実験を行

うことなどを通して自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を(中略)育成する

ことを目指す」とある。また、基礎科目では探究の一部分を扱い、発展科目では探究の全過程を行う

ことになっている。よって、観察実験または資料を通して、生徒が結果を予測、考察し、検証計画の

立案を行うことができるよう、この方針で授業改善を行っていく必要がある。 

■実践の背景 

「生物基礎」「生物」の DNA、遺伝子の分子生物分野では、学問の体系が確立しており、また DNA抽

出や PCR法及び遺伝子導入等、高校の生物室で行える分子生物学分野の実験についてもほぼ確立がさ

れている。すなわち、実験の結果は明白であり、検索すれば答えが出てくる。また実験の考察もイン

ターネットや資料等にも多数掲載されており、トラブルシューティングまで調べることができる。そ

のため、初学者の学習及び理解を図るにはよいが、生徒の学習状況によっては、答えありきの観察実

験に興味・関心を持てない生徒が多くいるのも事実である。他、実験設備や器具、及び試薬が高いな

ど、予算的な問題で探究を行うまでの余裕がないこともあげられる。 

■実践のねらい 

筆者は以前からレシピ実験に生徒の仮説や検証計画を複数通り考えられるような余白をもった実

習を考案・実践している。今回分子生物学本分野の実験に探究要素を取入れた実習を考案・実践した。 

■生徒観、授業観 

 対象：中等教育５年生(高２)(159名) 

中等教育学校の生徒は、3 年次(中３相当)では DNA および遺伝子について、生物基礎範囲で既習し

ている。また、当時の生物担当者によりブロッコリーからの DNA抽出の実習を行っているが、化学的

な理論については学習をしていない。 

5 年次の本実習前には、化学的な原理について学

習を行った。実験レポートの作成前にルーブリック

を配布している。 

■実践内容 

・「どうやって抽出するか ～DNAの抽出～」 

・「どこからでも採取できるのか 

～DNAサンプリング～」 

・「操作上、安全性の高い電気泳動槽の作製」 
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②－２ 
３教科横断授業（地理×生物×園芸）の実践例と、 

文系理系の思考の違い 

鷗友学園女子中学高等学校 横田直樹 

 

■はじめに 

 教科横断を伴う授業は、生徒が多角的な視点を得る上で重要である。ただし、３教科以上横断した

授業実践例は多くない。そこで、地理×生物×園芸の３教科横断による授業の実践例を報告する。な

お、本授業は高校２年生の文系、理系進路選択後のどちらのクラスにも同内容の授業を行った。そこ

で見られた、文系、理系を選んだ生徒での思考の違いを考察し、報告する。 

 

■授業の内容と流れ 

 高校２年理系生物選択者、高校２年文系地理選択者を対象に、2021年２月に行った。テーマは「バ

イオマスエネルギーを、被災地で、どう（場所と材料）作っていくのか？」とした。 

冒頭に教員による座談会形式でバイオエタノールに関する説明を行い、その後はグループワークと

した。グループワーク後、班ごとに考えたプランを発表し、生徒および教員からフィードバックを行

った。 

同内容の授業を高校２年文系地理選択者においても行い、生徒が考えたプランや事後アンケートを

比較した。 

 

■生徒が考えたプランから見る理系文系の生徒の思考の違い 

 理系生物受講者の案は「どの作物を利用するか」、「バイオエタノールの収量をどのように上げるか」

といった技術的な視点を重視する一方で、事業として維持するために必要な政策など、社会的な視点

が不足する傾向があった。一方、文系地理受講者では、「政府による補助金支援」、「作物の輸送コス

ト」といった政策やコストを重視する一方で、収量などの技術的な視点が不足する傾向があった。こ

のような傾向は事後アンケートによる感想からも読み取れた。 

  

■展望 

 本実践を通して、理系の進路を選択した生徒には「技術的な視点は優れているが、どのようにすれ

ば事業として維持、成功するのかという視点が不足している」という傾向が見られ、日本が長く抱え

ている問題を再認識させられた。 

社会的課題の解決には、社会的視点も技術的視点も必要である。今後、理系・文系のそれぞれでプ

ランを発表し合い、互いの視点の偏りを再認識させた上で、文理混合の班をつくり、よりブラッシュ

アップしたプランを考える授業を行いたいと考えている。 

お問い合わせ先 yokota@ohyu.ed.jp  



28 

 

②－３ 
 生徒はヒトについて知りたい 

  文系のテーマもＯＫ。理科課題研究の教科横断的テーマへの挑戦 

東京都立国分寺高等学校 市石 博 

「理科課題研究」2 年生に自由選択科目と

して希望者対象に行っている。テーマは何

をやってもいいこととし、いわゆる文系の

テーマも受け入れている。ただし、理科課

題研究なので何らかの理科的要素を視点

の一つとして入れることを条件に進めて

いる。今年で 3 年目となるが平均 60 名程

度の生徒が放課後の時間帯に毎週 1時間、

自分自身のテーマに基づいて仮説を立て、

実験、調査を行い、年度末には研究発表を

行っている。3 年次には総合的探究の時間

の課題である「個人探究論文」の題材に、

この 2年時の研究テーマを発展させてまと

めている。最初はどうなるかと思ったが、様々な視点が融合していく中で、生徒も多くのことが学べ、

教師も共に成長していくユニークな試みとなっている。ヒトを題材としている分野では、自然科学の

分野では人類学がある。また、進化の視点からは、霊長類学もある。これらの学会との関係も踏まえ

ながら、今回はその成果を発表する。 
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②－４ 生態系の保全における授業改善の試み 

               山梨県総合教育センター 廣瀬 志保 

１.はじめに 

実践校である山梨県立吉田高等学校（前任校）では、これからの時代を生き抜くために必要な資質・

能力を検討し、高校３年間を通して身に付ける力「①自己肯定力：短所も含めて、自分を認める力。

②傾聴力：他者の意見を謙虚に聴く習慣。③分析力：事実を客観的に分析する習慣。④思考力：物事

を鵜呑みにせず、「何故か」を考える習慣。⑤発信力：自分の考えを、わかりやすく他者に伝える方法。

⑥想像力：未来（結果）を考え、想像する力。⑦創造力：課題を解決する方法を創造する力。⑧自身

の考えに基づき、行動する力。」を教育目標に据え、吉田高校グラデュエーション・ポリシー（吉高 GP）

として、これら８つの力をすべての教育活動に紐づけている。本実践は筆者が担当した生物基礎の授

業における実践である。 

２.研究の目的 

 （１）教育目標である吉高 GPの発信力、想像力を高める。 

（２）生態系の保全について深く理解する。 

３.研究の方法 

 （１）単元の最後に生徒の振り返りシートを活用し、吉高 GPの生徒評価を分析する。 

 （２）年度はじめと最後に同様の内容でウェビングマップを作り、4 月と 3 月のものを比較してそ

の振り返りを分析する。 

４.授業実践 

 生物基礎（２学年）の授業「生態系とその保全」の単元「生態系の保全」において、４時間で授業

をデザインした。授業内容は以下の通りである。 

第 1次：７班の専門家班（酸性雨、地球温暖化、外来生物、生物濃縮、食物連鎖、絶滅危惧種、時

事問題）を設定し、各自が専門分野に関する参考図書や文献を選び、掘り下げまとめる。 

第 2次：専門家班で発表し内容を広くかつ深め、かつ、個人の収集した情報の正確性を高める。ま

とめとして、班の要旨を 30秒にまとめて CMにする。 

第 3次：専門家班でまとめたことを、ジグソー班で発表する。発表ごとに質疑応答をする。 

第 4次：個人で全活動を通した意見文を 600字程度で作成し、新聞に投稿する。 

５.まとめと今後の課題 

 振り返りシートのアンケート結果から、発信力については 97％の生徒が、想像力については 92％の

生徒が高まったと回答した。生徒の単元の振り返りでは「専門家班の紹介を限られた時間で伝えるこ

とで、内容を簡潔にまとめ、発信力を高めることができた。」、「自分で調べてまとめることから、日常

生活などでも自ら疑問を持ち、調べ解決策を探すような積極的な人になりたい。」などがあった。今後

は ICTも効果的に利用してさらに、生徒の資質・能力が伸ばせる授業改善に取り組みたいと考える。 

 総括と今後の課題については口頭発表にて明らかにしたい。 
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②－５ 探究活動の導入における、見方・考え方を活用した自然観察実習 

