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単元の目標指導計画・評価の具体例

単元２　生命の連続性
　　 教科書 P.66 〜 101　　21（23）時間

身近な生物についての観察・実験を通して，生物の成長とふえ方，遺伝現象について理解させるとともに，
生命の連続性についての認識を深める。生物の成長や生殖を細胞レベルでとらえるとともに，細胞分裂のよ
うすや，植物，動物の生殖，親から子に形質が伝わるしくみについて学習することにより，生命の連続性が
保たれることについて理解し，生命を尊重する態度を育てる。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・【単元の導入】これまでに学んだことをもとに，
生物はどのようにして成長し，子孫を残してふえ
るのかを話し合って，発表する。

・「before & after」これまでに学んだことや生活経
験をもとに自分の考えを記述し，発表する。

66〜68

・これまでに学んだことをもと
に，生物の成長と子孫の残し方
について積極的に話し合い発表
している。

・これまでに学んだことや生活経
験をもとに興味・関心をもって

「before & after」にとり組み，
発表している。

２

１　生物の成長と細胞の変化
・「課題」「生物が成長するとき，細胞はどのように

変化するのだろうか。」について P.69 図 1，図 2
を見ながら，生物が成長するとき，細胞はどのよ
うに変化するのかを考え，発表する。

・「比べよう」P.70 図 1 のA～Dの細胞を比べ，細
胞の大きさ，核の形などがどのように異なるかを
話し合う。

・図 1 のDの部分では，細胞に何が起きているのか
を推論し，発表する。

69〜70

・生物の成長と細胞の変化との関
係に興味・関心をもち，積極的
に考えを発表している。

・P.70 図 1 のA～Dの細胞のよ
うすを比較して，異なっている
点を指摘できる。

・根の各部の細胞のちがいから，
根が成長するとき，細胞がどの
ように変化するのか推論できる。

３

・前時に推論した生物が成長するときの細胞の変化
について発表し，確認する。

・P.71 図 2 の模式図を見ながら，体細胞分裂につ
いて，染色体が複製され 2 つの細胞に等しく分配
され，もとの細胞と同質の 2 つの細胞ができるこ
とを知る。

・体細胞分裂の過程を再確認し，自分の言葉で発表
する。

71

・P.71 図 2 の①～⑦の細胞を比
較し，核の中の染色体のようす
を言葉で表現できる。例えば，
②と③のちがいについて表現で
きる。

・体細胞分裂の過程について，染
色体のようすに着目し，模式図
を用いて説明できる。

・染色体と遺伝子，形質の関係に
ついて，説明できる。

４

【観察 1】細胞分裂のようす
・観察 1 を行い，細胞分裂が行われている細胞を探

してそのようすをスケッチする。
・スケッチした細胞が細胞分裂のどの段階かを考

え，まとめる。
72〜73

・細胞分裂に関心をもち，観察に
とり組んでいる。

・細胞分裂の過程の模式図と比較
して，スケッチした細胞が細胞
分裂のどの段階かを説明でき
る。

・タマネギの根を適切に処理し，
観察に適したプレパラートを作
成できる。

・顕微鏡を正しく操作しながら，
細胞分裂が行われている細胞を
探し出して観察し，正確にス
ケッチできる。

　　 教科書 P.66 〜 86

章の目標 体細胞分裂の観察を行い，その過程を確かめるとともに，細胞の分裂を生物の成長と関連づ
けてとらえる。また，身近な生物のふえ方を観察し，有性生殖と無性生殖の特徴を見いだす
とともに，生物がふえていくときに親の形質が子に伝わることを見いだす。

