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≪授業記録≫ 

導入 

Ｓ  「いばらき理科アイテム」の動画を見る。 

Ｔ  今出てきた動物は？ 

Ｓ  ミミズ 

Ｔ  そのミミズは何という動物の仲間になる？教科書で確認してみよう。 

Ｓ  無セキツイ・・・ 

Ｔ  ミミズの名前ってどこにあった？ 

Ｓ  無セキツイ… 

Ｔ  無セキツイ動物。何ページに書いてあったＳ１君。 

Ｓ  １３９ページの３行目。 

Ｔ  １３９ページの３行目。その他の無セキツイ動物の仲間に入っているね。ということは，これは，無セ

キツイ動物の仲間なんだ。ということは，他の無セキツイ動物と共通なことはどんなこと。Ｓさん。 

Ｓ  骨がない。 

Ｔ  もうちょっとはっきり言おう。 

Ｓ  背骨がない。 

Ｔ  そうだね。背骨がないということが共通点だね。じゃあ，他の部分はどうなんだろう。例えばこれまで

勉強してきたほかの無セキツイ動物というのは，例えば節足動物，アメリカザリガニとか，それから，ト

ノサマバッタとか。後もう一つ無セキツイ動物で勉強したのって，なんだったっけ。Ｓ３さん。 

Ｓ  甲殻類。 

Ｔ  甲殻類。甲殻類ってどっちだっけ。 

Ｓ  ザリガニ。 

Ｔ  ザリガニって甲殻類の仲間だね。後は節足動物の昆虫類と。体の柔らかい生き物を勉強してきたよね。

Ｓ１君何だっけ。 

Ｓ１ イカ。 

Ｔ  イカだね。軟体動物。こういったグループとも他に共通点があるから，同じグループといえるのかもし

れない。背骨以外にね。セキツイ以外にね。今日は，それを皆さんに調べてもらいたいと思います。今日

の課題です。「ミミズの体のつくりは，他の無セキツイ動物と比べて，どのように異なるのだろうか。」

を調べてもらいます。調べるためには当然モノが必要だね。 

Ｓ  ざわつく。いたー。 

Ｔ  各班にミミズ一匹，二匹。ちょっと入れるビンは違いますけれど，同じミミズが入っています。これを

見て，体のつくりとか，運動の様子，そういったものを調べてください。何か使いたい道具ある？ 

Ｓ  ピンセット。 

Ｔ  ピンセット使いたい。さわりたくない。 

Ｓ  ふふっ。 

Ｔ  ピンセット用意してあります。必要だったら軍手

もいつも通り用意してあるので使ってもいいが，や

っぱり直接触ってみるというのも大事なことだと思

うんで，さわってみてください。どうしてもという

人はこのまま（容器を通して）観察して下さい。あ

とは？Ｓ３さんあとほしいものある。 

Ｓ２ 顕微鏡。 

Ｔ  顕微鏡。双眼実体顕微鏡を用意してあるので，つかって

みてもオッケーです。使うときは，（容器から）出すんじゃなくて，このまま観察して大丈夫です。じゃ

ミミズと出会う 
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あみなさん，これ（ルーペ）はいらない。 

Ｓ  ざわつく。 

Ｔ  使いたいときは使ってください。使わなくていいときは無理に使わないでください。あと，今回みんな

に見てもらった動画と，もう一本の動画はタブレットの中に入れてあります。「いばらき理科アイテム」

の動画を，いつも通りだよ。（再生の仕方の説明）この画面から動画に入っていくと見やすいと思うので

見てください。そして，今日の授業で使うんだけど，みんな，ミミズってよく知っている？ 

Ｓ  気持ち悪い。 

Ｔ  よく知らない人が多いよね。だから，図書資料，図書館の本から持ってきたものがあるので，これを配

るのと，ワークシートは黒田先生からもらってください。じゃあ今からやること分かる？大丈夫だね。そ

れでは準備をして始めなさい。 

 