東京都立国立高等学校 中澤啓一 板山 裕 

 本校では、2015年度から、高校 1年の生物基礎（３単位）の授業内で、探究活動（研究）を実施し

ている。今回は、今年度探究活動の導入として 4月に実施した自然観察実習について報告する。 

 探究活動では、生徒が自然現象を観察し、そこから気づきを得て、研究テーマとなる課題（問い）

を設定するプロセスがまず重要となる。しかし、この過程が最も難しく、与えられた課題を解決する

ことは得意な生徒でも、自分で課題を設定することは容易なことではない。発表者は、これまで探究

活動の導入として、「問い」を立てることを目的とした自然観察実習を 4月に実施していた。しかし、

生徒が挙げた問いは、視点が不明確で抽象的なものや、観察よりも知識を基にしたものが多く、そも

そも「観察」が十分にできていないことがわかった。 

 令和４年度に施行される新学習指導要領には、「理科の見方・考え方を働かせて、見通しをもって観

察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究する資質・能力を育成する」と

ある。そこで、「見方・考え方」を働かせて、生物をよく「観察する」ことを目的とした自然観察実習

を考案した。目標は以下の三点とした。 

 ・生き物を多様な視点で観察する 

 ・自分が見たものを具体的な言葉で表現する 

 ・自分が気づいたこと、言語化したことを他者に分かるように伝える 

 野外に出る前には、例えばどのような「視点」での観察があり得るかを例示した。実習は、以下の

ような過程を踏んで実施した。 

 ア）生き物を見て、それを複数の観点で捉え「言葉」で表現する。 

 イ）ひとつの生き物について、自分が言語化した内容を、生物名を伏せて言葉のみで他者に伝える。 

 ウ）イ）の説明を受けた生徒に、観察した生き物の写真・スケッチ等を見せ、説明を受けた生徒は、

聞いて頭で思い浮かべたイメージと実際との違いを比較して、不足している情報や情報の伝え

方をアドバイスする。 

 アまでを１単位時間の授業内で、イ・ウを次の１単位時間で実施した。本実習によって、生徒の課

題が明確になったと共に、この次に実施した探究活動にも影響が見られた。それらを含めて報告する。 

 

 



31 

 

②－６ 古典的な遺伝実験・実習を「生物の進化」に位置づける 

           筑波大学附属駒場中・高等学校 宇田川 麻由 

1. 発表のねらい 

学習指導要領の改訂とともに、遺伝分野のコ

ンテンツは年々削られ、単元における位置づけ

も生殖・発生から生物の進化に移動されること

となった。いまや二遺伝子雑種は中学理科の遺

伝分野では全く扱われず、高校生物でも連鎖や

組換えが中心となるため明瞭な記載がなされ

ないいわば古典的なコンテンツとなりつつあ

る。本校生物科では伝統的にショウジョウバエ

の遺伝実験を実施しており、卒業生からも「一

番印象に残った実験」と評されることも少なく

ない。この遺伝実験を実施した後にカードを用

いたモデル実験と組み合わせて行うことで、生

徒が手を動かして自ら得たデータから遺伝の

規則性や遺伝的変異、遺伝的浮動といった進化

の仕組みにまで考察を広げることができるのでは

ないかと考えた。どちらも古典的な実験・実習であるが、

進化という新たな視点でこれらの実験を捉えてみたい。 

2. 授業実践の概要 

⑴ショウジョウバエの遺伝実験 

実験 A として赤眼（野生型）と白眼（w）の交雑、実

験 B として黒たん体色（e）と痕跡ばね（vg）の交雑を

行った。なお高 3 では白眼・小型ばね・さ状剛毛の三重

潜性（wmf）と野生型による三点交雑実験も行っている。 

⑵二遺伝子雑種モデル実験 

 遺伝的浮動はおはじきなどを用いたモデル実験が定

番だが、今回は二つの遺伝子座による 4種類の配偶子カ

ードをランダムに突き合わせて二遺伝子雑種をつくる

こととした。試行回数が多いほど表現型の分離比が理論

値に近づくが、実際の生物集団ではどのようなことが起

こっていると考えられるかについて考察させた。 

図 1 ショウジョウバエの遺伝実験 

図 2 

二遺伝子雑種モデル実験 

左：配偶子カード 

下：プリント記入例 
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②－７ オンラインで行う光学機器を用いた観察法 

              石川県私立北陸学院高等学校 高島 央 

●目的 授業分野に関わらず、オンライン授業を始める際に、即効性と簡便な 仕組みがなければ、取

り掛かり段階で挫折するケースが多いことを、これまでの実践の中で感じてきた。今回のテーマの特

色は、学校現場で比較的手に入りやすい光学機器（生物顕微鏡） と、日常的なスマートフォンを利用

した指導法であることが、どちらの観点においても実現しやすいところである。また、こうした方法

が今般のような感染症禍のオンライン授業においても学習効果を損なうことなく、実験教育を可能に

する指導法の一助にすることを目的とする。 

●方法 デジタルカメラおよび通信機器の両機能を兼ね備える身近な機器である「スマートフォン」

を使い、できる限り簡便な設備の検討と仕組みを確立することを目標に様々な視点から試行する。本

校で一時行われたオンライン授業は現在行っていない。現在行っている対面授業において、教員―生

徒間、生徒－生徒間の視野の共有および観察記録の保存を中心に生物の授業で行う。 

(授業で扱う内容と順序) 

１、オンライン会議用ソフト（zoom）のインストール 

２、顕微鏡のセッティング 

３、試料の観察（肉眼） 

４、スマートフォンでの視野の共有（教員－生徒） 

５、スマートフォンでの視野の共有（生徒－生徒） 

６、スマートフォンでの観察記録 

 

●結果 試料の観察を肉眼で行うことで通常の顕微鏡観察を復習した。教員から生徒へ試料の観察ポ

イントを紹介する際に、視野を共有しながら説明した。スマートフォンの視野を見ながら、生徒用顕

微鏡を操作し観察できた。別の観察班の視野をすべての生徒が共有し、班ごとにその視野を紹介でき

た。興味深い視野については、生徒が個別にその視野についてスクリーンショット機能を利用し観察

記録をとった。最後に、班ごとに興味深い観察記録について保存した写真を zoom の画面共有機能を

利用し、紹介できた。 

●考察 今回は、理科室に保存してあった観察用プレパラートをランダムに観察した。観察試料の検

討ではなく、顕微鏡観察の方法について検討し学習した。他者との「視野の共有」や「記録の共有」

を行うことが十分にできた。今後、自然環境の池などから野外サンプリング試料を得て、微細藻類の

観察などでは効果的な学習が期待できる。特に、ターゲットを絞りにくい微細藻類では教員から生徒

への視野の共有で動的な映像をもとに生徒へ視野の検索方法を教授したい。 

 

●本研究は JSPS KAKENHI Grant Number JP21H03916 の助成を受けたものです。 
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②－８ ICT を活用した授業での活動の「代替」と「増強」 

                 三田国際学園高等学校 大野智久 

現在、様々な業界で DX（デジタルトランスフォーメーション）の重要性が指摘されている。教育

業界も例外ではなく、DX に関連した様々な動きが始まっている。ただ、実際に何をどうすればよい

のかという点については、まだまだ知見が少なく、イメージもしにくい現状がある。 

Puentedura(2010)により提唱された SAMR モデルを、豊福（2018）は以下のように訳語をあて整

理している。 

１ Substitution（代替） 道具は代替するが、機能は変えない 

２ Augmentation（増強） 道具を代替して、機能も改善する 

３ Modification（変容） タスクの大幅な再設計を可能にする 

４ Redefinition（再定義） 従来は想像もできないような新たなタスクの創造を可能にする 

まずは、従来の授業で実施していた様々な活動を、ICT を活用して「代替」していくことから始め

るのがよい。また、「代替」を進める中で、従来できなかったことが ICT を使えば実現できる、授業

活動の「増強」という側面も見えてくる。 

 本発表では、ICT を活用した授業での活動の「代替」と「増強」に関して、いくつかの具体的な活

動を紹介したい。なお、基本的には無料で使用できるツールを用い、デバイスや通信環境以外に学校

としての特別な予算措置がなくても実施できるものを中心に紹介する予定である。 

 

【紹介予定の実践事例】 

●授業アンケート、振り返りシート、試験の実施 

・Google フォームにより、集計が自動化し、記録の蓄積もできる。 

・PDF ファイルを併用することにより、活用の幅が広がり、活用場面が増える。 

●質問対応 

・テキストツールでリアルタイムに多くの質問を収集し、かつニーズの高い質問を把握し対応するこ

とができる。 

●観察・実験 

・生徒が必要に応じたツールを活用することで、紙のレポートではできなかったことができる。 

例①冷点・温点の実験での「10×10」の表の作成、点の可視化 

例②光合成色素の分離実験におけるタイムラプス撮影 

●探究活動 

・様々なシンキングツールを活用することで、自由度高く探究を進めることができる。 

・成果物を共有・相互評価をすることで、気づきや学びを深めることができる。 
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②－９ カードゲームによる自学自習の可能性 

