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第 5学年 理科学習指導案
指導者 尾形正宏

１．単元名 植物の発芽と成長

２．単元の目標

（１）植物の発芽から成長の過程を意欲的に追究し，生命を尊重したり自然の力の大きさを感じたりす

るとともに，見いだしたきまりを生活に当てはめようとしている。

【自然事象への関心・意欲・態度】

（２）植物の発芽から成長までの過程などとその要因との関係に問題を見いだし，条件に着目して計画

的に追究し，量的変化や時間的変化について考察し，表現している。 【科学的な思考・表現】

（３）植物を育てたり，問題解決に適した方法を工夫したりして観察，実験を行い，その過程や結果を

的確に記録している。 【観察・実験の技能】

（４）植物の発芽から成長までの過程について，規則性を理解している。

【自然事象についての知識・理解】

３．指導にあたって

（１）教材観

遠藤豊氏は今から 50年以上も前に「タネとその発芽」という小論の中で，「植物の生きかたを物
質交代の概念で，すじ道だてて把握していけるようになるためには，植物が物質を消費しなければ

生きていけないことをまずしっかりとつかませなければならい。それには，タネ及び幼植物が呼吸

していることと，タネに含まれる物質についての教材は欠くことができない」と述べている（下線

は尾形）。本単元は，この部分につながる内容の教材である。

本単元で扱う〈植物の発芽に必要な条件〉とは，種子が命をつないでいくために必要な物質（空

気・水）と環境（適した温度）そのものである。また，〈植物の成長に必要な条件〉は，植物が次

世代に続く新しい種子を作っていく（光合成）ためのエネルギー（日光）であり，物質（肥料）で

もある。さらに，タネには，すでに発芽するために必要な養分（でんぷんなど）が入っており，そ

れだからこそ，動物が植物の種子を食用としている。

ここでは植物の呼吸については言及しない。が，〈大人でも植物の呼吸と光合成とを混同してい

る人が多い〉という現状を考えるとき，小学校段階でも動物と共に植物の呼吸を扱うことは大切で

ある。それを，いつどのような場面で行うのかが，今後の課題である。

本単元のもう一つの柱は〈条件制御〉による実験である。発芽や成長に関係していることについ

て調べる際には，条件を制御して調べることが大切になる。〈調べる条件（変える条件）〉と〈変え

ない条件〉をはっきりさせて追究することで，条件を制御して調べる能力を育てることができる。

（２）児童観

本学級の児童は，理科を楽しみにしている子が多い。4年生の時から，「課題（問題）」「予想」「理
由」「討論」「実験」という流れを大切にし，話し合う活動を多く取り入れながら学習を進めてきた。

今年度に入ってからは，書く活動も取り入れながら，授業を進めている。

児童は，これまでに育てたことのある植物として，アサガオやヘチマ，野菜の名前などをあげて

いた。家庭でも，様々な植物を植え，育てた経験のある児童もいる。このような経験から，植物の

発芽や成長には，何が必要であるか，だいたいのことはわかっている。水がないと育たないという

ことは，ほとんどの児童が感じている。しかし，発芽と成長に必要な条件の違いや，必要なものと

そうでないものとがはっきりわかっていない児童が多い。

（３）指導観

本単元では，児童の生活経験を積極的に取り入れて学習に取り組めるよう支援していきたい。さ

らに，問題解決の場面では，観察や実験の目的意識を明確にするために，結果の見通しをしっかり
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もって，実験・観察に取り組めるようにしたい。

理科において，児童一人ひとりが自分の予想や理由を出し合う活動は，単なる情報交換ではなく，

自分の考えをより明確にし，自分とは異なる考えを知り，時には個人では思いつかなかった考え方

を，グループやクラスで造り上げる活動へと発展していく場でもある。児童が伝え合う力をもつこ

とは，理科の基礎・基本が身につくことにもつながる。

以上のような学習活動を通して，学びを深めたり，伝えることの楽しさを味わわせながら，確か

な学力をつけていきたい。

（４）本校の研究テーマと関連して

本校の研究テーマ「確かな学力をつけるための授業づくりをめざして～理由や根拠をつけて筋

道立てて話す児童を目指して～」と関連して，次の 3点に重きをおきたい。
①「予想・理由」の段階では，これまでの経験や学習内容と関連づけて自分の予想を持ち発表する。