１章　生物の成長と生殖
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

５

・スケッチした細胞を染色体のようすや細胞の大き
さに注目して，P.71 図 2 を参考に，細胞分裂の
順に並べて発表する。

・細胞分裂の動画を見て，細胞分裂のときに染色体
はどのような動きをするのかを確認する。

・P.73 の顕微鏡写真のア～カの細胞を，細胞分裂
の順に並べる。

・これまでの学習をもとに，生物が成長するときの
細胞の変化を説明する。

・P.74 図 1 を見ながら，タマネギの根の成長と細
胞分裂についての説明を聞き，理解を深める。

73~74

・細胞分裂の過程の模式図と比較
して，スケッチした細胞や P.73
の各分裂段階を，細胞分裂の順
に並べることができる。

・細胞分裂の動画を見て，細胞分
裂の際の染色体の動きを説明で
きる。

・細胞分裂の順序について，染色
体のようすや細胞の大きさなど
の観点で説明できる。

・根の先端に近い部分で細胞が分
裂し，その細胞自体が大きくな
ることで根が成長することを理
解している。

６

・植物と動物の細胞分裂が起こる部分を予想する。
・P.75 図 4，図 5 を見ながら，細胞分裂が起こる部

分についての説明を聞く。
・「学びを活かして考えよう」P.74 ～ 75 図 3 の植

物と動物の細胞分裂を比べ，共通する点と異なる
点をさがしてノートなどに書き出し，発表する。

74~75 ・動物と植物の細胞分裂を比べ
て，共通する点や異なる点を説
明できる。

・植物と動物の細胞分裂が起こる
部分を具体的に説明できる。

７

２　無性生殖
・単細胞生物がどのようにして新しい個体をつくる

のかを考え，発表する。
・P.76 図 1 の単細胞生物の分裂のようす（写真）を

見ながら，単細胞生物の分裂について説明を聞く。
・「課題」「無性生殖は，どのように行われる生殖な

のだろうか。」について多細胞生物が受精を行わ
ないでふえる具体例を考える。

・P.77 図 2 ～図 4 を見ながら，動物と植物の無性
生殖についての説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」身のまわりの植物の
なかの栄養生殖でふえるものを調べ，ノートなど
にまとめる。

76〜77

・ふだん食べている野菜などの身
のまわりの植物の栄養生殖に興
味をもち，進んで調べている。

・単細胞生物は体細胞分裂によっ
て新しい個体をつくることを推
論できる。

・文献やインターネットを使い，
身のまわりの植物のなかで栄養
生殖によってふえるものを調べ
ることができる。

・無性生殖による生物のふえ方を
理解し，例をあげて説明できる。

８

３　有性生殖
・「課題」「有性生殖は，どのように行われるのだろ

うか。」について考え，身近な動物や植物を例に
発表する。

・P.79 図 4 を見ながら，動物の生殖細胞と受精に
ついての説明を聞く。

・受粉後，花粉の中の精細胞はどのようにして卵細
胞にたどりつくのかを推論し，発表する。

・P.79 図 5 を参照し，被子植物の生殖細胞と受精
についての説明を聞く。

78〜79

・身近な動物や植物を例にあげな
がら，生物の子孫の残し方を進
んで発表する。

・P.78 図 2，図 3 の子房の断面や
柱頭についた花粉の写真などか
ら，花粉の中の精細胞がどのよ
うにして胚珠の中の卵細胞にた
どり着くのかを推論できる。

・動物の有性生殖について説明で
きる。

・植物の有性生殖について花粉管
や精細胞，卵細胞といった用語
を用いて説明できる。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