                埼玉県立春日部高等学校 中村達郎 

 科学に関連するカードゲームから、生徒らが自主的な学びを行ったことについて紹介、報告する。 

 

昨今、生物学をテーマとしたカードゲームが発売されている。発表者は、コレクションとしてそれ

らのカードゲームを集め、生物部の生徒に遊んでもらっていた。 

 

 すると、生徒の中からは学習内容外の専門用語の暗記や、自主的にカードゲームを作成するなどの

行為が見られた。これらの事から、カードゲームという遊びが、専門的な学びや課題研究の入り口と

なるのではないかと考えた。 

 

 今回の発表では、実際に学びにつながったカードゲームの紹介や、具体的にどのような学びに発展

したのか、今後期待されることについて報告する。 

 

図１：各種科学に関係するカードゲーム 

 

図２：動物分類かるたと生徒が作成した「特定外来生物かるた」 
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③－１ Google earth studio と my360°beta で生物実習をオンライン化する 

                 東京都立淵江高等学校 白石直樹 

コロナウイルス対策のため、遠方への移動や宿泊学習が制限されて 2度目の夏休みを迎える。東京

の山の手に対し、通称川の手と言われる下町の高校と下町を流れる荒川の流域にある埼玉県の高校が

合同で実施してきた生物実習は、早崎博之氏が 1994 年に創設して以来、26 年目にして 2 年連続して

中止となった。この間には、野生動物の食害、台風や豪雨による森と川の変遷を観察、調査し、流域

の課題を考える実習によって蓄積された映像や調査結果があり、それらを生かして学ぶ機会が失われ

た損失を少しでも回復し、次の世代に繋ぐことに意義を感じ、360°カメラ(GalaxyGear360)と顕微鏡

映像を合わせてオンラインで教材化することを模索してきた。 

都立高校には、Microsoft Teams が全校に導入されたが、まだ生徒側の端末は BYODで、校内 WiFi

の整備途中である。教員用の端末もクラス数しかないため、授業用タブレット(1校 40台)の半分を貸

し出している。そこで、生物選択者 20名程度が授業用タブレットを用いるか、教室での授業における

提示教材として使えるように動画を YouTubeにアップロードするだけでなく、Google Earth Studio 

と my360°を用いて、生徒が主体的に学べることを目指した。 

Google Earth Studioは、無料で登録して GoogleEarthのツアーを連続した静止画として描き出せ

るブラウザベースのアニメーションツールである。ブラウザベースではあるが、パソコンのメモリー

が少ないと落ちるようで、64bitOSが一般的になっている現在では、8GBから 16GBのメモリーはノー

ト型パソコンでもふつうに使える。ただし、Google earth Studio は静止画の連続となるので、これ

を iMovieなどに 1枚 0.04 秒ぐらい(25コマ/秒:シネマは 24コマ/秒)に設定して取り込み、音声なり

音楽なりをつけてレンダリングする必要がある。これで、東京の下町から埼玉県秩父市の実習地まで

ドローンで飛んでいくような動画を作ることができる。実習地での映像とキャプションは、my360 に

よって、360°の映像に、個別のリンクを貼ることになる。映像の中のリンクをクリックすると写真、

解説、問いなどが開く仕組みである。公開アドレスで共有する。https://app.my360.io/CTA-FHG 

iPadの VRモードで見ると、端末をリンクに向けてクリ

ックするリアリティがある(左の図)が、映像が小さい。通

常モードの方が、リンク先は見やすい。(右の図) 

 

これらを、エクセルなどにリンクリストとして貼り付け、課題として送るか、Microsoft Formsを

用いて設問(クイズや記述)を作り、動画を Microsoft Streamにアップロードして、対話機能を用いて

formをリンクさせることで、動画を見て問いに答えていくという流れを作ることができる。 

オンラインでの実習は、現地での体験を代替するものではない、逆に現地では想像するしかない流

域の俯瞰的な把握は、オンラインでしか得られないものである。現地実習が可能になっても、オーバ

ーユースを避ける点から、リアル配信により多くの生徒が参加できる可能性を感じられる。現地実習

が可能になっても今回の教材を併用して、流域の理解をより深める学習環境を用意したい。 

https://app.my360.io/CTA-FHG


36 

 

③－２ 身近なフィールドの魅力を伝える教育活動 

長野県豊科高等学校 前田拓哉  

長野県にはとても豊かな自然環境がある。私が現在勤務している豊科高校は安曇野市の標高およそ

550mの平地にあり，東西を山々に挟まれている。西側の北アルプスは標高 3000ｍ級の山々が連なり，

その美しさや険しさから県内外の登山者を魅了するだけでなく，そこにある奥行きのある生物多様性

は，これまでに多くの研究者の興味を掻き立ててきた。また，東側の山々は，標高こそあまり高くは

ないが，上りやすい山も多くあり，地元では東山と呼ばれ親しまれている。人の手が多く入っており，

北アルプスとはまた違う里山的な魅力を秘めている。 

私はこの安曇野を含む近隣地域のフィールドや，そこに棲む生きものたちの魅力を知ってほしいと

いう想いを主軸に教育活動を行っている。この機会にその実践例を報告したい。ここでは便宜的に「野

外実習 (図 1, 2)」「実験 (図 3)」「教室 (図 4)」という 3分野に大別して話をすすめる。まとまりに

欠いた報告ではあるが，先生方の頭の中に少しでも残る部分があれば幸いである。 

 図1 槍ヶ岳山頂を目指す自然科学部 図2 好奇心・食欲ともに旺盛な生徒もいる 

図4 生物の授業では最近の気づきなどを紹介 図3 校内にクマ牧場がある？北アルプスも見える 
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④－１ プラナリアの野外生態と分布～河川という変動環境への適応～ 

山梨県立都留高等学校 松尾 洋 

方丈記冒頭にもあるように、河川は恒常的に変化する変動環境である。ナミウズムシは日本の淡水

に広く分布するプラナリア類（扁形動物門）で、河川という変動環境に高度に適応している生物種の

１つである。再生実験や河川の水質指標生物として高校の教科書に登場するが、実際に採集するには

コツが必要である。また、山梨県桂川流域ではアメリカツノウズムシをはじめとする外来プラナリア

が確認されている。本発表では、プラナリアの微小生息場所の特定と分裂の時期、在来種と外来種の

分布を調査した事例を報告しつつ、近年の豪雨災害も視野に入れた環境教育のあり方を提言する。 

定期観察は主に東京都八王子市高尾町の案内川で行った。月に１～３回サンプリングを行い、分裂

個体数を数えた。分布調査では、山梨県郡内地域を対象に、桂川流域の４河川を広域にわたってサン

プリングし、種別に個体数を数えた。降雨の直後に分裂個体数が増えることから、河川の増水によっ

て分裂が生じている可能性が示唆された。また、河川の合流地点に多く分布することが分かった。プ

ラナリアは河川という変動環境の中で、最大限に適応した生物といえるのではないか。河川は森から

海につながる連続環境でもあるから、河川の生き物を調べることは環境問題を考える点で非常に効果

的である。特にプラナリアは外来種の問題も加わり良い教材である。室内でメスを当てるだけでなく、

プラナリアを野外で探し、足を川につけることで、何か気が付くことがあるはずである。 

再生途中のアメリカツノウズムシ（北米

原産．耳介が発達しているのが特徴）。 

山梨県初狩の採集地（左）。左の支流（宮川）から個体が共有される。台風後に主流

河川は大規模攪乱を受けたが（右）、その後もプラナリアは生息が確認された。 

西桂に生息するアメリカツノウズム

シと宮川に生息するナミウズムシの

体調の違い（上）。山梨県桂川流域の

プラナリアの分布（右）。 
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④－２ 高校でのミズクラゲの飼育とストロビレーションの観察 

