
事例 E 
「光合成」と「呼吸」の働きを化学変化の視点から探究する 

～分野や領域を横断して，知識及び技能を活用する～ 

 

 

第２学年 〔第１分野〕 (4) 化学変化と原子・分子 

〔第２分野〕 (3) 生物の体のつくりと働き 

 

 

【分析結果と課題】 

○ 知識及び技能を活用することに課題 

分野や領域を横断して知識及び技能を活用することに課題が見られる。 

〔９(2)正答率 19.8%〕〔報告書 P86～P88〕 

 

【学習指導に当たって】 

○ 分野や領域を横断して知識及び技能を活用する 

身に付けた個別の知識及び技能を分野や領域を横断して繰り返し活用することは，知識の理解

の質を更に高め，科学的な概念の形成を促し，自然の事物・現象を多面的，総合的に捉え，科学

的に探究する意欲を高める上で大切である。 

 

 

 

○ 分野や領域を横断し，個別の知識及び技能を関連付けて活用する学習活動を設定する 

化学変化に関する知識及び技能を「光合成」と「呼吸」に活用し，それぞれの分野や領域ご

との知識及び技能を関連付け，「光合成」と「呼吸」の働きを多面的，総合的に捉える学習活動

を設定している。 

さらに，「光合成」と「呼吸」に関わる物質の循環に気付く等，自然の事物・現象を多面的，

総合的に捉え直すことで，理解の質を高められるようにしている。 

 

○ 身近な事象を，原子や分子のモデルで表すことによって考えを深める 

「光合成」と「呼吸」の働きを原子や分子のモデルで表すことで，化学変化の前後で原子の

数は変わらず，組合せが変わっていることに気付き，「光合成」と「呼吸」を化学変化として

捉えることができるようにしている。 

また，「生命」を柱とする領域の「光合成」と「呼吸」の働きを，「粒子」を柱とする領域の

原子や分子のモデルを用いて化学変化の視点から捉え直し，「光合成」と「呼吸」の関係を多

面的，総合的に分析・解釈し，考えを深めるようにしている。 

  

１．関連する学習指導要領の内容 

２．平成 30年度全国学力・学習状況調査の結果から 

３．本指導事例では 

適用 
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（１）内容のまとまりの目標 

化学変化を原子や分子のモデルと関連付けながら，物質の成り立ち，化学変化，化学変化と

物質の質量を理解するとともに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付けること。 

化学変化について，見通しをもって解決する方法を立案して観察，実験などを行い，原子や

分子と関連付けてその結果を分析して解釈し，化学変化における物質の変化やその量的な関係

を見いだして表現すること。 

化学変化と原子・分子に関する事物・現象に進んで関わり，見通しをもったり振り返ったり

するなど，科学的に探究しようとする態度を養うこと。 

 

（２）内容のまとまりの評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

化学変化を原子や分子のモデ

ルと関連付けながら，物質の

成り立ち，化学変化，化学変化

と物質の質量を理解している

とともに，それらの観察，実験

などに関する技能を身に付け

ている。 

化学変化について，見通しを

もって解決する方法を立案し

て観察，実験などを行い，原子

や分子と関連付けてその結果

を分析して解釈し，化学変化

における物質の変化やその量

的な関係を見いだして表現し

ている。 

化学変化と原子・分子に関す

る事物・現象に進んで関わり，

見通しをもったり振り返った

りするなど，科学的に探究し

ようとしている。 

 

（３）内容のまとまりの指導計画（３５時間） 

次 学習の内容 主な学習活動 

第一次 

（10時間） 
物質の成り立ち 

○ 炭酸水素ナトリウムの熱分解の実験を行い，

異なる物質が生成することを見いだす。 

○ 物質の種類の違いは原子の種類の違いとその

組合せによること，及び原子や分子は記号で表

されることを理解する。 

第二次 

（16時間） 
化学変化 

○ 鉄と硫黄を反応させる実験を行い，反応前と

は異なる物質が生成することを見いだす。 

○ 酸化や還元の実験を行い，酸化や還元は酸素

が関係する反応であることを見いだす。 

○ 発熱反応と吸熱反応の実験を行い，化学変化

には熱の出入りが伴うことを見いだす。 

第三次 

（９時間）

本時９/９ 

化学変化と物質の質量 

○ 開いた系と閉じた系の物質の質量を測定し，反

応の前後で質量の総和が等しいことを見いだす。 

○ 金属の質量と結び付く酸素の質量との関係を

調べる実験を行い，反応する物質の質量の比が

一定であるという量的な関係を見いだす。 

○ 生物の働きである「光合成」や「呼吸」を，原

子や分子のモデルを用いて考察する。 

４．内容のまとまり（大項目）：化学変化と原子・分子 
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（１）本時の目標 

