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４月２８日  広島なぎさ中学校・高等学校 

参加 ： 角島 原田 森 山口俊三 星野 堀内 宇根 木本 塚本 三谷 田中 脇田 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

１．自律神経系と内分泌系による調節                    星野さん 

高校１年、生物基礎の授業の報告です。公開授業で扱った内容で、１時間扱いですが実際

は１時間では終わらなかったようです。 

生物基礎では、「生物とは何か」を中心に扱うそうですが、「何か」の一つに、体内環境の

維持というのがあります。その例として、血糖濃度調節をとりあげます。すでに、その調節

には自律神経とホルモンが協働していることを学習しているので、ここではその具体的な中

身が扱われます。 

 血糖濃度の調節そのものについて生徒は興味が薄く、濃度を上げると下げるを同時に扱っ

たりすると理解も困難である。そこで、この授業では病気を扱うことで興味がもてるように

し、濃度を下げる場合を中心に扱っています。 

 

□授業の流れ□ 

    ①まず、必要事項は暗記して小テスト。 

    ②体調不良の訴えに対して学習した知識を使って診断と治療を考える。 

①では、高血糖の血液がすい臓のランゲルハンス島のＢ細胞を刺激し、インスリンが血中

に出される。これにより肝臓などでグリコーゲンの合成が促進されて血糖量が減少する。

また、高血糖の血液は視床下部のを刺激し、ここから交感神経経由ですい臓のランゲルハ

ンス島のＢ細胞が刺激されるルートもあることが出題されます。また、食事後のインスリ
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ン濃度の変化と血糖濃度の変化をグラフの比較から関連付ける問題が与えられます。 

 ②では、血糖濃度の正常値は約 0.1％であることと、高血糖の状態が続くと網膜や腎臓、

足先の毛細血管が障害を受けやすいことを学んだあと二人の患者のデータが与えられ、そ

の患者に対する病気の説明・治療方針・今後の過ごし方が課題として示されます。 

●以下は生徒資料の一部です。 

 

今日の目標［ 血糖濃度調節の仕組みを根拠に 糖尿病の発症原理と治療法を考察する。 ］ 

２．糖尿病の発症原因と治療法 

・高血糖の原因となった異常部位 

 

・理由：  

 

・病名：（             ） 

 

◎治療の主な方針：  糖の吸収の抑制？ ・ 血中から細胞への糖の取り込みの促進？ 

◎治療に有効な薬：（                   ） 

 

・高血糖の原因となった異常部位 

 

・理由：  

 

・病名：（             ） 

 

◎治療の主な方針  糖の吸収の抑制？ ・ 血中から細胞への糖の取り込みの促進？ 

◎治療に有効な薬：（                    ） 

 

治療薬リスト 

①グルコシダーゼ阻害薬： 腸管内で多糖類を単糖類（グルコース）に分解する酵素のはたらきを抑える。 

②スルホニル尿素薬： B細胞に作用してインスリン分泌を促進する。 

③ビグアナイド薬： 体中の細胞でのブドウ糖の利用を高める。  

④インスリン製剤： 遺伝子組換え大腸菌が合成したヒトインスリンを精製したもの。注射で投与する。 

 

アリス 

ボブ 
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ちなみに、アリスの主訴は「いつも通り食べているのに、痩せてしまった」、一方のボブは

「最近のどが渇いて困る。また、体重も増加気味で…」である。この２種類のグラフは教科

書にもあるとのこと。そこではＡと

Ｂというケースでの紹介だったので、

今回アリスとボブにしたのだそうで

す。 

 右のシートを使って生徒は学習し

ます。もちろんボブ用もあります。

１．は血糖濃度の変化とインスリン

の変化をもとに説明します。アリス

はインスリンが分泌されていないの

でランゲルハンス島のＢ細胞がはた

らいていないⅠ型糖尿病と診断され、

ボブはインスリンが分泌されても血

糖濃度が変化しないので、インスリ

ンが標的とする細胞が異常であるⅡ

型であると診断されます。 

 Ⅰ型糖尿病、Ⅱ型糖尿病という病

名そのものは教師が教えますが、原

因となる異常部位とその理由はここ

までの学習を使って考えさせたいと

いう狙いです。 

 生物学の知識がない人に説明する

という条件付きなので、これをどう

クリアするかという別のアタマを使わなくてはなりません。 

 

授業の終わりに「リフレクションシート」を書きます。項目は①この時間で学べたこと   

②質問してみたいこと、わからなかったこと ③気づき、自分の思い の３項目。 

以下に抜粋します。 

 