                 長野県松代高等学校 清水加奈 

海で大量発生したクラゲが，漁業に深刻な影響を及ぼすことがしばしば報道される．中でもミズク

ラゲの仲間は，大量発生により世界中の沿岸において，社会的な環境問題を引き起こしている．一方，

水族館などでクラゲは人気の動物であり，ミズクラゲが展示されることは非常に多い．多くの場面で

ミズクラゲは注目を集めているが，クラゲ世代以外を観察する機会はあまりない． 

ミズクラゲの生活史は，以前の高校生物の教科書に記載されていたように，付着生活をおくるポリ

プ世代と，浮遊生活を行うクラゲ世代に分けられる．ポリプ世代は分裂や出芽など無性生殖をおこな

い個体数を増やすが，クラゲ世代は雌雄異体で有性生殖を行う．受精卵は母体内で発生が進み，浮遊

幼生（プラヌラ）として放出される．プラヌラは繊毛により遊泳し適当な基盤に付着してポリプに変

態し，付着生活に入る．ポリプは水温が低下すると体にくびれができはじめ（ストロビレーション），

皿が何層にも重なったような状態のストロビラになる．この皿のようなものは 1枚 1枚が分離してそ

れぞれが 1個体のエフィラとなる．エフィラはその後成長し，成体のクラゲとなる．ミズクラゲの世

代交代を高校で観察し，成体クラゲを飼育することができれば理科クラブや探究活動で活用できるの

ではないかと考え，ミズクラゲのポリプを入手し，ストロビレーションの観察とクラゲ世代の飼育を

試みた． 

ミズクラゲのポリプの飼育には主に人工海水を使用し，エサとしてアルテミアを与えた．入手した

ポリプを 17℃に設定したインキュベーターで維持した後に，14～15℃の生物教室に置いたところ，

2020年 4月にストロビレーションが観察された．さらに 5月にはストロビラからエフィラが放出され

た．得られたエフィラにアルテミアを与えて飼育すると，8 月までに直径約 40 ㎜のクラゲに成長し

た．6 月以降に通常登校が始まってからは理科クラブの生徒もクラゲを飼育した．休校前にいなかっ

たクラゲが生物教室に現れ，多くの生徒が驚いていた． 

ミズクラゲは海洋環境に与える社会的な影響や，世代交代をするなどの生態の面から生徒の探究活

動などのテーマに用いることが可能であると思われる．またミズクラゲのストロビレーションの観察

を通じて，生徒が生物の形態や多様性に興味をもつきっかけになればと考える． 

 

 

メデューサ 

（クラゲ） 

プラヌラ 

ポリプ 

ストロビラ 
エフィラ 

ミズクラゲの生活環 
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13 ポスター発表要旨 

 

 

① 
主体的・対話的で深い学びを自発的に発生させる試み 

 
 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 岡本圭史 

「主体的・対話的で深い学び」の実現が問われる中、私は生徒が自発的に主

体的・対話的で深い学びを実現する仕掛けづくりを試行している。主体的な学び

にはまずは楽しむ心、好奇心を生徒が抱いていることが前提である。その一環と

して、授業プリントの末尾のふりかえりで、疑問・質問を書かせる取り組みを

実施している。 

 

 

  

 

 

  

ここでは、授業内容に関する疑問・質問の他、生物に関する身近な疑問・  質問

を書くように指導している。生徒が書いたものには全員分コメントをして次の

授業で各生徒にフィードバックするとともに、特筆すべき疑問・質問があれば授

業冒頭で紹介して、学びに向かう力の向上を図っている。本発表ではこれまでの

取り組みの経緯と成果について紹介したい。 
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② 千曲川水質調査（２０１６年～２０２０年の中間報告） 

  長野県 私立上田西高等学校生物同好会 
発表者：斎藤遼 中澤莉子 町田百穂 久保山楓菜 小林芹菜（指導者：土屋勇満） 

１ 研究の動機及び目標 

  2019年10月に台風１９号が襲来し、千曲川が氾濫し多くの被害をもたらした。 

2016年から2019年まで、千曲川本流、支流にて水質調査を実施してきて、台風により調査地の様

子も変わった。台風による指標生物への影響を調査したいと考えた。また、新たな調査地点を設

け、河川の浄化作用の実態把握を試みるために新調査地点を設けた。 

  ＜目標＞ 

 ①2019年台風19号の水質への影響の調査 

  ②河川の浄化作用の解明のための予備調査 

２研究内容の概要 

   ２０１６年から２０１９年度の調査と、本年度２０２０年調査を比較する。調査場所は、千曲川本

流３地点（鯉西前、上田大橋下、坂城鼠橋下）と支流１地点（道と川の駅）で実施し、①指標生物に

よる水質判定、②パックテスト（アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、ＣＯＤ、リン酸態

リン）③溶存酸素（ＤＯ）を測定する。 

   また、本年度は新たに、下水処理場の処理水が混入する地点の下流２地点を設けた。 

３研究のまとめと今後の問題 

①2019年台風19号の水質への影響については、指標生物では水質階級Ⅰ「きれい」という結果になっ

ており、水生生物は見られている。2019年の台風前の状態の水質階級Ⅰ「きれい」と同じであった。②

河川浄化作用解明のための予備調査では、パックテストにおいてアンモニア態窒素とＣＯＤで、下水処

理水の混入による影響、浄化作用の影響が見られた。③パックテストの２０１７年から４年間の変動

は、調査地点千曲川本流（鯉西前）において、ＣＯＤの低下が見られている。調査地点No1支流の道と

川の駅ではCODとリン酸態リンの変動が大きい。今後、河川浄化作用の解明のためには水質と生物との

関係性を調査する必要がある。 

 
 
図 千曲川本流におけ
る下水処理水混入の影
響（パックテスト） 

 
 
＜上記②の下水処理水
混入の影響調査（パック
テス）概況＞  
 調査地点Ｎｏ６上田大
橋下の上流５０ｍで下水
処理水が混入する。ＣＯ
Ｄ、アンモニア態窒素濃
度が急上昇している。 
 
その後、下流の調査地点Ｎｏ７坂城鼠橋下では、アンモニア態窒素濃度は、下水処理水の混入前の濃度に回復し
ている。また、ＣＯＤは下水処理水の混入前の濃度には回復していない。 
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③ 屋代高校周辺河川の水質調査 

 長野県屋代高等学校 塩入一樹 井口誉心 西村円花 羽生田乃愛 

研究目的 

 SDGs（持続可能な開発目標）は近年の最重要課題の一つである。私達は河川の水質を維持す

ることもこれに含まれると考え、身近な河川を調査することにした。平成 16 年の屋代高校課題

研究報告書の中に屋代高校周辺の９つの河川の水質を「川の水調査セット」（以下パックテスト

と呼ぶ）、および指標生物を用いて調査した先行研究を見つけた。その中で調査地点が地図上で

示されていた。4 つの河川を選び、16 年前と同じ方法で調査し、過去と比較し、必要があれば

周辺河川の水質を向上させる方法を提案することを目的とした。 

屋代高校周辺の地図 

 

 

 

 

 

 

 

研究方法       

 屋代高校周辺の 4 つの河川に対し指標生物、パックテストを用いて水質を判定し、平成 16 年

の研究と比較する。 

 

研究結果 

 今回調査した河川の中で、神田川、聖川では大きく水質が改善されたことが分かった。一

方、岡田川の水質は平成 16 年同様汚いままであった。 

 

考察 

 神田川の水質が改善された理由として下水道の整備範囲が拡大したことが挙げられる。ま

た、神田川が流れる松代地区では松代河川愛護会によって年 2 回の河川の清掃活動や、田の水

路の清掃を行っており、その影響も大きいと考えられる。 

 

今後の展望 

今後は調査地点を増やし、より正確な水質判定を行う。また、水質が悪い河川においては、

水質の改善策を提案したい。 
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   ④ 
 

カラスバト≒こだま∼極相林のシンボルを救

え!!~ 
生徒と共に行う本校の保全生物学的活動への挑戦 

東京都立国分寺高等学校 市石 博 

天然記念物に指定されている絶滅危惧種カラスバトは、その生態研究が進んでいない中、生息地の

開発が進み、将来が危惧されている。本校生物

部では100有余年にわたって、伊豆大島で同種

の調査研究を行い、その生態を解明していくと

共に、各種学会でその研究成果を発表してき

た。研究活動を行うとともに、その保全にも取

り組みたいと考え、伊豆大島の都立大島公園や

環境省のアクテイブレンジャーなどとも協力し

ながらポスターの掲示等も行ってきた。また、

伊豆諸島の高校生のカラスバトに関する意識調

査等も行い、これからの島の将来に関与するで

あろう高校生にもカラスバトの存在を知っても

らおうと試みている。現在までの歩みと将来展

望について生徒と共に作ってきた活動を中心に

紹介したい。 
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⑤ 昆虫食の可能性と将来性 
The possibility and future of insects foods 

              長野県飯山高等学校 昆虫食研究班 

瀧澤菜々美 中山陽代 増尾秋音  

Many studies on nutrition have been conducted on insects foods such as locusts, which are 

familiar to Nagano residents, and it has been reported that they contribute to the improvement 

of general malnutrition (deficiency of protein, calories, etc.).  However, there are almost no 

studies on the improvement of new malnutrition (deficiency of vitamins and minerals). In 

recent years, the number of people suffering from new types of malnutrition is increasing in 

many developed countries including Japan.  We conducted a study to clarify if locusts could 

help improve new types of malnutrition.  Japanese locusts (Oxya yezoensis) were fried without 

oil and seven minerals were quantified using ICP emission spectrometry.  The results were P = 

370 mg, Fe = 9.3 mg, Ca = 43 mg, Mg = 67.7 mg, Cu = 1.4 mg, Zn = 7 mg, and Mn = 7 mg.  We 

compared the quantitative results with the mineral content per 100g contained in 14 kinds of 

vegetables and meat, which rank high in consumption in the Japanese diet.  Locusts contained 

more P, Fe, Cu and Mn than other foodstuffs.  Ca was about the same amount as cabbage and 

Chinese cabbage.  The amount of Mg was comparable to that of spinach. The amount of Zn was 

higher than in chicken, beef and pork. In conclusion, locusts have superior nutritional 

content compared to meat and vegetables.  By ingesting a small amount of locusts, you can get 

the same amount of nutrients as many vegetables and meat.  The results of this study clarifies 

that locusts are useful for improving new malnutrition, and demonstrate that an insect diet 

(locusts) is useful not only for general malnutrition but also for improvement of new 

malnutrition. 