「光合成」と「呼吸」の働きを原子や分子のモデルで表し，化学変化の視点から「光合成」と

「呼吸」の働きを多面的，総合的に捉え，表現することができる。 

 

（２）展開例 
探
究
の
過
程 

学習活動 

◆ 指導・支援，留意点 

○ 主に指導に生かす評価 

◎ 指導に生かすとともに記録し総括に用いる評価 

課
題
の
把
握
（
発
見
） 

１ 「光合成」や「呼吸」を化学変化と

して考えたことがあるか振り返る 

◆ 「光合成」や「呼吸」の働きを，化学変化として考えたこと

がない自分に気付き，探究への意欲を高めるようにする。 

２ 課題を設定する 

・ 化学変化は原子や分子のモ

デルで表せることを想起する。 

・ 学習した内容以外の課題の

解決に必要な情報を知る。 

 

 

 

 

◆ 「光合成」と「呼吸」の働きが化学変化であること

に気付き，課題を設定できるようにする。 

◆ デンプンは分子量が大きいため，ブドウ糖に置き

換えて考えるようにする。 

◆ ブドウ糖をモデルで模式的に表した図を提示し，

「光合成」と「呼吸」の働きを原子や分子のモデルで

考えられるようにする。 

課
題
の
探
究
（
追
究
） 

３ 「光合成」と「呼吸」の働きをモ

デルで表し，二つの働きの関係

を考察する 

・ 班の中で二つのグループに分

かれ，「光合成」と「呼吸」の働き

を原子や分子のモデルで表す。 

・ 原子や分子のモデルで表した

「光合成」と「呼吸」の働きを，班

の中でグループごとに説明する。 

・ 班で二つの働きの関係を分

析・解釈し，考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 原子や分子のモデルで表した「光合成」と「呼吸」

の働きを，物質に着目して分析・解釈するよう助言

し，二つの働きの関係を班で考察できるようにする。 

 

 

◆ 自分の考えを明確にし，他者に伝えられるように

なるとともに，他者の考えと比較して建設的な質問

や助言ができるようにする。 

指導のポイント②「誰もが発表できるように班で準備」 

誰もが発表できるように班で準備することで，生徒一

人一人の表現力と対話の質を高めるようにする。 

５．本時：「光合成」と「呼吸」の働きを化学変化の視点から探究する 

指導のポイント①「課題の設定」 

自分のこととして課題を捉えるために，課題につ

いて考えたことがない自分に気付くようにする。 

5’02” 

2’55” 

2’29” 

6’23” 
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https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=302
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=175
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=149
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383
https://youtu.be/29LwDEQ7i7Q?t=383


課
題
の
探
究
（
追
究
） 

４ 考察した結果を他の班に説明して

話し合い，考えを検討・改善する 

 

 

 

 

 

◆ 個人→班→班の交流→班→学級全体の順で考察を

共有して多様な他者と話し合い，自分の考えを検討・

改善できるようにする。 

◆ 発表者が班に残り，それ以外の生徒は他の班に移

動して説明を聞き，話し合うようにする。 

◆ 自分と他者の考えを比較しながら説明を聞き，質

問したり改善点を指摘したりすることを通して，自

分の考えを検討・改善できるようにする。 

５ 検討・改善した考察を学級全体

で共有し，考えを広げ深める 

・ 班に戻り，他の班と話し合っ

たことを基に，更に考察を検

討・改善する。 

・ 考察を学級全体で共有して，

考えを広げ深める。 

 

 

 

◆ 発表者から伝えられた話合いの内容と，他の班の

発表を聞いて話し合った内容とを基に，更に班の考

察を検討・改善する。 

◆ 考察を学級全体で共有して話し合うことで，考え

を広げ深められるようにする。 

 

◎ 化学変化の視点から，「光合成」と「呼吸」の働き

の関係を多面的，総合的に捉え，表現している。 

【思考・判断・表現】（ノートの記述，行動観察） 

課
題
の
解
決 

６ 本時を振り返り，まとめをする 

・ 視点を基に本時を振り返る。 

 

・ 他者の振り返りを聞き，分

野・領域を横断して知識及び技

能を活用するよさを実感する。 

 

 

 

 

 

◆ 分野・領域を横断して，知識及び技能を活用し，理科

の見方・考え方を働かせて，「光合成」と「呼吸」の働きを

多面的，総合的に捉え直したことを視点として明示する。 

◆ 振り返りを共有して自分にはない視点を得ること

で，見方や考え方を豊かで確かなものとする。また，

新たな疑問や問題に気付き，次の探究へと方向付ける

ようにする。 

 

◯ 身近な事象を化学変化の視点から捉え直し，新たな疑

問や問題に気付き，次の探究へ進もうとしている。 

【主体的に学習に取り組む態度】（行動観察，振り返りの記述） 

指導のポイント④「振り返りの視点を明示」 

本時の課題解決へのアプローチを振り返りの視

点として明示する。また，個人の振り返りを共有す

ることで，自分にない視点を得られるようにする。 

9’52” 