ミミズの体の観察 

Ｓ３ あれ，あたしんだっけ。これ？（中央に置く）気持ち悪い。 

Ｓ４ 長くね。 

Ｓ３，Ｓ５，Ｓ４はタブレットの動画を一緒に見ている。 

Ｓ３ うわっ。気持ちわるっ。マジ気持ち悪いんだけど。 

Ｓ４ 環形動物。環形動物っていうだって。（資料を読み始める） 

 

Ｓ２ ガラスがじゃまして映らない。 

Ｓ６ （顕微鏡を見に行く） 

Ｓ７ 真ん中に持って来れば。 

Ｓ２ 真ん中がどこだか？ 

Ｓ６ しょうがないな。 

Ｓ２ あー見えた。 

Ｓ６ とりあえず（接眼レンズを）下げましょうよ。 

 

Ｓ５はミミズをピンセットでさわりはじめる。 

Ｓ５ どっちが頭かな 

Ｓ３ こっちだと思う。わかんないな。ひっくり返してみる？ 

Ｓ５はミミズをひっくり返す。Ｓ４に やってよ。 （分からないのは）小っちゃいからかな。 

Ｓ３ 骨見えるじゃん。 

Ｓ４が容器にふたをし，顕微鏡に載せる。 

Ｓ４ 閉めたままだよね。 

Ｓ５ 顕微鏡を覗き（何かあんだ） 

 

Ｓ８がピンセットで触っている。 

 

Ｓ９がミミズを見ている。 

ワークシートに記入している。 

 

Ｓ４ これはやばいよ。 

Ｓ６ 顕微鏡を見ている 

Ｓ３ 足はない。見えない。すごい。こっちが顔だ。 

Ｓ４ 動かない。動いた。 

自分で観察器具を選ぶ 



                   - 6 - 

一回目の共有 

Ｔ これは，Ｓ１君のワークシートを写真

に撮ったものなんだけど，Ｓ11 君に

説明してもらうね。 

Ｓ11 ミミズとイカの共通点はミミズも

イカも湿っていると思いました。相

違点は足がなくて，いや，違う点は

足がなくて手もないことです。ミミ

ズとアメリカザリガニの同じ点は，

口があることで，相違点は，はさみ

がなくて手もなくて足もないことで

す。 

Ｔ いろいろ出てきましたよね。たぶんいろいろ見ていくと，他にも出てくると思うんです。まず，みんな

もこういったことが書けたかなーと思うんだけど，もうちょっとよく見てほしい。これ（ワークシートの

写真）だけ見ていると，動きについてかいてないよね。そういった点も入れてもう少し観察してみて下さ

い。 

 

ミミズの運動を調べる 

Ｓ４ ふたを取る？ 

Ｓ５ 取ろう。Ｓ４が容器のふたを取る 

Ｓ３ イカはね，Ｓ４が触ろうとするがさわれない。 

Ｓ３ 出す？だす？ （でも，ミミズをピンセットではつかめない。）あっ，あっ。 

Ｓ４がミミズをつまもうとする。あ，あー 

Ｓ３ 素早いね。 

Ｓ４ いきますよ。んっ。 

Ｓ３ 普通にさわっている。 

Ｓ５ （ミミズに触り） あー。 

Ｓ３ （ミミズに触り） あー。 

Ｓ４ ミミズを触り続ける。 

Ｓ３ （体がのびる方向の先端を触り）頭かな。 

Ｓ５ どっち頭，どっち頭。 

Ｓ３ においする。 

Ｓ４ くさいんだけど。    こっちなんじゃない。 

Ｓ５ 顔見たい。動き方がさ，あれだよね。全然違う。 

Ｓ３ イカのにおいとは違う。 

Ｓ４ 資料を見ながら 形 

Ｓ３ 形 

Ｓ４ 長さ 

Ｓ３ 長さ 

Ｓ４ 色 

Ｓ５ 尻尾が長い 

Ｓ４ あるね。あるね。 

Ｓ３ ある。  触覚 

Ｓ４ なくね。筋みたいのあるね。ワークシート の記述を進める。 

前半の学びを確認する 

わかったことを確認し合う 
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Ｓ３ 目がある。さっきより短くなってない。 