長野県民に馴染み深いイナゴなどの昆虫食については、これまで栄養に関する多くの研究がなさ

れており、一般的な栄養失調(タンパク質やカロリー等の不足)の改善へ貢献する事などが報告され

ているが、新型栄養失調改善(ビタミンやミネラル等の不足)に関する研究はほとんど無い。近年、

日本を始め多くの先進国で新型栄養失調になる人が増えている。私たちはイナゴが新型栄養失調改

善に役立つことを明らかにするために研究を行った。油を使用せずコバネイナゴを炒め、ICP発光分

析法を用いて七種のミネラルを定量した。その結果、イナゴ 100ｇ当たりの含有量は、P = 370 ｍ

ｇ、Fe = 9.3 ｍｇ、Ca = 43 mg、Mg = 67.7 mg、Cu = 1.4 mg、Zn = 7 mg、Mn = 7 mgであった。

定量結果と日本人摂取量ランキング上位の野菜、肉 14種に含まれる 100g当たりのミネラル分を比

較した。P、Fe、Cu、Mnが他の食材よりも多く含まれており、Caはキャベツや白菜と同じくらいの

量で、Mgはほうれん草に匹敵する量で、Znは鶏、牛、豚よりも多いことが明らかとなった。よって

イナゴは肉や野菜と比べ優れた栄養成分量を持つため、少量のイナゴを摂取する事で多くの野菜や

肉を摂取する時と同じ程の栄養素を摂る事が出来ると考えられる。本研究結果は、昆虫食(イナゴ)

が一般的な栄養失調だけでなく新型栄養失調の改善にも有用である事を実証している。 
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⑥ メダカの色認識と行動 
Color recognition and behavior of killifish 

 長野県飯山高等学校 メダカ研究班 山﨑文菜 高垣里菜 

According to the results of a previous study, Japanese rice fish also known as medaka 

prefers dark areas to light areas. And it prefers red areas to white areas. Red is darker 

than white, so we thought that the result may be because medaka were attracted not to the 

color but the brightness. Then we studied “Can medaka recognizes colors?” First, we got 

the brightness of colored cellophane by using a measuring app. Secondly, we adjusted the 

number of color cellophane so that brightness was the almost same by referring to this 

app value. As a result, we made combinations of two layers of yellow cellophane and one 

green layer. Also, five layers of yellow and one red layer. Thirdly, we enclosed a clear 

receptacle with the layered colored cellophane and enclosed the outside with drawing 

paper so that the surrounding colors wouldn’t affect it. Fourthly, we put a medaka in 

the receptacle and recorded its action for 10 minutes. In the case of yellow and green 

experiment, the yellow average stay time was 51.23 seconds. The green average stay time 

was 65.39 seconds. The difference of average time is 14.16 seconds. In the case of yellow 

and red experiment, the yellow average stay time was 60.19 seconds. The red average stay 

time was 38.32 seconds. The difference of average time is 21.87 seconds. From these 

results, we considered that medaka prefers the green areas to yellow areas because green 

is more familiar to wild medaka than yellow. And we considered that it prefers the yellow 

area to the red area because yellow is close the medaka’s body color. This experiment 

was done in same brightness environments, but there were differences in the average time 

medaka stayed in each color so we considered that medaka judges the color not only the 

brightness. 

メダカの色認識についての先行研究においてメダカは明るい所より暗いところ、白色より赤色を

好んで行動するという結果があった。そこで、私たちは「メダカは本当に色を認識しているのだろ

うか」、「色ではなく明度で判断して動いた可能性もあるのではないか」と思い、メダカの色認識の

条件を明らかにする実験を行った。透明の容器を、重ねる枚数によって同じくらいの明度になるよ

うに調節した二色のカラーセロハンで囲み、ヒメダカを一匹入れて１０分間の動きを記録した。こ

の時、周囲の他の色などが影響しないよう、その周りを白い画用紙で囲った。黄色と緑で行った実

験では連続滞在時間の平均が、黄色側 51.23秒、緑側 65.39秒で差は 14.16秒、黄色と赤で行った

実験では黄色側 60.19秒、赤側 38.32秒で差は 21.87秒という結果になった。滞在時間の差から、

黄色と緑では野生のメダカにとってより身近である緑を、黄色と赤では野生のメダカの周りに少な

い赤より、体色に近い黄色を好んで行動したのではないかと考えた。また、この実験は明度を合わ

せて行ったが滞在時間に差があるということから、メダカは色を明度以外の条件で判断していると

考えられる。 
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⑦ エゾアカガエルの食性と体長の関係 

札幌日本大学高等学校 SSH 科学部２年 藤原 百葉 

1.目的 
 北海道固有種であるエゾアカガエル（Rana pirica）の幼生を飼育していた際、市販の餌を食

べた個体と野生の個体の体長、成長期間が異なることを確認した。 
 体長が大きいことによって捕食される可能性が低くなり、個体数の維持につながるのではな

いかと考えた。飼育環境によるエゾアカガエルの幼生の成長の違いについて調査するために幾

つかの食性に分けて実験を行った。 
エゾアカガエルの生態 
科名：アカガエル科 
生息地：北海道の森林地帯や草原、湿地 
エゾアカガエル減少の原因： 
国内外来種による捕食の増加、アズマヒキガエル幼生を捕食することによる中毒死 

 
2.実験方法 
 幼生を 20 匹ずつ 4グループの食性（動物性の鰹節とエビ、植物性のほうれん草、動物性と植

物性の両方、卵塊を採取した池の水）に分け、それぞれ上記のものを与えた。 

※西岡水源地にて許可を得て卵塊を採取。毎日全長、四肢の生える時期を記録した。 

 
3.結果と考察 
 グラフから動物性と植物性の体長の変化が早

く、変態の日数も少ないことが確認でき、鰹節に

多く含まれるタンパク質が成長に大きく関与して

いると考えられる。 
 実験時に動物性の幼生の体内色が赤色に変化し

た。原因としてエビに含まれる赤色素の影響が考

えられ、検証する必要がある。 

  
4.協力 
西岡水源池 

 
5.参考文献 
岸田治(2018)『在来捕食者種の採餌特性が有毒な

外来種に対する脆弱性を決める』北海道大学 
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⑧ 巻貝の腸炎ビブリオの非破壊検査法を開発する過程での学び 

株式会社立ルネサンス大阪高等学校 〇藤原優月・佐々木日向・竹内準一* 

 高校生物教育の一環として身近な生物を題材とし、簡単な実験操作を加えることで派生した発見

を元に実務へ利用する前提に立ち、検討過程を通じ試験方法を策定する学習を行ったので報告した

い。 

＊      ＊      ＊ 

 淀川・十三干潟（大阪府）から採集してきたイシマキガイを実験室で畜養するため市販の酵母製

剤などを投餌したところスピルリナ（ラン藻）錠に対してのみ強く忌避行動を示した。これは、ラ

ン藻が持つ水溶性色素のフィコシアニンが巻貝に共通して作用し、中腸腺に定着している腸炎ビブ

リオを放出させる（今村ら、2021）神経毒として作用（藤原、2020）していると、暫定的に解釈し

ている。 
☚ イシマキガイの忌避行動（上段） 

クロモアガー・ビブリオ培地の定型

的（藤色）及び非定型的（白色）な

呈色反応（下段） 

 吐出された粒子：細菌細胞（a）、 

スピルリナ残渣（b）、遊泳型の貪食

細胞（c）、匍匐型の貪食細胞（d） 

👉 

 