②「討論」の段階では，自分と友だちの予想を比べ，自分の予想を再考し，より確かなものとする。

③授業の最後に「確かになったこと」を書き，自分自身のまとめとする。

４．指導と評価の計画（総時数 15時間）
次 配 評価規準【評価観点】

時 （主な評価方法）

１ 種子が発芽する条 ＜種子が発芽する条件について考え， 種子の発芽に必要な条件に興味をもち，進

件について考える 話し合おう＞ んでそれらの条件について考えようとして

一 ことができる。 いる。 【関心･意欲･態度】（発表・ノート）

２ 種子の発芽と水や ＜種子の発芽と水や温度，空気との関 種子の発芽に，水や温度，空気がどのよう

温度，空気との関 係を調べる実験を計画しよう＞ に関係するかを調べる実験方法を，ほかの

係を調べる実験方 1つの条件について調べるときには， 条件の制御と合わせて考え，説明している。

法を説明できる。 調べる条件だけを変えて，それ以外 【思考・表現】（発表・ノート）

の条件はすべて同じにする。

３ 発芽の条件につい ＜種子の発芽と水や温度，空気との関 種子の発芽と水や温度，空気との関係につ

４ て調べ，記録する 係を調べる条件を整え，実験をしよ いて，調べる条件と同じにする条件を制御

ことができる。 う＞ して調べ，記録している。【技能】（ノート）

５ 種子が発芽する条 ＜種子が発芽する条件についてまとめ 種子の発芽には，水と空気，適当な温度が

件について理解す よう＞ 必要であることを理解している。

ることができる。 種子が発芽するためには，水・空気 【知識･理解】（ワークシート）

・適当な温度が必要である。

６ 植物の変化と条件 ＜水中に空気を送り続けると発芽する 植物の変化とその変化にかかわる条件を関

を関係づけて考察 だろうか＞ 係づけて考察し，自分の考えを表現してい

し，自分の考えを 水中に空気を送り続けると発芽する。 る。 【思考・表現】(発表・ノート）

表現することがで

きる。

１ ヨウ素液の性質を ＜ヨウ素液を使って，食品に含まれて ヨウ素液の性質を知り，でんぷんという栄

知り，でんぷんと いる栄養分を見つけよう＞ 養分について調べ，記録している。

二 いう栄養分につい 種子の中には，でんぷんがふくまれ 【技能】(ノート）

て調べ，記録する ている。

ことができる。

２ 種子の中のでんぷ ＜子葉は，発芽するときに，何かはた 種子の中にはでんぷんがふくまれていて，

んは発芽するとき らきをしているのだろうか＞ それは発芽するときの養分として使われる

の養分として使わ 種子の中のでんぷんは，発芽すると ことを理解している。

れることを理解す きの養分として使われる。 【知識・理解】(ノート）

本
時

課題とまとめ目標
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ることができる。

１ 植物の成長条件に ＜植物の成長に必要なものは何か，調 植物の成長条件に興味をもち，進んでそれ

三 興味を持ち，進ん べる方法を考えよう＞ らについて考えようとしている。

で考えることがで 発芽の実験と同じように，調べる条 【関心・意欲・態度】（発表・ノート）

きる。 件だけを変えた実験をすればよい。

２ 日光と成長，肥料 ＜日光と成長，肥料と成長との関係を 日光と成長，肥料と成長との関係について，

３ と成長との関係を 調べる実験をしよう＞ 条件を制御して調べ，成長の違いを記録に

調べ，記録するこ まとめている。 【技能】(ノート）

とができる。

４ 植物の成長に必要 ＜日光と成長との関係，肥料と成長と 植物の成長には，日光や肥料が必要である

５ な条件について， の関係について実験結果をまとめよ と考え，自分の考えを表現している。

自分の考えを表現 う＞ 【思考・表現】（発表・ノート）

することができる。 植物が大きく成長していくためには，

日光と肥料が必要である。

６ 植物の発芽と成長 ＜植物の発芽と成長についてまとめよ 植物の成長には，日光や肥料が関係し，日