②・標的器官が阻害されていると言っていたが、なんでその器官だけがピンポイントで悪く

なるのか。 ・糖尿病という名前なので腎臓のはたらが正常な人とどのくらいの違いがあ

るか気になった。 ・低血糖だとどのような病気になるのか。 

③・医者の視点に立って勉強することで、原因と解決法をできるだけ早く見つけるには、ど

うすればいいのかを考えさせられました。 ・小テストのためにおぼえたインスリンやラ

ンゲルハンス島の働き血糖濃度の調節などが実際に病気へのなり方や、それの治療法につ

いて考えることで、ただ覚えていたものが理由やはたらきが分かり、更に頭に入った。 
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自分にもつながりのある「病気」という設定を使ったことで、今までの学習をかなり自分

に引き寄せて考えたり疑問を持ったりしている様子がうかがえます。体のしくみは中学校で

も学習しますが、そのしくみがくずれたときにどうなるかは中学でもあつかえるかも知れま

せん。また、以下の意見もありました。日本では生物の学習であまりヒトは扱わない。した

がって教材や問題もヒトを扱った

ものは少ないが、医師や看護師の

国家試験などを見ると教材として

使えそうなものはみつかる。日本

では大学の理学部でやっているこ

とのやさしいバージョンが高校へ、

さらに中学へと降りていく形で教

科書がつくられる現実があるが、

今後、教科書が人間ベースになる

可能性もなくはない。今回のよう

な学習のあと、糖尿病などの病気

そのものを取り上げて、たとえば

Ｑ＆Ａ形式で学習しても良いのではないか。 

 星野さんは生徒が興味を持たない単元をどう扱うかということからこの授業を考えられ

たようですが、そもそも病気を扱いたかったとも言っておられました。そうすると、病気の

内容をそれなりに理解しておく必要がありますね。教師は 100 知っていて、そのうちの 10

ぐらいを出す計画で、実際は 7 ぐらいでやっているって感じでしょうか。このレポートの後

の質問はまず糖尿病そのものに関するものから始まりました。たしかに授業で病気を扱うの

は保健体育で、まあ、それも「一応」というのが実態です。生物で学んだ記憶はありません。 

 

２．ミジンコの観察                          田中さん 

 中１の最初のあたりに顕微鏡を使った観察があります。そこでミジンコを見せたという報

告で、観察に使ったミジンコも持って来られましたので、みんなで見ました。 

 ミジンコは田中家のそばの蓮田が産地。残念ながら最近の

生徒は田んぼなどの環境からは遠ざかっていて、ミジンコと

それが棲んでいる場所は実感としては結びつきにくいようで

す。ともあれ、顕微鏡は１人に１台あるのでじっくりと観察

でき、スケッチもていねいのようです。 

 写真の背中に見えるのは卵。原田さんによると、日本中の

ミジンコは、東北大学の研究によりＤＮＡの分析結果から、

有性生殖を行う個体群はいないことが確認されているそうです。日本産のミジンコは北米か

ら侵入した 4 個体のメスに由来する絶対単為生殖のクローン個体からなる個体群とのこと。

また、「単為生殖を続ける個体群は有害遺伝子の蓄積により数千年で集団としての寿命が尽

きる」との研究もあるそうです。 
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３．磁石のおもちゃ                          木本さん 

 いや、今回の工作は難易度が高かった。回転

舞踏会と同じ原理（実は回転と磁石は関係ない）

なのですが工作としての工夫がすぐれています。

小学校の生徒が中学校を体験する催しをする際

にやるとのことで、まだ子供たちは作っていま

せん。だいたい、例会の工作では話を聴かずに

やる人が後を絶たず、「だからぁ」とか「ほらぁ」

とかいつも木本さんに叱られるのですが今回は

みんな集中していました。調整すると口では言

えますが実際はこの調整が一苦労です。一応設

計図を載せときます。子供たち、できるかな？ 

右の写真は調整中の一コマです。 

 

４．吾妻山と昼間の三日月                     山口俊三さん 

 ４月２１日（土）に吾妻山に登られました。ダイセンキスミレ、スミレサイシンなどの花

がきれいに咲いていたとのことで写真を持って来られました。で、１２時ごろ、下山し始め

た直後に、東の空３０度くらいの高さのところに、弦を下に向けた三日月を見つけます。昼

に見える白く薄い月。家に連絡されると、川内でも見えたとのこと。 

 帰宅後、１９時前後に見上げると、今度は西の空６０度くらいの位置に弦を上に向けたい

つもの三日月が見えました。三日月というものは夕方から晩にかけて、西の低い位置に見え

るものと思っていたので、真昼に東の空に見えたのは新鮮だったとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△ダイセンキスミレ             △スミレサイシン 

