2014.8.17 作成
サヒメルキャラバンカー事業昆虫プログラム指導案
日時：

年 月

日

参加者：小学校 3 年生

～
名（男子

名 女子

名）

単元名：昆虫の成長と体のつくり
活動タイトル：｢こん虫をしらべよう｣
本授業のねらい
①昆虫の観察をとおして、昆虫の体のつくりの共通点と他の生物との体の違いを理解する
②昆虫の体のつくりから、昆虫の食べ物やくらしを知り昆虫に関心を持つ
学習指導要領での目標
《身近な昆虫や植物を探したり育てたりして，成長の過程や体のつくりを調べ，それらの成長のきまりや体のつくりについての考えを
もつことができるようにする。》
ア

昆虫の育ち方には一定の順序があり，成虫の体は頭，胸及び腹からできていること。」

身近な昆虫や植物について興味・関心をもって追究する活動を通して，昆虫や植物の成長過程と体のつくりを比較する能力を育てるとともに，それらについての理解を図り，生
物を愛護する態度を育て，昆虫や植物の成長のきまりや体のつくりについての見方や考え方をもつことができるようにすることがねらいである。
ア

昆虫の育ち方には，「卵→幼虫→蛹→成虫」というような一定の順序があることや，幼虫の時期には食べ物を食べ，脱皮をして成長し，蛹の時期には食べ物を食べないで成

虫への準備をし，成虫になることをとらえるようにする。また，「卵→幼虫→蛹→成虫」や「卵→幼虫→成虫」などの変態の仕方の違う昆虫を用意し，育ち方の過程が異なるも
のがあることにも触れるようにする。さらに，昆虫の成虫の体は頭，胸，腹の三つの部分からできていて，頭には目や触角，口があること，胸には３対６本のあしがあり，はね
のついているものがあること，腹はいくつかの節からできていることなどの体のつくりの特徴をとらえるようにする。

教材
・昆虫アクリル封入標本（クモ、チョウ、バッタ、トンボ、カブトムシ、クワガタムシ）
・アブラゼミ大型模型 ・虫眼鏡またはルーペ
・封入標本を置く A3 の白い紙（班に１枚）
・教科書

・プリント 1 枚 ・筆記用具

学習過程
1 時間目
時

間

活動内容 「発問」◯使う教材

（分）
導入

子どもたちの活動内容

「活動のねらい」 ・評価

「予想される児童の発言」 ※配慮すること
「みんなは、虫は好き？」

（5）

「好き」、
「嫌い」、
「気持ち

「これから「昆虫」の学習を

悪いから嫌い」、
「格好いい

始めることを知る」

から好き」
「ではこれからプリントを配り
ます。
」
◯プリントを配る。

プリントをもらう。名前を
書く。
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「プリントの１番にみんなが知

プリントに知っている虫

っている虫の名前を書いて下さ

の名前をできるだけたく

い。
」

さん書く。

「では、書いた虫の名前を発表

「トンボ・チョウ・クモ」

して下さい。
」

「カブトムシ」、「コオロ

※書く時間は３分

ギ」、｢バッタ｣、｢ゴキブリ｣
｢ダンゴムシ｣、｢ヘビ｣
「たくさんの虫を知っている

・虫に興味を示すことができ

ね。」「この中には、昆虫と昆虫

たか。
（発言）

ではない生きものが入っている
ね」
予想と

「では、プリントの２番、みん

イメージしたもの自由に

確認

なが虫の名前を書いた所の下

書く。

（15）

に、昆虫であるトンボの絵を１
つかいてもらいます。どんな体

翅や足の数を意識させて

の形をしているか想像してかい

書かせる

※記入時間は５分

てください。
」
「描けましたか？今日は本物の
トンボの標本をもってきまし
た。では、本物の昆虫と見比べ
て、違うところを探してプリン

※トンボの封入標本を班に

トの３番にかいてみましょう」

１個ずつ配布

封入標本を配り、取り扱う時の

封入標本をもらう

封入標本は傷つきやすいた

注意を話す。
（あればルーペも配

め、落としたりぶつけたりし

布）

ないよう注意

◯封入標本トンボと見比べる

手を挙げて発表する。

「自分の想像した絵とちがった
ところをプリントにかいてみよ
う」
翅は４枚、足の数は６本
「翅の数はどうだった？体の

体は３つに分かれている

形、足は？」

触角があった
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「昆虫の特徴によく気がついた
ね」
虫の体