Ｓ５ なってるね。 

Ｓ４ 伸び縮みできる。 

Ｓ３ どっちもじゃない。 

Ｓ３ すごい伸びる。 

Ｓ３ これってなんなの。 

 

Ｓ10 顕微鏡を見ながら  気持ち悪い。 

Ｓ11 どうやんの。２とかできるの。 

Ｓ10 でかすぎて見えない。 

Ｓ８ 見えるは見えるけど。 

Ｓ11 見て Ｓ10に回す。 

Ｓ10 うんちだ。ライトの点灯方法を変え、真っ黒だ。 

Ｓ12 透けてる。内臓？ こっちも動いてる。 

Ｓ11 なんか中に入っている。 

Ｓ10 入っているよ。 

Ｓ11 つるつるしてる。 

Ｓ10 触ってるんだ。 

Ｓ11 中で何か動いている。見てみて、おなかの中で何か動いている。動いてない。 

Ｓ10 見えない。 

Ｓ11 動いてない。 

Ｓ８ たぶん， 

Ｓ11 おなかの中身が動いている。 

Ｓ10 わかんない。 

Ｓ12 なんも動いてなくない。 

Ｓ11 さっき動いてたよ。 

Ｓ12 動いてる。 

 

二回目の共有 

Ｓ１ ミミズのからだの特徴は，イカは吸盤で岩とかにくっついてきて，ミミズは，ガラスとか容器を逆さ

にしてもくっついていて，さわってみるとイカもミミズもぬるぬるしていて，口があって，ライトとかあ

てるとからだが透けていると思いました。相違点は，呼吸の方法とか，住んでいる場所とか，手とか脚と

かがなかったりして，目があったりなかったりして，動

き方は，イカは泳いだり，ミミズは体を伸ばしたり縮め

たりしながら動いていると思いました。ミミズとアメリ

カザリガニの共通点はあまりなくて，口があるところ。

相違点は，甲殻類なんで，殻があるかないか。後，呼吸

の方法も住んでいる場所も違うので，後，手と足があっ

たりなかったり。動き方もさっきと同じような感じです。 

Ｔ Ｓ１君が言ったこと，グループで確認してみてください。 

Ｓ４ やわらかい。節がある。 

Ｓ３ 口があるんだね。 呼吸…動き方。 

Ｓ４ 足があるか，ないか。 

Ｓ３ 後は目。口があるか 

中で何か動いてる 

共有の課題を確かめる 
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Ｓ４ 口があるか。 

Ｓ３ 後何かあるかな。 

T Ｓ１さんにつながる人いないかい。Ｓ７さんどうですか。 

Ｓ７ 私もミミズとイカの共通点として，表面がぬるぬるしているところと，相違点としてはイカはえらで呼吸しているけ

ど，ミミズは皮膚で呼吸していると思います。後，ミミズとアメリカザリガニで見ると，共通点は口があることで，相違点

はミミズにはかたい殻がなくて，ミミズは体を滑らせるように地面を動く・・・ 

T ちょっとそこでいいかな。いっぱい話してくれるとつながりにくいからね。今呼吸のことＳ７さんが言ってたよね。その

ことについてなんて言っていた？Ｓ13 さん。 

Ｓ13 イカはえらで呼吸していて，ミミズは皮膚で呼吸している。 

T 確かにその通りだったね。Ｓ７さん，皮膚で呼吸しているってなんで思ったの。 

Ｓ７ ミミズはイカみたいにえらがついてなくて，資料にミミズは呼吸がなくて，皮膚呼吸をしていると書いてあったの

で。 