 フィコシアニンは一夜の接触

時間では巻貝を死滅させず、繰

り返しの投与が可能なため、非

破壊のまま巻貝に感染している腸炎ビブリオを中腸腺から吐出させることで巻貝を解剖せず腸炎ビ

ブリオの検出が可能となり、非破壊検査法を開発する可能性への道が拓けた。今回、素朴な飼育観

察行為を起点とし、そこから新しい試験方法を策定していく過程で可能となる学びのプロセスを考

察したい。 

 本技術評価は、①フィコシアニンに暴露する条件、②吐出させた腸炎ビブリオのコロニー検出結

果を従来法（解剖による中腸腺摘出）による結果と比較することによって可能となる。現時点では

まだ開発途上にあり、一つの新規な試験方法として確立するに至ってないが、概ね確定できた事項

に続き、新たに明確化してきた解決すべき問題点が絞り込まれた： 

１）イシマキガイ個体に対し、腸炎ビブリオを吐出させる条件設定はほぼ確定し、再現性も確認し

た。 

２）検出用培地（クロモアガー・ビブリオ）の呈色反応が定型的な藤色だけでなく、青色・白色を

呈する集落が混在し、腸炎ビブリオ以外の近縁のビブリオ科が広く吐出されることを確認し

た。 

３）細菌を吐出させた後、２回目を繰り返すと免疫系を刺激し、貪食細胞が放出される現象を見

た。 

些細な発見を契機とした技術開発、免疫学の教材開発など、体験学習が展開できる実践例とした

い。 
今村奏音・藤原優月・佐々木日向（2021）巻貝の腸炎ビブリオを放出させるフィコシアニン色素、日本植物生理学会島根大会・要旨 

藤原優月（2020）気液界面におけるサカマキガイの垂直移動の考察、高校生・私の科学研究発表会、兵庫県生物学会・神戸大学共催 

* Contact details: junitakeu@gmail.com (Dr. Juni TAKEUCHI, Director of Instructional Design, Renaissance Osaka High 

School) 
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⑨ 薬品が胚に与える影響 

              長野県伊那北高等学校  

田中大達 加藤麟太郎 庄村萌々 

 

現在，ドラッグストア等で多くの薬品を購入することができる一方，そのよう

な市販薬の中には妊婦が使用すると胎児に悪影響を与えるような薬品もある(NHK 

2020)．その多くが製薬会社等により人体への影響の詳細な研究がされている

が，妊婦の使用による胎児への具体的な影響は不明確な点が多い．また，ニワト

リ胚は入手が容易なうえ発生段階の研究が進んでおり(Hamburger and Hamilton 

1992)，New により確立された new培養法を用いることで 2日胚を 24 時間培養，

観察が可能である(福田 2013)．そこで私たちは，発生初期のニワトリ胚を用い

薬品がどのような影響を与えるか実験を行い，その結果から薬品が胎児に与える

影響について考えることとした．薬品を検討した結果，溶媒である水に溶け，濃

度を考慮し与える必要性から，解熱剤や鎮痛剤として使われるイブプロフェンナ

トリウムを含む薬品を使用することとした．薬品の濃度の違いによる胚への影響

の違いを知るためにイブプロフェンナトリウム濃度 15 ㎍/mL，1.5㎍/mL，0.15

㎍/mLの三段階に希釈したものをそれぞれ 10µL ずつ胚に投与し，24 時間培養後

に観察した．この実験で使用した 14個の胚のうち，イブプロフェンナトリウム

1.5 ㎍/mL を投与した胚の 1 つで薬品の影響を受けたと思われる胚が確認され

た．この胚では，体節の形成がされていなかったうえ，脊髄が伸長せず末端が丸

まっていた．ニワトリ胚の発生において体節形成には脊髄のみが関与しているこ

とが明らかになっているため(伊那北高校理数科課題研究 2013），私たちは発生

に異常が見られた胚において薬品が胚の脊髄の伸長を阻害したことにより体節の

形成がされなかったと考察した．次に，先ほどの考察を証明するために次の実験

を計画した．ニワトリ胚の脊髄を除去すると体節の発生が止まると仮定し，シャ

ーレに取り出したニワトリ胚の脊髄を除去し 24 時間培養，観察した．その結

果，脊髄切除を行った 4つの胚すべてで体節の本数が増加しなかったことから，

脊髄が機能しないと体節が発生しないことが確かめられた．なおこの実験で切除

した脊髄を端に避けたものから，体節の形成が見られたため，私たちは切断した

脊髄には再生能力があるのではと考え，切断した脊髄を単独培養する実験と胚の

尾側後方で培養する実験を行ったが，どちらも体節形成は見られなかった．以上

の 3つの実験から，イブプロフェンナトリウムは初期胚の脊髄伸長阻害作用があ

り，その結果体節の形成に異常をきたす可能性があることが確かめられた． 
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⑩ プラナリアの光走性と記憶 

            長野県伊那北高等学校  

神山 如水 髙橋 大成 中畑 太翔 山本 幹  

 

プラナリアは全身のどこを切られても、完全に再生する。さらに驚くことに、

まったく新しい脳まで完全に再生するのである。そこで私たちが疑問に思ったの

は、切断された後に尾部側から再生した新しい脳を持った個体にも切断以前の記

憶が存在しているのかどうかということである。普通ならば、記憶は脳に保存さ

れているため、全く新しい脳が再生した個体には記憶は保持されないと考えられ

る。しかし、負の光走性と化学走性を用いた先行研究で、プラナリアは新しい脳

が再生した個体においても記憶は保持されるということが示されている。私たち

は、このことを負の光走性と機械走性を利用することで実験に新規性を持たせて

検証した。まず、滑面側にプラナリアを置き、滑面側からプラナリアに光を照射

して粗面側に移動させ、その時間を計測するといった操作を７日間行う。その後

プラナリアを咽頭部で頭部側と尾部側に切断した。７日後に尾部側から再生した

プラナリアについて、始めと同じ実験を２日間行い、移動時間を記録した。結果

は、切断前のプラナリアは操作の後半になるにつれ、次第に移動時間が長くなっ

ていった。また、切断後の尾部側から再生したプラナリアの移動時間は切断前の

プラナリアよりも長かった。さらに、切断前のプラナリアは、操作の初日と２日

目は機械走性よりも負の光走性を優先する個体が多かったのに対して６日目と７

日目になると負の光走性よりも機械走性を優先する個体のほうが多くなったた

め、負の光走性よりも機械走性を優先するということを学習したと考えることが

できる。そして、切断後の尾部側から再生した個体についても圧倒的に光よりも

粗面を嫌う個体のほうが多かった。このことから負の光走性と機械走性を利用し

た実験においても、切断した後に新しく脳が再生したプラナリアは記憶を保持し

ていると考えることができる。 
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⑪ ウニ後期発生の飼育方法の確立を目指して 

         愛媛県立今治特別支援学校 近本恭子 

 

「生殖と発生」の単元においては、ウニを教材として学習し、生徒実験もよく行われ

る。その際、四腕プルテウス幼生までは順調に成長するが、その後、稚ウニまでの飼育

は容易ではない。その背景として、適切な水温や変態誘導体などの飼育条件が明らかで

ないことが挙げられる。これらの飼育条件を確立することができれば、学校の実験室内

での飼育が可能となり、生徒実験で稚ウニまでの発生を観察させることができる。ま

た、生徒がイメージするウニ（稚ウニ）までの発生過程を示すことによって、生徒の生

物に対する興味・関心につながるのではないかと考えた。 

そこで、本研究は、生徒実験においても受精卵から稚ウニにまで発生させることがで

きる飼育方法について検討した。その結果、水温 21.5℃に保ち、低密度で飼育することに

より、稚ウニまで育てることができた。また、チロキシンなどの変態誘導体は変態を促す効果が見

られた。 

 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

図１ ムラサキウニの発生過程 

① 四腕プルテウス幼生 ② 六腕プルテウス幼生 ③ 八腕プルテウス幼生 

④ 八腕プルテウス幼生 ⑤ 変態前       ⑥ 稚ウニ 
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⑫ 令和４年度からの生物基礎で脳死にどう「触れる」べきか 

          東京都立淵江高等学校 白石直樹 

 高等学校学習指導要領（平成３０年告示）によると、 

内容（２）ヒトの体の調節 

ア ヒトの体の調節について，次のことを理解するとともに，それらの観察，実験などの技能を身

に 付けること。 （ｱ）神経系と内分泌系による調節 ア 情報の伝達  体の調節に関する観察，実

験などを行い，体内での情報の伝達が体の調節に関係していることを見いだして理解すること。 

（下線は発表者） 

内容の取り扱い（２）内容の範囲や程度については、次の事項に配慮するものとする。 

内容の（2）のアの（ｱ）のアについては，体内環境の変化に応じた体の調節に神経系と内分泌系が

関わっていることを取り上げること。また，中枢神経系に関連して脳死についても触れること。 

とある。（下線は発表者） 

令和４年度の教科書選定にあたり、各社から見本本が出そろったところでその記述を比較し、学習

指導要領に沿った学習を展開するために、どのような課題と留意点があるかを明らかにし、授業案を

示したい。その土台として、１９８７年より都立高校５校で行ってきた脳死についての授業と生徒の

反応を以下に示す。（平成３０年日本生物教育会山口大会ポスター発表以降を補充） 

 