について必要な条 う＞ 光に当てて肥料をあたえるとよく育つこと

件を理解すること を理解している。

ができる。 【知識・理解】（ワークシート）

７ 基本的な学習内容 ＜適用問題に取り組もう＞ 基本的な学習内容を身につけている。

を身につけること 【知識・理解】（適用問題）

ができる。

５．本時の学習活動（第一次の第６時）

（１）学習のねらい

・植物の変化とその変化にかかわる条件を関係づけて考察し，自分の考えを表現することができる。

（２）本時の評価規準

・植物の変化とその変化にかかわる条件を関係づけて考察し，自分の考えを表現している。

【思考・表現】

（３）準備

・水中発芽実験セット（事前に準備しておいたもの）・水田の雑草の写真【演示用】，ビーカー１・網

１・インゲンマメの種子（6コ）【1班あたり】，エア・ポンプ１（5つに分岐させる）
（４）展開

段階 時間 学習活動・児童の意識の流れ ・指導上の留意点 ◇評価 ◆支援

１．前時までの確認をする ・「必要な条件」をふり返らせる。

5 ○発芽に必要な条件は何でしたか？ ・子どもの発表に合わせて，カードを

つ ・水，空気，適当な温度。 貼る。

か

む ２．課題をつかむ

○空気が必要だということは，どういう実験から

分かったんですか？

・水の中に種子をしずめる実験をした。水の中に ・実験を振り返る。

は空気はないから。 ・水の中にも空気はあるが，ここでで

は，厳密に考えないで，子どもの意

水中でも，空気を送り続けると発芽するのだろ 見に合わせる。

うか？
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5 ○「予想とわけ」をノートに書く

・予想分布をとる。 考えを持たせるための手立て

発芽する… 12 ・これまでの実験結果から考えられ

発芽しない… 4 ることは何だろう。

見 迷い中… 2
と 5 ○「わけ」を発表する ・予想が集中した場合は，自信度を聞

お ・水のなかにあるとくさってくるような気もする き，揺さぶりをかけておく。

す けど，空気もあるから，元気になるような気も ◇植物の変化とその変化にかかわる条

するから，迷っています。 件を関係づけて考察し，自分の考え

5 ・ちゃんと空気があるのだから，発芽すると思う。 を表現している。

・いくら空気があっても，水で息ができないのは 【思考・表現】（発言・ノート）

同じだから，やっぱり無理じゃないか。 ◆「迷っている」も許可し，友だちの

意見を聞いてから，意見を決めさせ

○「友だちの意見を聞いて」を書く る。

・予想変更があれば取り上げる。

考えを深めるための手立て

○実験方法を確認する ・友達の考えを聞いて，自分の考え

・調べる条件…空気（エア・ポンプで） を補強したり，変更したりする。

・変えない条件…水の量，温度，日光，種子など 伝え合いの場

確 ３．実験をする ・時間がなければ，演示のみとする

か 8 ○グループで実験準備をする ・対照実験用は，教師が作って置く。

め ・事前に準備しておいたものを見せ

る ○結果を見る て，結果を知らせる。

４．まとめる

ま 10 水中でも空気を送りつづけると発芽する。 ・何を確認するためにどんな実験をし

と て結果はどうなったのか，また，疑

め ○確かになったことを書く。 問として何が残ったのかなどについ

る て書く。

2 ５．後かたづけをする ・後かたづけも，授業の時間内に終え

るように指導する。

（５）板書計画

6/5 植物の発芽と成長 ＜発芽に必要な条件＞

課題 水中でも空気を送り続けると，発芽するのだろうか？ ・水

予想 発芽する 12 ・空気

発芽しない 4 ・適当な温度

迷っている 2

友 友だちの意見を聞いて

実験 調べる条件…水中に空気を送る（エア・ポンプ）

変えない条件…水の量，温度，種子の大きさ，日光など

まとめ

結果 発芽した 水中でも空気を送り続けると発芽する。

水中で発芽す植物