９

【観察 2】花粉管がのびるようす
・観察 2 を行い，花粉管がのびるようすを観察し，

時間を追って花粉管をスケッチする。
・観察した結果をまとめる。
・P.80 図 2 を見ながら，被子植物の発生について

の説明を聞く。

79〜80

・花粉管がのびるようすを興味・
関心をもって観察している。

・顕微鏡を正しく操作しながら，
花粉管がのびるようすを観察
し，時間を追って記録できる。

・植物の種子ができる発生の過程
について，模式図などを用いて
説明できる。

10

・P.80 図 1 を見ながら，受精卵がおたまじゃくし
になるときの細胞の変化を考える。

・視聴覚教材を視聴して受精卵の変化を確認し，動
物の発生の過程について説明を聞く。

・「学びを活かして考えよう」被子植物では，受粉
しても受精せず種子ができないことがあることの
理由について考え，ノートに書いて発表する。

80〜82

・動物の発生に興味・関心をも
ち，受精卵の変化について，積
極的に考えを発表している。

・動物の発生の過程の写真を観察
し，受精卵が幼生（おたまじゃ
くし）になるときの，細胞の変
化を指摘できる。

・「学びを活かして考えよう」被
子植物の生殖をふり返り，受粉
と受精のちがいを指摘できる。

・有性生殖では，受精卵が細胞分
裂をくり返すことによって，か
らだの各部分がつくられること
を，説明できる。

11

４　染色体の受けつがれ方
・「課題」「染色体は，どのようなしくみで，親から

子へ受けつがれるのだろうか。」について考え，
無性生殖では，どのように染色体が受けつがれる
かを考える。

・無性生殖で見られる体細胞分裂では染色体が複製
され 2 倍になった後に 2 等分されるため，染色体
の数が同じになることについて説明を聞く。

・減数分裂についての説明を聞く。
・「推測しよう」同じ染色体数を保つには，生殖細

胞にどのようなしくみがあるかを推測し，発表する。
・有性生殖における染色体の数の変化についての説

明を聞く。

83〜84

・受精前後の染色体の数や，生殖
細胞と染色体の関係について，
自分の考えを進んで発表してい
る。

・P.84「推測しよう」の空欄に，
親と子の染色体の数が同じにな
るように，生殖細胞の染色体を
かきこむことができる。

・無性生殖で見られる体細胞分裂
では，分裂前後の染色体の数・
大きさや形が同じであることを
説明できる。

・有性生殖では，染色体が半分ず
つ生殖細胞に分配され，受精に
よって染色体の数がもとにもど
ることを説明できる。

12

・これまでの学びをもとに，有性生殖と無性生殖の
特徴を考え発表する。

・有性生殖と無性生殖の特徴についての説明を聞
き，まとめる。

・P.85 図 2 を参照して，生物によっては無性生殖
と有性生殖の両方を行って子孫をふやすものもあ
ることを知る。

・「学びを活かして考えよう」「はたらき大陸」を読
んで，イチゴの品種改良や栽培で活用されている
有性生殖と無性生殖について考え，発表する。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，本章の最初に書いた
内容と比較する。

85〜86

・本章の学びを活かし，有性生殖
や無性生殖が農業に利用される
理由を積極的に考え，発表して
いる。

・本章の学びをふまえて，興味・
関心をもって「before & after」
にとり組み，比較している。

・親から子への染色体の受けつが
れ方から，有性生殖と無性生殖
の特徴を考え，発表できる。

・品種改良や栽培に有性生殖や無
性生殖が利用される理由を，染
色体の受けつがれ方の観点から
考え，発表できる。

・親のメダカから子がうまれ，成
体になるまでの過程をまとめて
書くことができる。

・有性生殖と無性生殖の特徴を説
明できる。

・農業に有性生殖や無性生殖が利
用される理由を，染色体の受け
つがれ方の観点から説明でき
る。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」生活経験をもとに自分の考えを
記述し，発表する。