T 資料ってどこ？ 前さ，なんかの動物で皮膚呼吸しているのってなかったけ。 

  カエル。カエルの表面ってどうなっている。 

Ｓ ヌルヌル。 

Ｔ ミミズの表面も。 

Ｓ ヌルヌル。 

Ｔ そのあたりからは，セキツイ動物の両生類ともつながっているね。後はもう一つ，動き方，Ｓ７さんは何て言ってい

た。 

Ｓ７ 地面を滑るように。 

Ｔ 地面を滑るように。地面を滑るように？ 

Ｓ７ 伸びたり縮んだりしながら，ザリガニのように足で歩くのではなくて。 

Ｔ 足で歩くのではなくて。 

Ｓ７ はい。 

Ｔ では，ミミズには足はない。足がない。ここで一つ別な動画を見せたいと思います。 

 

ジャンプの課題 

 「いばらき理科アイテム」の動画を見る。ミミズには足がないけど，同じ環形動物のゴカイには足があるよね。ゴカイ

は手に入らなかったけれどイソメなら手に入ったのでちょっと見てね。 

Ｓ うわー，何だこれ。 

Ｔ これはＳ14君どこに住んでいる生き物？ 

Ｓ14  海です。 

Ｔ 海辺なんだよね。海底とかにいる生き物で，ミミズと同じ環形動物の仲間といわれている生き物なんだけど。ミミズ

には足はない。本当に足のようなものはなかったか？ 

Ｓ 探し始める。 

Ｔ ちょっと真ん中に集まってもらえる。 

  今からある動画を見せます。みんなのタブレットには入っていません。 

  なんか出てきたよね。毛みたいなやつが。 

Ｓ 足みたい。 

Ｔ Ｓ15君何が見えた。 

Ｓ15 とげみたいなやつが。 

Ｔ みんなの資料の中にも，そんなのが書いてあったよね。 

  実は，今日みなさんの授業を見るために茨城大学の棗田先生がいらっしゃっていて，先生も棗田先生から教えて

いただいたことなんですが，ミミズは海中から陸上に上がった時に足をなくしたらしいです。そして，だんだんとあの



                   - 9 - 

ような体になったということなんだそうです。何で，ミミズはこんな体に変えたんだろう。あなたの考えをグループに

戻って書いてください。 

Ｓ じゃまだからだ。 

Ｓ11，Ｓ10 のびたり縮んだりしてる。 

Ｓ８ のびたとき引っ込んで。 

Ｓ11 足見えたの。すごい。 

Ｓ12 すごい。足見えたの。 

Ｓ８ のびるときは引っ込んで，縮むときは

…  縮むと出てくる。 

Ｓ11 （双眼実体顕微鏡を見る。）足がある

と土の中で邪魔でしょ。 

Ｓ10 双眼実体顕微鏡を見ている。あった，

あった，あった。Ｓ12に顕微鏡を回す。 

Ｓ12 双眼実体顕微鏡を見る。あー，何か

ある。短いやつ。何かある。 

Ｓ11 顕微鏡で観察する。あった。足なの？ 

Ｓ ワークシートに書き始める。 

Ｓ11 Ｓ８のワークシートを見つめている。 

Ｓ８ 体の伸び縮みと剛毛の出方をモデルでかいている。 

Ｓ10 も顕微鏡を見ている。 

Ｓ11 足が出ちゃうの？ 

Ｓ８ 資料を使って説明を始める。縮むと足が出るの。 

Ｓ11 ミミズに心臓があるの？ 

Ｓ８ 違う。心臓は…資料を指さしている。 

Ｓ11 土の中で生活するには足が邪魔なんじゃないかなと思いました。 

 