13’25” 

13’58” 

12’44” 

指導のポイント③「対話を通して考えを検討・改善」 

他者との対話を通して，自分の考えを検討・改善

できるようにする。 

8’35” 

8’04” 
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（１）分野や領域を横断して知識及び技能を活用したことがない自分に気付き，課題を設定 

生徒は，今までの学習を通して，分野や領

域の個別の知識及び技能は身に付けているも

のの，それらを関連付けながら分野や領域を

横断して活用し，自然の事物・現象を探究し

た経験は少ない。未知の状況において課題を

解決する際，身に付けた様々な知識及び技能

を関連付けて活用する必要がある。 

そこで，「生命」を柱とする領域と「粒子」

を柱とする領域とを関連付けて，生物の働き

である「光合成」と「呼吸」の働きを化学変化として捉え直す授業を単元末に位置付けた。 

また，課題の設定においては，これまで「光合成」と「呼吸」の働きを化学変化として「考え

たことがない自分」，「分かっていない自分」に気付くようにした上で自分のこととして課題を

設定し（図１），主体的に探究できるようにした。 

 

（２）「光合成」や「呼吸」の働きを原子や分子のモデルで表すための教材 

①モデルを操作するためのホワイトボード用のシート（図２） 

②原子のモデル：マグネットシート（炭素原子：黒６枚，水素原子：赤 12枚，酸素原子：青 18枚） 

ホワイトボード用のシート（A3 サ

イズ）をそれぞれ４枚のホワイトボー

ドに貼り付け，ホワイトボードを置き

換えたり，移動したりして考えられる

ようにした。関係する物質のうち，「二

酸化炭素」，「水」，「酸素」については，

図２のように，分子のモデルを点線で

それぞれ一つずつ示し，数のみを生徒

が調節できるようにした。また，ブド

ウ糖は，構成する原子の数のみに着目

できるように模式的に表した。また，

呼吸におけるブドウ糖は，モデルを移

動した後も分かりやすいように，色付

きで表現した。 

原子のモデルは，シール用紙にカラーで印刷し，マグネットシートに貼り付けた後に切り

抜くことで，短時間で安価に作成できるようにした。 

十分な数の原子のモデルを用意して，生徒一人一人が毎時間，粒子の視点で化学変化を表

したり，考えたりすることは，身近な事象を「粒子」を柱とする領域の知識及び技能を活用

して捉えることにつながる。 

６．本指導事例における指導の工夫等 

図１ 生徒に問いかけている場面 

光合成 

呼吸 

図２ホワイトボード４枚に貼り付けたシート 
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（３）対話を通して考察を検討・改善 

班での対話を通して，考察を検討・

改善し，誰もが説明できるように班

で準備してから，発表者を指名した。

これは，自分の考えを明確にし，他者

の考えと自分の考えとを比較して，

考察ができるようにすることと，生

徒一人一人の表現力の向上を狙って

いる。 

また，班の発表者以外が他の班に

移動して発表を聞き，対話を通して，考察を更に深めた（図３）。このことによって，自分の班

の考察とは異なる考えや視点に気付き，考えを検討・改善できるようにした。 

 

（４）振り返りの質を高めるノートづくりの工夫 

本指導事例では，ホワ

イトボード上のモデル

に，気付いたことを直接

記入した。ノートづくり

に生かすため，ホワイト

ボードをデジタルカメラ

で記録し，印刷してノー

トに貼るようにした（図

４）。また，気付いたこと

や驚き，不思議さ，新たな

発見の喜びなどの情意面

をノートにメモするよう

に指導した。このメモを

授業後に振り返ること

で，授業中の自分の思考や思いが想起でき，振り返りの質を高めるようにした。 

 

（５）分野や領域を横断し，中学校３年間の学習を見通して単元を構成 

同じ教材を用いて，「粒子」を柱とする領域と「エネルギー」を柱とする領域とを横断して学

習する例として，ペルチェ素子を取り上げることが考えられる。２年生では，ペルチェ素子に

電流を流すと，一方の面が吸熱して他方の面が発熱し，電流の向きによって面が切り換わるた

め，冷温庫に使われていることを学習する。３年生では，エネルギーの変換の知識を活用し，

化学変化で発生した熱を，ペルチェ素子で電気エネルギーに変換する学習活動が考えられる。 

中学校３年間の学習を見通して，各学年の学習内容を横断して活用する単元を構成し，第７

単元につなぐことが大切である。このような単元の構成を通して，自然の事物・現象を多面的，

総合的に捉え，科学的に探究する力を育成することが重要である。 

図３ 多様な他者との対話の例 

 

図４ ノートづくりの例 

気付いたことや驚き，不思議さ，
新たな発見の喜びなどの 
情意面を記入 
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