 

 昼間の月は気がつきにくいですよね。とくに三日月のように細いとまず気がつきません。

と言うか、そもそも空を見上げる生活がどこかに行っちゃってます。良く光る位置にいる金

星は昼の青空に白い点で見えます。以前、陸上部の指導をしながら青空の金星を探して見つ

け、生徒に教えている理科教師の顧問がいました。 
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５．高校新学習指導要領検討会 報告                   角島さん 

 ファラデーラボ神戸で表記の会が３月にありました。この前の全国大会で参加した分科会

で兵庫の森本さんと意気投合し、今回の参加に至ったとのことです。参加者は８名。滝川さ

んや觜本さんなどおなじみの名前もありました 

 部分的に紹介します。次の指導要領では「探求の全ての学習過程を経験できるようにする

こと」とあるそうです。しかし、このことは方法の変更でなんとかなる話ではない。一クラ

スの人数が変更できず、教員の業務（担任、進路、部活…）の変更もままならない実態の中

でどのように実現すると言うのでしょう。Super Science high school などの例外的な事

例をとりあげても意味はなく、指導要領に言う学習をやらせるならクラスの人数や教員の人

数を変えないとむりではないかとのこと。 

 また、教育機器や備品は充実されるのかという疑いが残るそうです。具他的には、生徒一

人に一台のタブレットが本当に与えられるか。日本のＩＴＣ教具や理科実験器具は教科書に

縛られていて、センサーなどは手に入ったとしてもかなり高額となるが、本当に「センサー

を活用し…」は実現できるか。文科省が暗に意図しても、教科書会社は自主規制に動くとい

う実態はなくなるのか。などです。 

 文部科学省のパブリックコメントへセンサーの活用と視覚障碍者への配慮について投稿

されるとのことでした。 

 

６．顕微鏡の視野の大きさ                         塚本 

 中１で顕微鏡を使うとき見ているものの大きさも伝えたいと考えて一目盛り 0.5mm の「も

のさし」を作りました。エクセルで線を引き、透明なラベルシ

ートにインクジェットプリンターで印刷、切ってスライドガラ

スに貼って完成。顕微鏡で見てびっくり！インクジェットのイ

ンクが見えてしまいました。１００倍でこんな感じです。線の

間隔は約 0.5mm なので、視野の直径は 1.5mm ぐらいですね。今

回は諸事情で使えませんでした…生徒の反応が見たかった。写

真は顕微鏡の接眼レンズにスマホをくっつけて撮りました。 

 

７．連絡・協議・紹介 

（１）科学お楽しみ広場   

日時  ７月２９日（日） ９時～ほぼ正午 

 場所  五日市公民館ホール  

 内容  お餅スライム びっくり！お絵かき大変身 ストロー吹き矢 一弦琴 カズー 

     ブーブー風船音階つき マムシのたまご 虹スクリーン スーパーボールロケ

ット ぶんぶんミツバチ 葉脈標本  募集中です！！ 

 

（２）小学校の仲間をふやすために 

  例会で理科の楽しさを伝えることを中心にし、心当たりを誘う。小学校の理科教科会に
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積極的に参加する。 

 

８．事務連絡                           

★今後の予定★ 

    ５月２６日    13：00～17：00  例会     観音中 

    ６月２３日    13：00～17：00  例会     広島工大※ 

    ７月２１日    13：00～17：00  例会     観音中 

    ７月２９日        科学お楽しみ広場      五日市公民館 

   ※初等中等教育研究センター 

例会の様子はウェブにもあります。 

 http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html 

 

   これは山口さんが撮った昼間の三日月です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右の図は磁石おもちゃ用です。 

ＨＰに動画を載せています。 

今春採用された理科教師の皆さん！ 

一緒に勉強しませんか。毎月１回集まっていろ

いろやっています。ぜひご参加を！！ この

通信は１年間送らせていただきます。よろしく。 
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 訂正あり：仕切り版の「のりしろ」は３０ｍｍではなく、１０ｍｍです。 

http://noroshigeki.web.fc2.com/mokuji6//oikakekko.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