ここでは、最後の E校における新たな傾向を踏まえての授業例を提案したい。 
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⑬ リンゴからのエチレンガスが植物の成長に及ぼす影響 
The effect of ethylene from apples to promote the Growth of plants 

       長野県飯山高等学校 エチレン研究班  

門脇勇二郎 佐藤瞬斗 樋口太我 本山駿和 山﨑開聖 芳川賢祐  

 

Ethylene is one of the hormones known to help plants grow and rot. It is released from 

bearing and rotting fruits. Usually the focus is on the negative aspect of ethylene 

because it makes commodity crop’s quality worse. We thought that ethylene can be used to 

grow plants. Apples release fair amount of ethylene and Nagano prefecture is famous for 

apples.  So, we wondered if ethylene from apples can promote the growth of plants. That 

is why we started this research. We put apples and apple’s peels in closed containers 

and left them and grew radish sprouts in the same container as the apples for 7 to 10 

days. Observing these specimens, we made sure that whole apple released ethylene. We 

observed shorter thicker sprouts than in other containers by effect of ethylene. This 

phenomenon is known to be the effect of ethylene. We concluded that the phenomenon to 

make plants shorter and thicker was caused by the ethylene from the apples. This result 

is one of the steps of our study. We are going to research the effects of ethylene from 

apples and, it’s utilizations.   

 

エチレンは植物ホルモンの一種であり、この物質は植物の結実時、腐敗時に多く放出され植物の

成長、腐敗を助ける効果がある。長野県の特産品であるリンゴからも多くエチレンが放出されると

考え、私たちはリンゴから放出されるエチレンを用いた植物成長促進方法を確立したいと考え実験

を行った。密閉容器に入れたリンゴ、密閉容器にリンゴと一緒に入れたカイワレ大根を一週間から

十日放置し、変化を観察した。そのままのリンゴからエチレンが放出され、すりつぶしたリンゴか

らはエチレンの放出は観測されなかった。リンゴと同じ容器内で育てたカイワレ大根は、茎が短く

太くなったが、これはエチレンの既知の効果である。 

本実験から、リンゴから出るエチレン

が植物の茎を太く短くすることが示唆さ

れた。また、エチレン放出量は果肉より

も皮の方が多いことが明らかとなった

（右図）。今後、このことを利用して、

リンゴから放出されるエチレンの効果や

活用方法を探っていきたいと考えてい

る。 
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⑭ 簡易的なバイオトイレ開発にむけて 
  Search for bacteria that can be used in simple bio-toilet 

     長野県飯山高等学校 バイオトイレ研究班  

佐々木 乃彩 小山 琉香 菊池 夏花  

Our goal was to make a simple bio-toilet. Bio-toilets today use electricity to 

decompose excrement, so they are expensive and take a long time to install. By solving 

these problems, we thought that environmental pollution and health hazards caused by 

toilet problems in disaster-stricken areas and developing countries could be reduced. 

For that purpose, the bioreactor was equipped with an aqueous urea solution containing 

no yeast, powdery yeast, and haybacter, respectively, and the urea solution was 

decomposed. The bioreactor is like a bead which holds a substance in it. According to the 

results of the experiment, bioreactors with fixed yeast bacteria are the most 

environmentally friendly and easy to break down urine. 

バイオトイレとは、おがくずや微生物を使用したトイレのことで、水がなくても使用できる。し

かし、施設自体が大きく設置に時間がかかり、また、電気を使用するため多大な費用がかかってし

まう。これらのデメリットを改善し、これまでにないバイオリアクターによるタブレット型バイオ

トイレの開発をしたいと考え、バイオトイレに使用するのに向いている菌を調べた。アルギン酸と

塩化カルシウム、蒸留水を使ってバイオリアクターという物質を固定できるビーズのようなものを

作った。バイオリアクターに酵母菌、枯草菌をそれぞれ固定し、尿素水溶液に入れ、7日間の分解実

験を行った。粉状の酵母菌、枯草菌も実験の対象とした。分解反応後、粉状の枯草菌、酵母菌バイ

オリアクターアをいれた尿素水溶液のアンモニア指数の数値が一番高くなった。また、分解前と分

解後で酵母菌バイオリアクターをいれた尿素水溶液の溶存酸素の数値の変化が一番小さかった。こ

れらの結果から酵母菌バイオリアクターが一番環境にやさしく、尿素を分解しやすいため、バイオ

トイレに使用するのに向いていると考える。最終的には下図のような仕組みのバイオリアクターを

開発したいと考えている。 
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⑮ 黒目川における環境調査 

       埼玉県 私立 立教新座高等学校 生物部 

吉見響 竹川大和 中村太一 𣘺本翔大 柳河春太郞 

立教新座高等学校生物部では、環境調査の一環として 2012年から学校周辺を流れる黒目川（東京

都及び埼玉県を流れる一級河川）の調査を行っている。黒目川の調査では、市販で売られているパ

ックテストを用いて黒目川の水質を測る水質調査、投網やタモ網を用いた生物の採取および同定を

行った。調査は 5人～6人で胴長を着用して行った。 

2021年の水質調査の結果は、例年と大きな違いはなかった。生物調査では、ニゴイやヒキガエル

のオタマジャクシ、ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニなどが発見・捕獲できた。例年よ

りもオタマジャクシの個体数がとても多く、オタマジャクシをしばらくの間育てて同定を行った結

果ヒキガエルであると確認できた。ミシシッピアカミミガメは 1年ぶりに捕獲された。調査で確認

できた外来種の数は去年よりも増えてしまった。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で祭り

などが中止になったことが関係しているのか、例年発見される金魚は発見されなくなった。川で見

つかるビールの空き缶やビニール袋も少なくなっていた。このように、黒目川の環境にとって良い

出来事も確認することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

（調査の様子） 
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⑯ 
水草の多様性を授業で活かす 
～細胞，進化，分類での教材化～ 

         埼玉県 私立 立教新座中学校・高等学校 和泉利香 

水草は、陸上から水中の環境に適応した植物である。そのため、種類によっては水中生活の特徴

と陸上生活の特徴の両方を観察できる植物である。さらに、水槽を準備すれば、1年中観察が可能な

植物である。そこで、近年熱帯魚ブームにより種類が豊富な水草を細胞，進化，分類分野で活用で

きないか検討を行った。 

１．細胞分野での活用 

授業では、細胞の構造、原形質流動、体細胞分裂

など、それぞれの観察に適した生物を用意する必要

がある。浮草であるアマゾンフロッグビットは、葉

の表面に気孔があり、そのままの状態でも低倍率で

気孔を観察することができる。また、根毛では原形

質流動の様子を簡単に観察することができる。その

他、体細胞分裂も酢酸ダーリアバイオレット液を用

い、観察が可能である。    

２．進化・分類分野での活用 

 水中から陸上への進出として、維管束の獲得，気孔の形成が挙げられる。葉の形がわかりやすい

オレゴンリバーモス，葉に気孔があるベトナムゴマノハグサやロタラ・マクランドラ，実験でよく

用いられるオオカナダモを用い、葉の観察・比較から生物の進化・分類について主体的・対話的な

学習を展開することができる。さらに、アマゾンフロッグビットも加えることで水草の環境への適

応・多様性についても展開が可能である。 

以上のように、水草の活用が様々な授業展開に有効であると考える。 

 

 

 

 

 

(オレゴンリバーモス) (オオカナダモ) (ベトナムゴマノハグサ) 

(気孔の様子) 
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⑰ 環境にやさしいバイオリアクター 

       長野県飯山高等学校 自然科学部 

寺澤太尊 髙橋楓太 他 10名 

 

バイオリアクターは酵素などを固定化し、不溶性の担体にしたものである。これは物

質を分解することができる上、環境に対しての利点がある。例えば、酵素の懸濁液をつ

くり、そのまま水に入れると、当然ながら液体は濁り、水質は悪くなってしまう。これ

では、自然の環境において、水質汚染の原因となり、環境へ大きなダメージを与えるこ

とになってしまう。これでは、いくら物質が分解されても、水質が悪くなり、水質の汚

染につながる。一方、酵素の懸濁液を固定化させて、バイオリアクターにしたものを水

に投入すると、バイオリアクターは不溶性のため、濁らず、固定化した物質を水に溶か

すことなく物質を分解することができ、水質汚染も防ぐことができると考えられる。 

本研究では、アルギン酸ナトリウムを塩化カルシウム水溶液に滴下することで作製し

た何も固定化していないバイオリアクターを尿素溶液に入れることで溶存酸素（DO）が

変化するか観察し、バイオリアクターそのものが環境に与える影響を検証した。尿素溶

液だけの場合と、バイオリアクターを入れたもので結果を比べると、どちらも DOが９

以上と高い状態が維持されるという結果が得られた。このことから、バイオリアクター

そのものが環境を汚す可能性が低いと考察できる。 

今後は、酵母菌などの菌を固定化したバイオリアクターを用いて物質の分解ができる

か検証する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 作製したバイオリアクター 
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⑱ 高校生ネットワーク「チームアライグマ」の取り組み 