最後の共有 

Ｔ  では，何人かの人に考えを聞きたいと思います。Ｓ16 さん 

Ｓ16 土に潜るために足はないのかなと思いました。 

Ｔ Ｓ16 さんにつながる人いますか。Ｓ11 さん。 

Ｓ11 私は筒井の中で生活するには足はじゃまなのかなと思いました。 

Ｔ どういう面でじゃまなのかな。さらにつながる人はいませんか。Ｓ17さん，どう思いますか。 

Ｓ17 土に潜ったときに引っかかっちゃうのかなと思います。 

Ｔ たとえば，地面の中にいる他の生物の中で足がない動物は思いつきますか。 

Ｓ へび。 

Ｔ 確かに。生物の分類としては全然違うハチュウ類ですが足はありませんね。 

Ｔ Ｓ７さんあなたはどう思いますか。 

Ｓ７ 私はちょっと違って，段差の少ないところを生活していたら足がなくなったと思いました。 

Ｔ 土の中に入った生活をしている理由があるのかな。Ｓ１君。 

Ｓ１ さっきミミズを触ったら，濡れていたので，太陽の光を浴びて体温が上がったら死んじゃうのかなと思いました。 

Ｔ 確かに君たちのミミズは，下からの光をあてたら，ふたの方にくっついたんだ。それは，熱から逃げたのか，光か

ら逃げたのかわからないけど，そんな反応だと思ったんだ。 

Ｔ 生物はこのように環境に合わせて体を変えていくことがあるんだね。その勉強は，この先の５章でやっていきた

いと思います。 

Ｓ８さんが描いたモデル 
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≪研究協議会≫ 

（１）公開授業研究会アンケートより 

   研究協議後に行ったアンケートには，次のような記述が見られた。 

① 「いばらき理科アイテム」を見られるタブレット端末と生きたミミズをうまく活用して学ぶ姿が見ら

れた。自分たちで自由に見られる。何回も見られる。そのことがとても生かされていたと思う。 

② 特別支援（知的）の学級の生徒が，集中して授業を受けられる環境がすばらしかった。生徒同士で意

見を出し合うなど，生徒の主体性を存分に生かした授業展開だったと思う。 

③ 授業の課題として本時の授業が生徒にとって適切であったかどうか，本時の前にザリガニやイカの体

のつくりを観察していたので，シンプルな問い，「ミミズはザリガニの仲間？イカの仲間？それとも違

う仲間？」のようなものでもよかったのかなと感じた。 

（２）成果 

① タブレット端末を使うことで，「いばらき理科アイテム」を何回でも見られるということは，生徒に

とっても再現性という点で，有効だった。また，生きているミミズと比較したりする様子も見られ，実

物と動画を比較することによって，生徒の科学的に考える足場となった。 

② 双眼実体顕微鏡を用いることで，ミミズがなぜ這うことができる理由を，生徒自ら発見する姿が見ら

れた。それを発見した生徒が，発見した事実をグループの生徒に伝える姿が見られた。このことからも

「いばらき理科アイテム」や観察器具を用いてグループで協同的に学ぶことが，一人一人の主体的な学

びを引き出すために有効である。 

③ 生徒の主体的な学びを引き出すためには，生徒が学ぶための足場となるものが必要であり，それが，

本時においては，「いばらき理科アイテム」や観察器具，文書資料，ワークシートであった。何を活用

するかは生徒が決めることであるが，教師は授業中に起こる様々なことに対応できる準備が必要である

実感した。 

（３）今後の課題 

① 授業を成立させるには，学習課題が大切である。生徒が何を学ぶのか，ゴールは何なのか，それでい

てすぐには解決できない学習課題でなければならない。 

② 「いばらき理科アイテム」は，生徒の学びを支える二次的な教材であり，実物や身近な事象の教材化

と関連させて活用を図る必要があると推察される。 

 

≪終わりに≫ 

今回，軟体動物に対する専門性の低

さを，茨城大学准教授棗田孝晴先生に

何度もご指導をいただいた。教材研究

を進めれば進めるほど知らないことが

出てくる。それを学んでいく楽しさを

実感することができた。生徒と共に学

ぶ楽しさを味わうことができる授業実

践に努めたい。 

生徒も教師も学ぶ研修 


