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そうなったか個人でじっくり考えてか

ら、班で話し合い、自分の意見と異なる

意見に注目させて考察させた。自分の意

見と異なる意見に注目させたのは、多様

な考え方に注目し、話合いを活発に行わ

せるためである。また、班で考える際に、

必要に応じて図 11 のヒントカードを使

用させることで、探究活動の基礎となる

知識が全班で共通して理解できるよう

にした。 

＜３時間目＞ 

考察が正しいか自ら立てた仮説を検証

する新たな実験を提案し、発表する 

授業の最初に、前回の実験の手順と考

察を映像により確認した。新たな課題と

して、「考察が適切であるかどうか確認

するためには、どのような実験を行えば

よいか、計画を立てて、『仮説』『目的』

『方法』を記述せよ。」を設定し、まず個

人でじっくりと考え、次に班で考えさせ

た（図 12）。その後、班で「仮説」「目的」

「方法」をＡ３サイズの用紙を用いて手

書きのレジメを作らせ、それを用いて説

明している様子を録画したものを発表

させた。身体・運動的知能と音楽・リズ

ム的知能が活性化している生徒が多い

ため、得意な能力を発揮できるように配

慮した。また、録画することで、客観的

に自分自身の発表を確認することがで

き、発表本番までに相手に伝わりやす

い工夫ができるように配慮した。 

論理・数学的知能を伸ばしたい班に

は、細胞が若いか古いかについては、ミ

クロメーターで測定することにより具

体的な数値となることに気が付くよう

に声かけをした。また、課題を明確に

し、先行研究を参考に論理的に考える

よう助言した。多くの班は、図 13のヒ

ントカードから、1つの細胞あたりの核

に含まれるＤＮＡ量は同じであるため、細胞のサイズが小さいほど、単位質量当たりでは核の数

  

図 10 仮説を立てるためのワークシート 

 
図 11 基礎知識を共通理解するためのヒントカード 

  
図 12 考察のワークシート 
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が多いことに気が付いた。そのため、10班中９班が

ミクロメーターによる細胞のサイズを測定する実

験を提案した。また、1 班はタマネギの細胞の化学

成分が気化する際の臭いの強さを測定する実験を

提案したが、測定機器などを具体的に提案すること

ができず、最終的に全ての班がミクロメーターを用

いた提案になった。しかし、表現の仕方は多様であ

り、参考文献を重視した班や、手書きのスライドに

は図を中心にして視覚的理解を高めることを重視

した班など、各班の活性化している能力の違いが反

映されているように見受けられた。 

(ｲ) 【探究課題２】「温かさの指数」からバイオームを推測し、「温かさの指数」から世界のバ

イオームを推測することの問題点に気付く 

〇取組の概要と指導上の留意点 

主な取組を表４に整理した。本単元は陸上には草原や森林など様々なバイオームがみられ、気

候の違い（年平均気温と年降水量）が世界のバイオームの要因であることを理解させる単元であ

る。バイオームの成り立ちについて実習などを通して探究し、日本と世界のバイオームをイメー

ジしやすいように説明することを心がけ、生徒間で学んだことを確認し合うことを通して、学習

内容の理解を深めさせた。またそこから生態系の保全の重要性について認識するために、同一観

測地点の現在と過去、同一県内の標高の異なる観測地点の「温かさの指数」を比較し、日本では

気温の違いによるバイオームの変化についての思考を深めさせた。さらに、「温かさの指数」か

ら世界のバイオームを推測することの問題に気付かせた。 

【論理・数学的知能を伸ばしたい班への支援】 
・課題を明確にし、具体的な数値データから論理的に考えるよう助言した。 

【言語・語学的知能を伸ばしたい班への支援】 

・発表を見たイメージを言語で置き換えて理解するよう助言した。 

【内省的知能を伸ばしたい班への支援】 

・発表を見て、気候とバイオームの関係を深く考えるよう助言した。 

表４ 「温かさの指数」からバイオームを推測することに関する主な取組 

単元「植生の多様性と分布」 取組の概要 

(1) 月平均気温から「温かさの指数」を

求め、日本のバイオームを推測す

る。 

(1) 気象庁のホームページから、根室市、秋田市、富

士山頂、富士市、五條市、針、那覇市の 1980年と

2018 年の年平均気温のデータを集め、「温かさの

指数」を求め、バイオームを個人で推測し、班で

確認し合う。 

(2) 同一地点の過去と現在、同一県内

の標高の異なる観測地点の「温か

さの指数」を比較し、バイオームの

変化について考察する。 

(2) 同一地点の過去と現在、同一県内の標高の異なる

観測地点の「温かさの指数」を比較し、気温の違

いによるバイオームの変化について個人と班で

考察する。 

(3) 「温かさの指数」によって、世界の

バイオームを推測する問題点を考

察する。 

(3) 「温かさの指数」によって世界のバイオームを推

測することには問題がある。その問題点を個人と

班で考察する。 

 