・これまでに学んだことを思い出し，有性生殖には
どのような特徴があるか発表する。

・遺伝についての説明を聞く。
・P.88 図 1 を見ながら，ゴールデンハムスターの

毛色の遺伝の規則性について考え，話し合う。

87〜88

・生活経験をもとに，興味・関心
をもって「before & after」に
ついて話し合っている。

・ゴールデンハムスターの毛色の
遺伝の規則性に関心をもち，話
し合っている。

・生殖細胞がつくられるときに
は，減数分裂により染色体の数
が半分になることを説明でき
る。

・有性生殖の特徴について，卵細
胞や精細胞，受精といった用語
を用いて説明できる。

２

１　遺伝の規則性
・エンドウを使った遺伝の実験についての説明を聞

く。
・P.89「メンデルの実験2」子で現れなかったしわ

形が，孫で再び現れたのはなぜか考える。
・「課題」「親の形質は，どのようにして子や孫に受

けつがれるのだろうか。」について考える。

88〜89

・両親の形質とは異なる形質が子
に現れるという遺伝の規則性に
関する問題を見いだすことがで
きる。

・メンデルが行った実験を理解
し，説明できる。

３

・分離の法則についての説明を聞く。
・P.89 のメンデルの実験1について，遺伝子を用

いて考察し，遺伝子が親から子へ，どのように伝
えられるか考える。

・メンデルの実験1における遺伝のしくみの説明を
聞く。

・「規則性を考えよう」P.89 のメンデルの実験2に
ついて，表を用いて考察し，遺伝子が子から孫へ
どのように伝えられるか考える。

・メンデルの実験2における遺伝のしくみの説明を
聞く。

・「調べよう」ゴールデンハムスターの毛色の遺伝
のしくみを考える。

　● 茶の毛色と黒の毛色のどちらが優性か考える。
　● 孫で見られる茶の毛色の個体と黒の毛色の個体

の，遺伝子の組み合わせを考える。

89〜92

・メンデルの実験1の方法やその
結果について，丸形，しわ形な
どの言葉を使いながら，子の形
質などの特徴を言葉で表現でき
る。

・メンデルの実験2の方法やその
結果について，丸形，しわ形な
どの言葉を使いながら，孫の形
質などの特徴を言葉で表現でき
る。

・親子や兄弟でも特徴がちがうこ
とについて，遺伝子と形質の観
点から説明できる。

・分離の法則，優性の形質，劣性
の形質について，例をあげて説
明できる。

・親の形質が子に伝わるときの規
則性を，遺伝子のモデルで説明
できる。

・P.91 図 5，P.92「調べよう」で，
子の形質が孫に伝わるときの規
則性を，遺伝子のモデルで説明
できる。

・ゴールデンハムスターの毛色は
茶と黒が一定の割合で発現する
ことを，遺伝子の組み合わせと
現れる形質ごとの個体数の比を
図示して説明できる。

４

【実習 1】遺伝子の組み合わせ
・実習 1 を行う。
・各グループの結果をクラス全体で集計し，表にま

とめる。
・丸形としわ形が現れる回数の比について考える。

93

・遺伝子の組み合わせに関心を
もって実習にとり組んでいる。 ・実習 1 の集計結果から，遺伝子

の組み合わせの比と，丸形とし
わ形が現れる回数の比を導きだ
すことができる。

・実習の結果を表に記録し，集計
できる。

　　 教科書 P.87 〜 101

章の目標 交配実験の結果などにもとづいて，親の形質が子に伝わるときの規則性を見いだす。特に，
染色体にある遺伝子を介して，規則性をもって親から子に形質が伝えられることや，遺伝子
の本体がDNAであること，これらに関する研究成果が日常生活や社会のさまざまな分野で
活用されていることについて認識を深める。

２章　遺伝の規則性と遺伝子
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

５

・実習 1 のレポートを作成する。
・孫に現れる形質の個体比の説明を聞く。
・「調べよう」Aa と aa の交配でできる種子の個体

数の比について考える。
・P.95「歴史大陸」を読み，メンデルの実験の説明

を聞く。

94〜95

・実習 1 の結果をまとめて考察を
行い，レポートを作成できる。

・P.94「調べよう」で，実習 1 と
は異なる両親の遺伝子の組み合
わせから子と孫の遺伝子の組み
合わせを考えることができる。

・P.94「私のレポート」の AA，
aa の親から子に形質が伝わる
ようすを，アルファベットの記
号を用いながら説明し，形質が
3 対 1 で現れることを図示でき
る。

６

・遺伝子の変化と本体の説明を聞く。
・DNA の二重らせん構造についての説明を聞く。
２　遺伝子や DNA に関する研究成果の活用
・P.98 図 1 などを参考に，遺伝子を操作して品種

をつくりだした植物の説明を聞く。

96〜98

・遺伝子や DNA に関する研究成
果が活用されている例を知り，
ほかにどのような事例があるの
か，関心をもって調べている。

・遺伝子に変化が起きて形質が変
化することがあることを理解し
ている。

・遺伝子の本体が DNA であるこ
とを理解している。

７
８

・遺伝子の研究成果の調査の進め方を聞き，農業へ
の応用の話を聞く。

・「調べよう」遺伝子や DNA に関する研究成果や
活用について，本や新聞，インターネットなどを
利用して調べ，ポスターをつくり，発表する。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

98〜101

・遺伝子や DNA の研究成果の活
用について関心をもって調べ，
発表している。

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組み，発表して
いる。

・適切に資料を集め，写真やグラ
フを用いて調べたことや自分の
考えをまとめることができる。

・P.99，P.100 の例を参考に，遺
伝子や DNA の最新の研究成果
を調べ，まとめることができる。

・生活経験や学んだことをもと
に，遺伝について述べている。

・「学んだことをつなげよう」の
例を，これまでに学んだことと
結びつけて説明することができ
る。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。

学習内容の整理／確かめと応用 1 時間

どこでも科学／科学でＧＯ！／自由研究／発展／予備 （2）時間

時間数 21（23）時間


