
教科名 理 科 単位数 ３単位（＋次年度２単位） 担
庄司 敏文

科目名 生 物 学年・学級 ２年次理系２学級 当

(1)「生物基礎」との関連を図りながら，生物や生物現象を更に広範囲に取り扱い，生物学的に探究する能力と態度を身に付ける。

科目の (2)生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育てる。
(3)観察・実験を通して自然を科学的に探究する能力を育てる。さらに，実験に対する目的，仮説，準備，方法，結果，考察，発展という

目 標 手順に従ったレポートを作成する能力を育てる。
(4)命の営みを学習することで生命に対する畏敬の念を育て，生命を尊重する精神を養う。

教 科 書 教科書 生物（東京書籍）
副教材等 副教材 リード Light ノート生物(数研出版) ニューグローバル生物（東京書籍） スクエア最新図説生物neo（数研出版）

１ 学習の目標 (1)生物や生物現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力と態度を育てる
とともに，生物学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育てる。
(2)生命現象を支える物質の働きについて観察，実験などを通して探究し，タンパク質や核酸などの物質の働きを理解し，生命
現象を分子レベルでとらえる。

(3)生物の生殖や発生について観察，実験などを通して探究し，動物と植物の配偶子形成から形態形成までの仕組みを理解する。
(4)環境の変化に生物が反応していることについて観察，実験などを通して探究し，生物個体が外界の変化を感知し，それに反
応する仕組みを理解する。

(5)生物の個体群と群集及び生態系について観察，実験などを通して探究し，それらの構造や変化の仕組みを理解し，生態系の
バランスや生物多様性の重要性について認識する。

(6)生物の進化の過程とその仕組み及び生物の系統について，観察，実験などを通して探究し，生物界の多様性と系統を理解さ
せ，進化についての考え方を身に付ける。 （ は次年度の２単位で学習する）

２ 学習内容と進め方 (1)生命現象と物質…生体物質と細胞，生命現象を支えるタンパク質，代謝とエネルギー
(2)遺伝子の働き…遺伝情報の発現，遺伝子の発現調節，バイオテクノロジー
(3)生殖と発生…生物の生殖と配偶子の形成，動物の発生，動物の発生のしくみ，発生をつかさどる遺伝子，植物の発生
(4)生物の環境応答…動物の刺激の受容と反応，動物の行動，植物の環境応答
(5)成体と環境…個体群と生物群集，生態系の物質生産とエネルギーの流れ，生態系と生物多様性
(6)生物の進化と系統…生命の起源と生物の変遷，進化のしくみ，生物の系統 （ は次年度の２単位で学習する）

３ 学習の留意点 (1)授業で学習した内容のなかで，新聞やテレビ等で報道される関連分野を日常から注目することが大切です。
(2)学習内容について復習をしっかり行い、その日のうちに十分理解するようにしてください。
(3)観察や実験は、積極的に取り組み、マニュアル通りに行うだけでなく、絶えず新しい視点を持つようにしましょう。

４ 評価の方法 (1)「関心・意欲・態度」、「思考・判断・表現」、「観察・実験の技能」、「知識・理解」の４つの観点で、学習の状況を総合的に
評価します。

(2)定期考査・実力試験の成績、課題やレポートなどの提出物の内容、学習活動への参加態度などから評価します。

５ 授業計画

月 単 元 ・ 考 査 等 時間 学習内容 評価の観点（基準）

４ 第１編 生命現象と物質 ５ ・生物の基礎である細胞がどのような物質でつくられ，どのような構造をも【関心・意欲・態度】

ち，どのようなはたらきをするか学習する。 自然の事物・現象に

１章 生体物質と細胞 ・ゾウリムシ，アメーバなどを材料に，光学顕微鏡で細胞を観察する。 関心や探究心をも

ち、意欲的にそれら
細胞の観察 を探究しようとする

とともに、科学的態

２章 生命現象を支えるタンパク質 ９ ・物質輸送や情報伝達，細胞構造の維持などの生命現象を支えるタンパク質 度を身につけること

５ の構造やはたらきについて学習する。 ができたか。

●パーマネントウェーブのしくみ ・毛髪のパーマネントウェーブとケラチンのＳ-Ｓ結合との関わりについて学【思考・判断・表現】

○超好熱菌と酵素 ぶ。 自然の事物・現象の

カタラーゼのがはたらく条件を調べる ・85℃以上の高温で生育する細菌の酵素について学ぶ。 中に問題を見いだ

●カタラーゼのはたらき ・ブタのレバーからカタラーゼを抽出して性質を調べる。 し、探究する過程を
・カタラーゼが過酸化水素を分解するしくみを理解する。 通して、事象を科学