図 13 考察のヒントカード 
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〇具体的な指導の様子 

＜１時間目＞ 

月平均気温から「温かさの指数」を求

め、日本のバイオームを推測する 

気象庁のホームページから、根室

市、秋田市、富士山頂、富士市、五條

市、針、那覇市の 1980 年と 2018 年

の年平均気温のデータを集め、「温か

さの指数」を算出し、バイオームを推

測する。バイオームの成り立ちにつ

いて実際の年平均気温から「温かさ

の指数」を算出し、バイオームを推測

することを通して探究し、日本のバ

イオームをイメージしやすいように

した（図 14）。 

＜２時間目＞ 

同一地点の過去と現在、同一県内の

標高の異なる観測地点のバイオーム

の変化と「温かさの指数」の問題点を

考察する 

 同一地点の過去と現在のバイオームの変化から、年平均気温の上昇について認識させた（図 14）。

同一地点の過去と現在の「温かさの指数」を比較すると、全ての観測地点で増加していること、

秋田市と針では「温かさの指数」から推測されるバイオームが夏緑樹林から照葉樹林へと変化し

ていることを気付かせた。そのことから推測されるバイオームの変化から、今後、日本のバイオ

ームはどのように変化するか個人と班で考えるようにした。そのことで、自然環境の保全に寄与

する態度を身に付け、生徒自身と社会に関わる課題を発見し、解決策を考えることができるよう

にした。 

静岡県内の富士山頂（標高 3775

ｍ）と富士市（標高 66ｍ）、奈良県

内の針（468ｍ）と五條市（190ｍ）

のように、同一県内の標高の異なる

観測地点の「温かさの指数」から推

測されるバイオームを比較し、標高

とバイオームの変化について個人

と班で考えるようにした。 

日本国内では「温かさの指数」からバイオームを推測することができると学ぶ。そして、実際

に年平均気温から「温かさの指数」を算出し、バイオームを推測した。日本国内では推測したバ

イオームは実際のバイオームと一致しているため、生徒にとって「温かさの指数」からバイオー

ムを推測する問題点には気が付かない。しかし、砂漠気候のオマーンの年平均気温を用いて「温

かさの指数」からバイオームを推測すると熱帯多雨林となり（図 15）、実際のバイオームとは異

 

図 14 「日本のバイオームを推測する」ワークシート 

 

暖かさの指数 

＝月平均気温－５℃ 

 