      埼玉県立蕨高等学校 生物部３年  

チームアライグマ代表 岸本宏輝  

 

 １．高校生ネットワーク「通称：チームアライグマ」とは？ 

2014年より、埼玉県内外の高校約１０校を中心にアライグマの生態調査、研究および外来生物問

題の啓発活動を実施してきた。定期的に野外調査や勉強会を実施し、シンポジウムの開催や Twitter

での発信等の活動を通して啓発活動も実施している。アライグマ調査で広がったネットワークを活

かし、近年はアライグマのみならず、埼玉県北部・東部を中心に広がりつつあるクビアカツヤカミ

キリの調査や、希少な野生生物の調査を行うなど、高校生ネットワークを活かした広域モニタリン

グ調査を実施している。 

２．アライグマ調査の報告 

  2018年から 2021年にかけて、チームで協力をし、埼玉県内 200地点以上の寺社・公園等でアラ

イグマの爪痕の有無を調査した。この際、必要に応じて周辺住民への被害状況の聞き取り調査を行

なった。また、アライグマの生息しやすい環境を明らかにするため、爪痕調査の結果をもとに、調

査地点の周辺環境の情報を踏まえてアライグマの生息しやすい環境の傾向を分析した。調査地点の

周辺環境は、その調査地点周辺に河川、畑、果樹園、墓地等が存在するかどうかを指標として用い

た。また、それらの指標のうちどの指標がよりアライグマを誘引するかを明らかにするため、多変

量解析の数量化Ⅱ類を用いて分析を行った。成果はポスターで報告したい。 

３．クビアカツヤカミキリ調査の報告 

特定外来生物のクビアカツヤカミキリ Aromia bungiiは、サクラやモモ等のバラ科の樹木を食害

し枯死させる。埼玉県内においては、平成 25年に県東部の草加市・八潮市でサクラの被害が初めて

確認された。平成 29年以降は県北部でも被害が確認されはじめ、その分布域は年々拡大しつつある

と考えられる。 

県内でのクビアカツヤカミキリの分布をさらに詳細に調べることを目的とし、クビアカツヤカミ

キリの幼虫の食痕であるフラスの有無を所属校の周辺、生徒の自宅周辺など、県内多数のサクラの

植栽地で調査・記録した。特に、すでに生息が確認されている地域周辺を重点的に調査することに

より、分布拡大の最前線を把握することを目標に調査を実施した。成果はポスターで報告したい。 

４．謝辞 

本研究は中谷医工計測技術振興財団の助成を受けて実施した。ここに御礼申し上げる。 
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⑲ 三峰川のオオキンケイギクの生息範囲と防除 

          長野県伊那北高等学校  

江川晴菜 小松友大 西村拓海 林優衣 宮澤遥 

 

現在，日本には環境省によって 2004 年６月に公布，2005 年６月に施行された

外来生物法が存在する．この法律の目的は特定外来生物による生態系への被害を

防止し，生物の多様性の確保に寄与することを通じて，生物保護に資すること. 

そのために，問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定

し，その取扱いを規制し，特定外来生物の防除等を行うこととされている．我々

は，身近にある三峰川で見ることができるオオキンケイギクに注目した．本種

は，在来種や生態系へ影響を及ぼすことが問題視されている植物である. そこで

三峰川における本種の分布を調べてみると，分布状況をひとつにまとめられてい

るものはなかった. そのため，分布図を作成し三峰川における本種の生息範囲を

明らかにしようと考えた．また，本種について調べているなかで本種には，繁殖

力が旺盛で大きな群落を形成するという特徴があり，種子のほか根茎でも広が

り，根ごとしっかりと抜き取る必要があるということを知った．そこで我々は，

本種が群落を形成する原因が根にあるのではないか，本種の複数の個体の根が地

中で繋がっているのではないかと考えた. そのため，実際に群落が形成されてい

た伊那市役所周辺の三峰川河川敷，三峰川橋上流で掘削調査を行った．その結

果，三峰川流域の広範囲で，本種の分布が確認され，コドラート法を用いた調査

により，道路沿いに多く生息していることが判明した．また掘削調査により，２

個体の根のつながりがあることが確認された．これらの結果から，本種は温度の

低い地域に生息しづらく，草丈が低く，乾燥した河原によく見られることが考え

られる．また根の掘削調査より，本種の根は繋がっていることが示唆されたた

め，駆除の際は駆除した個体の周辺も確認する必要があると考える． 
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⑳ タンポポを通して生命について考える 
高等学校「生物」と関連付けた授業実践 

       筑波大学附属駒場中・高等学校 内山智枝子 

 

タンポポには多様な倍数体がみられ，在

来種と外来種（いわゆるセイヨウタンポ

ポ）は外総苞片の反り方によって区別され

てきた。1960 年代より在来種が減少し外

来種が増加する現象が報じられてきたが，

近年の研究や調査により，外来種ではなく

在来種と外来種の雑種が日本各地で分布を

拡大していることが報告されている。ま

た，この在来種，外来種，雑種の違いは，

形質だけでなく生殖方法に大きく影響し，

生育に適した環境が異なることも分かって

いる。このようなタンポポの特徴は，「共

通性」と「多様性」といった科学的な見方

を基盤とする生物分野の単元の学習の軸となる題材になり得るのではないかと考え，高等学校２

年生対象とした学校設定科目「生命科学」の授業（週 1 日，50 分×2 時間）にて，表に示すよ

うな授業を展開した。本発表では，授業の様子と課題を報告する。 

 

表 「生命科学」の授業内容 

   サブタイトル  使用教科書（第一学習社）の単元 

4.16 タンポポの種子を発芽させるためには？ 5-1．植物の環境応答 

4.23 生物を比較するためのスキルを身につける 3-3．バイオテクノロジー 

5.7 DNA分析スキルの習得 
2-2．炭酸同化， 

3-3．バイオテクノロジー 

5.14 
DNA分析スキルの習得 

/タンポポの発芽条件のまとめ 

3-3．バイオテクノロジー 

5-1．植物の環境応答 

5.28 育てたタンポポのDNA抽出と増幅 

3-3．バイオテクノロジー 

4-1．有性生殖における遺伝的多様性 

4-5．植物の発生 

6.4 （ニワトリの胚の発生を通して生命を考える） （4-3．動物の発生） 

6.11 電気泳動法によるDNAの分析 
3-3．バイオテクノロジー 

7-2．生物の期限と生物の変遷 

6.18 
タンポポの多様性 

/外来種問題について考える 
6-3．生態系と生物多様性 

 

 

 
校庭で採取した雑種（左・中央）と学校付近にある 

ケルネル水田で採取したシロバナタンポポ（右） 
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㉑  生物多様性の面白さを伝える写真活動 

           長野県豊科高等学校 前田拓哉 

 長野県にみられる生物の多様性は極めて豊かである。それは地形や気候の多様さによってもたら

されている。まず、長野県は南北に長く、南部は太平洋岸性気候、北部は日本海岸性気候の影響を

強く受け、気温、降水量、積雪量などが場所によって大きく異なっている。さらに、日本アルプス

などの高山の存在は標高に幅をもたらしている。そして、これらの気候的・地形的な多様さが環境

の多様さ、そしてそれに応じた植生の多様さへと結びついている。 

 さて、私は、生物の多様性をより多くの人に楽しんでもらいたい、その魅力を知ってもらいたい

という想いから、ここ長野県において学校内外を問わず写真展などの活動を行ってきた。その題材

のほとんどは昆虫である。昆虫には，生物多様性の魅力が凝縮されている。我々にとって最も身近

な野生動物でありながら，種多様性という観点において陸上生物の中でもっとも繁栄したグループ

であり，さらにその形態や生態がそれぞれ特徴的で興味深い。小さいがゆえに気づかれにくいその

魅力を、マクロレンズで撮影することで大きく見せることができる。 

 ここでは、活動の経緯をまとめ、写真を見てくれた人々の反応などをまとめ紹介したい。 

 

 

髙橋節郎記念美術館「南の蔵」における展示 感想ノートを設置 作品制作の様子 

穂高交流学習センター「みらい」での展示 感想ノートから抜粋 