的に考察し、導き出

３章 代謝とエネルギー ７ ・有機物分解によって得られるATPのエネルギーの変化と利用 した考えを的確に表

のしくみについて学習する。 現できたか。

コハク酸脱水素酵素の実験 ・呼吸商の意味と呼吸基質による違いについて学ぶ。 【実験・観察の技能】

「細菌の電子伝達系」 ・細菌のような原核生物の電子伝達系と脱窒について学ぶ。 観察・実験を行い、

アルコール発酵の実験 ・パン酵母を用いて，アルコール発酵の様子を観察する。 基本操作を習得する

「微生物の発酵を利用した食品」 ・味噌，かつお節，チーズなど発酵を利用した食品について学ぶ。 とともに、それらの

「光の吸収と色素」 ・エンゲルマンのアオミドロを用いた研究内容について学ぶ。 過程や結果を的確に
クロマトグラフィーによる光合成色素の ・ホウレンソウ，乾燥ワカメなどを材料として，光合成色紙の抽出と分離を 記録、整理し、自然

分離実験 行い，各色素のRf値を求める。 の事物・現象を科学
「光合成のしくみはどのように解明され ・ヒル，ルーベン，カルビン，ベンソンなど多くの研究者の力によって，光 的に探究する技能を

てきたのだろうか」 合成の仕組みが解明された歴史を学ぶ。 身につけることがで
・植物の除草剤処理によるアンモニア蓄積の様子を調べる。 きたか。
定期考査① 【知識・理解】

自然の事物・現象に

６ 第２編 遺伝子のはたらき ６ ・DNAの複製や遺伝子発現のしくみ，およびDNAの塩基配列変化に伴う突然変 ついて基本的な概念

異について学習する。 や原理・法則を理解

１章 遺伝情報の発現 ・大腸菌を用いてDNAの半保存的複製を発見した実験を学ぶ。 し、知識を身につけ

・大腸菌の塩基配列から遺伝子を見つけ出して翻訳し考察する。 ることができたか。

●メセルソンとスタールの実験 ・耳あかの型を決める遺伝子ABCC11を例にとり，将来のオーダーメイド医療

塩基配列を読む につながる１塩基多型(SNPs)について学ぶ。
●SNPsとは何か－耳あかの型を決める遺
伝子ABCC11

２章 遺伝子の発現調節 ２ ・遺伝子発現のしくみと細胞分化との関わりについて学習する。

・ユスリカの幼虫からだ腺染色体を取り出し，パフの位置を探し出すことで，
ユスリカの染色体の同定とパフの位置の 染色体上の遺伝子の発現を観察する。
探し出し

７ ３章 バイオテクノロジー ４ ・バイオテクノロジーの技術の数々と応用面について学習する。

・板倉啓壱博士らのヒトタンパク質合成の研究について学ぶ。

●遺伝子操作の始まり ・イヌの大きさを決める遺伝子がIGF1であると判明した研究成果を例とし，

●イヌの大きさを決める遺伝子は？ ゲノム解析の有用性について学ぶ。



●メタゲノム解析 ・微生物集団のゲノムを調べるメタゲノム解析について学ぶ。

●遺伝子治療の例 ・正常タンパク質の遺伝子を組み込む遺伝子治療について学ぶ。

●光るタンパク質GFPの発見 ・下村脩博士が発見したオワンクラゲ由来のGFPについて学ぶ。
大腸菌を使った遺伝子組換え実験 ・大腸菌に蛍光タンパク質GFPをコードする遺伝子導入を行い，光る大腸菌を