図 15 「オマーンのバイオームを推測する」ワークシート 



- 11 - 

なることに気付かせた。オマーンのバイオームを例にして、世界のバイオームを推測する問題点

を個人と班で考えるようにした。そのことで、既に獲得した知識・技能を、他の場面でも活用で

きる程度に概念を理解させ、新たな問題発見・解決につなげるようにした。 

(3) 実践後の生徒の変容 

① リーダーシップ・スキルが身に付き、「生物基礎」や学校設定科目「スーパー探究科学（以

下「Ｓ探究科学」という。）」で生産性の高いグループ活動ができるようになってきた。 

 実践開始前から「生物基礎」「Ｓ探究科学」では班による探究学習を実施していたが、特定の

生徒が班をリードすることが多かった。しかし、実践終了後は、班の課題解決のために、すべ

きことに気が付いた生徒が周囲の生徒に声をかけて一緒に動こうとするリーダーシップを発揮

するようになった。これは、本実践のＭＩ理論による班編成から、各自のできることを自覚し、

班のために一人一人が各自の能力に応じた働きができるようになったからと考える。自由記述

「基本私から話し始めて、そして、どう思うかなどを班員に聞いたりして、私が司会役となっ

て進めていけるようにみんなを引っ張っていけた。違う意見も聞きながら再び考察していける

ようになった。」「自分の得意なことをすることが増えて、他のことにも興味がわいた。」からも

生徒がリーダーシップ・スキルを身に付けたことがうかがえる。 

② グループで創造的に考え抜く方法を身に付けた。 

 本実践を開始する前の５月の段階では、実験結果について深く考察したり、研究の参考文献

を複数探したりしてから、研究を進める生徒は多くはなかった。また、Ｓ探究科学の発表会の

発表資料作成には、指導担当教員と何度もやりとりをして、訂正をしていた。特に、考察の指

導には時間がかかっていた。しかし、本実践終了後に、Ｓ探究科学の発表会があり、担当教員

５名が審査をした。審査項目の一つ「研究の内容に対応した文献を調査し、それに基づいてい

るか」を１～３点の３段階で評価した。1点「文献を調べていない」、２点「文献を自ら調べて

研究を計画している」、３点「自ら調べて、文献を十分に理解し、それに基づいて研究を計画し

ている」の３段階である。５名の教員の 12班の平均値は、それぞれ 2.1、2.3、2.8、2.6、2.3

となった。全班の参考文献は２本以上であった。このことから、全ての班が複数の参考文献を

調査し、情報を整理し、創造的に考えながら研究を進めたことが分かる。また、発表資料作成

も生徒たち自身で進めていけるようになった。 

③ データに基づいて論理的に説明ができるようになった。 

 本実践を開始する前の５月の段階では、生物基礎の授業中にデータに基づいて、２名ペアで

既習事項を説明するには 20 分ほどかかっていた。しかし、本実践終了後には、10 分ほどで生

徒相互に説明し合うことができるようになった。このことから、生徒は情報を整理して、論理

的に説明することへの苦手意識が薄れたと考えられる。 

 これらのことから、「生物基礎」において、ＭＩ理論により生徒の能力を可視化し、教員が個別

最適化された学びの支援をすることは、生徒に自己の能力とその変容を自覚させ、探究的に学ぶ

意欲を高めたのではないかと考える。 

 

５ 成果と課題 

(1) 実践の結果 

村上（2019）は、ＭＩ理論を探究学習に活用することで、班による活動が活性化され、沈滞す

る班が生じないこと、すなわち、探究学習における経験性の質が高いレベルで保証され、省察等

による経験から学びの質も高くなることが分かってきたと述べている。本実践においても同様に、

班の協働学習は活性化され、学びの質の向上がみられたと考えられる。また、伸ばしたい知能を

意識した教員の指導の効果は、探究的な学びによって高められたと考えられる。以下のア、イに、

主な取組ごとの詳細を記す。 
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ア タマネギの鱗片葉の中心部分と

外側部分からの収量を比較し、細

胞の大きさとＤＮＡ量の関係性に

ついて理解し、それを確かめる実

験を提案する 

学びの質の向上がみられ教育効果

が高まった例として、実験の考察が

正しいか検証する新たな実験を提案

する探究活動を通して、個人で考え

た提案（図 16）よりも、班全員で協

働的に考えた提案（図 17）の方が、

より具体的に実験を提案できるよう

になり、学びの質が高くなっている。

これは、細胞が若いということと、単

位質量当たりのＤＮＡ量が多いとい

う概念とミクロメーターを使う意味

が結び付き相互関係の理解ができた

こと、さらに単位質量当たりにした

ことで、数値を用いた説明ができた

ためと考える。論理・数学的知能を伸

ばすには、相互関係の理解、数値を用いた説明が必要（本田、2006）と知られており、論理・数学

的知能を伸ばすことができたと考えられる。 

図 15と図 16は７班 24番の生徒の記述である。言語・語学的知能と自然・博物学的知能を伸ば

したい生徒であるが、班全員で考えることで様々な資料を把握し、的確に新たな実験を提案でき

るようになっている。 

また、言語・語学的知能を伸

ばすには、相手に分かりやすい

伝え方を学ぶことが重要（本

田、2006）と知られている。班

でレジメ（図 18・図 19）を作

成し、録画をし、発表する際に

は、相手に伝わりやすい工夫を

するようになった。図 17 は絵

を多くし、視覚的理解を助ける工夫、図 18は前回の振り返りから内容理解を助ける工夫をしてい

る。他にも参考文献から発表の根拠を示し、論理的思考ができる工夫をしている班もあった。こ

のように、レジメの内容と書き方を工夫し、録画を自分自身で確認することで、相手に伝わりや

すい発表を意識できるようになったのは、今回の成果であると考えられる。 

イ 教科「生物基礎」における「温かさの指数」からバイオームを推測し、「温かさの指数」か

ら世界のバイオームを推測することの問題点を気付かせる活動の実践  

 図 20 は同一地点の過去と現在、図 21 は同一県内の標高の異なる観測地点の「温かさの指数」

 
図 16 個人で考えた提案 

 
図 19 動画録画用のスライド２ 

 
図 17 班全員で協働的に考えた提案 

 
図 18 動画録画用のスライド１ 