「これから班へさらに昆虫の標

のつく

本を配ります」

りを観

「これらの体のつくりはどうな

察する

っているかな？トンボを含めた

（10）

３つの標本の同じところをプリ
ントの４番にかこう」
班にチョウとバッタの２種類の

観察する

封入標本を配る。
気づいた同じ特徴を発表
してもらう。
「よく気づいたね。
」

「足が６本」、
「翅がある」 昆虫に共通する特徴に気づ

「昆虫にはいろんな色や形のも

「体が３つに分かれる」

く

のがいるけど、足の数や翅があ
ること、体が３つに分かれるこ
とは昆虫に共通の特徴です」
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昆虫と

「では、さらに４つめの標本を

クモの

配りします」

ちがい

「先に配った３つの標本と、今

を観察

配った標本を見比べて違うとこ

する

ろをプリントの４番にかこう」

※記入時間は５分

(10)
「４つめに配った標本は何だろ

「クモ」

う？」
※この場面では、発言したこ
「足の本数が違う。
」

とを評価しつつ、間違った発

「翅がない。」

言に対しては、その場で、正

｢クモは足が８つある｣

しい情報を伝えるようにす

「クモの体は２つしかな

る。（足と触角を間違える子

い」

どもが多い。）

「お腹が大きい」
「チョウとトンボだけ足
が細い。」
「昆虫は足が６本ですが、クモ
は８本、クモの体は２つにしか
分けられない、翅がないなど、
これまで見た昆虫とは違うこと
がわかりますね。」
「みんなが気づいた違いは、昆
虫の仲間と昆虫ではない仲間の
見分け方になります。」

おさら

｢昆虫の仲間には共通する特徴

いとま

があります。｣

とめ
（5）

「昆虫は足が６本である、
体が頭・胸・お腹の３つに分
かれている、翅がある（４枚） 」
共通する特徴で昆虫かそうでな
いかを見分けることができま
す。
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2 時間目
時

間

活動内容 「発問」◯使う教材

（分）

子どもたちの活動内容

「ねらい」 ※配慮すること

「予想される児童の発言」

予想

「１時間目は、いくつかの昆虫

「顔の形」、
「翅の形」、
「角

※昆虫に共通する特徴を理

（8）

を見て共通する特徴を学びまし

があるかないか」、「体の

解したか

た。どんな特徴がありました

色」

※みんなで確認することで、

か？」

「おなかと、胸と頭に分か

理解を深められたか

「今度は巨大な昆虫を使ってみ

れている」

んなで確認してみましょう」

←子どもから出るとよい

セミの模型を箱から出す
確認

「これは何という虫でしょ

「セミ」

（10）

う？」

「アブラゼミ」

「正解です。みんな見たことが

人数が多い場合は前（広い

ありますか？セミは昆虫でしょ

場所）に集まる。

うか？」
「これは、アブラゼミです。
」

「昆虫」、「昆虫じゃない」

「アブラゼミは昆虫ですか？」

「足が 6 本あるから昆虫」
「体が３つに分かれてい

「なんで、昆虫だと思う？」
（
「じ

る」

ゃあ一緒に足の数を数えてみよ
うか」
）

模型の足の数を数える。

「足が 6 本あったので、アブラ

←この発言が出た場合は、こ

ゼミは昆虫ですね。
」

の発言を活かす。
※足一本一本を指さしなが

「では、体は３つに分かれてい

ら、みんなで足が 6 本である

るだろうか？確かめてみよう」

事を確認する。

頭と、腹のパーツを外す。
「確かに分かれているね」
「セミの翅って何枚あると思

「２枚」

う？」

「４枚」

「セミの翅はトンボと違って翅
を畳んでいるので、上から見て
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も枚数はわかりにくいですね。
この模型で数えてみましょう」
翅を１枚ずつはずし、みんなに
見てもらう
「前翅と後翅が左右にそれぞれ
あるので全部で４枚だね。
」
「昆虫にはふつう４枚の翅があ
ります。これはセミもトンボも
チョウもいっしょです」
まとめ

「では、さいごにまとめです。」

（10）

「昆虫には共通する特徴があり
ます。何でしたか？」

「足が６本、体が３つに分
かれている、翅がある」

「そうですね。ではクモは昆虫

「昆虫じゃない」

でしたか？」
「どこが違いましたか？」

「足が８本」
「体が２つしかない」
「翅がない」

「そうですね。身のまわりには
昆虫や昆虫に似た生きものがた
くさんいます。でも昆虫の特徴
がわかれば、見分けることがで
きますね。」

質問

「何か質問がありますか」

(10)
アンケ

「最後に感想をかいてくださ

アンケート用紙に感想を

ート記

い」

記入する。

入(7)
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教材

昆虫アクリル封入標本（クモ、チョウ、バッタ、トンボ、カブトムシ、クワガタムシ）

・アブラゼミ大型模型（
「あたま・むね・はら・はね」に分解可能）

授業後の板書
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