つくることで遺伝子組み換えを理解する。

８ 第３編 生殖と発生 ５ ・生物が同じ種を残すしくみを，細胞，染色体，遺伝子などのさまざまな視

点から学習する。

１章 生物の生殖と配偶子の形成 ・ムラサキツユクサの葯を材料に顕微鏡で減数分裂を観察する。

・２つの対立遺伝子Aとa，Bとbが独立の場合，連鎖の場合，それぞれのF2分

植物における減数分裂の観察 離比をモデルと表を用い計算で求める。
９ 遺伝子が連鎖や独立している場合の遺伝 定期考査②

２章 動物の発生 ６ ・動物の発生過程に伴う胚の変化と遺伝子発現について学ぶ。

・バフンウニを材料に卵と精子を取り出し，受精を観察する。

ウニの配偶子と受精の観察 ・核移植実験とiPS細胞をもとに細胞の初期化について学ぶ。

●核移植実験とiPS細胞 ・バフンウニの受精卵を材料としてウニの発生過程を観察する。
ウニの発生

３章 動物の発生のしくみ ５ ・両生類の胚の研究で明らかにされたしくみや遺伝子について学習する。

・中胚葉誘導の際にはたらくノーダルタンパク質と，背側から腹側にかけた
○中胚葉誘導にはたらく遺伝子と誘導の 濃度勾配の関わりについて学ぶ。

１０ しくみ

４章 発生をつかさどる遺伝子 ４ ・ショウジョウバエの初期発生をつかさどる遺伝子を学習する。

・キイロショウジョウバエの体節の目印となるクチクラの標本を作製し，胚
キイロショウジョウバエの胚の観察 の形態を顕微鏡で観察する。

５章 植物の発生 ３ ・植物の生殖器官である花から種子ができて，発芽し葉・茎が分化するしく

みを学習する。

種子植物の胚や種子の形成過程の観察 ・ナズナの花穂やユリの子房を材料に被子植物の胚や種子形成の様子をカミ

●植物研究におけるショウジョウバエ， ソリで切断するなどして観察する。

シロイヌナズナ ・シロイヌナズナが遺伝学実験のモデル生物としてさかんに用いられるよう

八重咲き植物における花の構造とABCモ になった理由について学ぶ。
デル ・シロイヌナズナなどを材料に八重咲きとそうでない花を解剖して観察し，

変異の様子を調べる。

１１ 第４編 生物の環境応答 ６ ・動物が体内外の情報を得て反応を起こすしくみを学習する。

・ヒトの場合20～20000Hzであるように，動物ごとに受容できる聴覚の範囲が

１章 動物の刺激の受容と反応 異なることを図をもとに学ぶ。

・ヒトにはいわゆるカクテルパーティ効果といった高度な聴覚情報処理能力

●いろいろな動物の受容できる聴覚の範 があることを学ぶ。

囲 ・自分の体で，しつがい腱反射と瞳孔反射を実際に体験する。

●聴覚の高度な情報処理

反射を体感する 定期考査③

１２ ２章 動物の行動 ３ ・動物のいろいろな行動とそのしくみについて学習する。

・視界の効かない濁った水中での弱電気魚の電気定位を学ぶ。

●弱電気魚の電気定位 ・飛翔するコウモリの超音波を収録し，コンピュータ解析する。

コウモリの反響定位 ・ヒトの脳の重さや圧倒的なニューロンの数について学ぶ。
●ヒトの脳と行動

１ ３章 植物の環境応答 ８ ・植物の環境応答の実際とそのしくみについて学習する。

・ジベレリンがイネの馬鹿苗病菌から発見された歴史を学ぶ。

●ジベレリンの発見 ・光屈性を解明したダーウィンをはじめ３名の研究業績を学ぶ。

●幼葉鞘の光屈性 ・シロイヌナズナを用い花成ホルモンが同定された歴史を学ぶ。

●花成ホルモンの同定への道 ・温度条件を変えてダイコンを栽培することで春化を確認する。

ダイコンの春化 ・各植物ホルモンが農業に利用される例を表を用いて学ぶ。

●植物ホルモンの農業への応用 ・落葉樹に見られる紅葉のしくみを学び，意味を考えてみる。

●紅葉のしくみと意味 ・昆虫の食害にあった植物が出す揮発性物質の効果を学ぶ。
●天敵を呼び寄せる植物

２ 第５編 生態と環境 ６ ・生物の個体数が変動したり安定したりするしくみを，種内や種間での関係，

および環境の影響に注目し学習する。

１章 個体群と生物群集 ・ウキクサの葉状体数の増加を観察し，個体群の成長を調べる。

・ドビイロウンカを例に移住する昆虫の季節的な増加を学ぶ。

ウキクサの増殖の観察 ・カワラノギクを例にそれぞれの生息地であるパッチ間の移動により個体群

●移住する昆虫の季節的な増加 が存続されるしくみについて学ぶ。

●個体の移動による個体群の存続 ・縄張りの質の差がつがい関係を決める要因になる例を学ぶ。

●雌が決める一夫多妻制 ・ハダカデバネズミを例に，血縁が非常に強い集団の中に不妊のカースト制

●不妊の個体はなぜ存在するのか？ が生じるしくみを学ぶ。

●春植物の競争回避 ・春植物が樹木との競争を回避して日光を浴びるしくみを学ぶ。

河川流量の変化が及ぼす藻類の多様性 ・川底の石に付着する藻類を観察し，河川の流量変化に伴う撹乱が生物の数，
種類に及ぼす影響について調べる。
定期考査④

３ ２章 生態系の物質生産とエネルギーの ３ ・生態系における有機物の生産やエネルギーの流れと生物とのかかわりにつ

流れ いて学習する。

・化学合成細菌が生産者として成立する深海底の生態系を学ぶ。

●深海底の生態系 ・二酸化炭素吸収が光合成と呼吸の差し引きで決まる事を学ぶ。

●森林による二酸化炭素の吸収 ・広葉型・イネ科の照度と乾燥重量を測定し生産構造図をつくる。

生産構造図をつくる ・湖沼の栄養塩濃度の高まりにより富栄養化が生じる事を学ぶ。
●湖沼における富栄養化


