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７．１０発行 
                        

会場 広島なぎさ中学高校理科室 

参加者 、田中、脇田、山口克、山口俊、堀内、永田、森、土肥、木本 ９名 

 ６月２２日（土）体育祭で例会参加できない仲間もいましたが、久しぶりに参加した方もい

て和やかな会になりました。備長炭電池・植物の授業・いろいろな教材紹介・引っ込み思案づ

くり、科学お楽しみ広場の打ち合わせと盛沢山でした。退職後のことも話題になりました。 

 

得られた知識から類推する力を育てる（中 1植物）〔なぎさ中高 堀内〕 

○科学者の視点にたつ 

 本校理科のスローガンは”科学者（フロンティア）の視

点”である。学習すべき内容は既知のものであるが、生徒

にとっては初めて学ぶ内容であり、生徒が一つずつ何かを

発見し、そこから自然に対する考えを深めていくことを狙

っている。中学１年のはじめは生物分野（植物）であり、

身近でありながらも未知の部分が多い。生物学を学ぶ上で

重要な共通性と多様性、特に多様性について生徒が様々な

思いを巡らすことで、中高６年間の理科に対する興味関心



をもってもらいたい。 

○単元を通した問い 

 平成 27 年度香川大学附属高松中学校での公開授業において、単元を通した問いを設定し、それをもとにした

授業を実践していた。本校へ入学する生徒の半数以上は中学受験をしており、ある程度の知識はもっている。

しかし、知識を活用したり自然に対する自らの考えを構築する経験は少ないように感じられる。知識があれば

できると考えている生徒に対して思考の重要性を感じてほしいこと、また、学問的な知識が少ない中学生だか

らこそ、生物分野の多様性について様々な考えをもち、表現する練習ができると考えた。 

 今年度、10 年ぶりに中学１年生の授業を担当することになり、新たな気持ちで教科書や資料を読みながら、

単元を通した問いとして、”植物の進化（変化）は何と関係しているのだろうか”と設定し、各学習事項に対

してこの問いにつながるような問いを設定した。 

○授業進度と問い 

 本校の中学１年理科は４単位あり、他校に比べると１単位多い。このため実験や観察、考察に時間をかける

ことができる。第１回定期考査（６月中旬）までに 26 回授業を行い、種子植物について学習した。その中で、

事前に設定した問い、生徒の様子などを踏まえて発した問いを整理した。 

時数 内容 事前の問い 生徒の様子から発した問い 

1 

 

 

ガイダンス 

 

 

・植物の進化（変化）は何と関係し

ているのだろうか（単元を通した問

いの提示） 

 

 

 

2～ 

7 

 

 

 

 

 

花の分類とつくり 

 

 

 

 

 

 

・花を構成する部分とその数には関

係があるだろうか 

 

 

・ツツジやフジはがくと花弁の数は同じで

、おしべはその２倍ある。 

アブラナのおしべはなぜ長４本短２本なの

だろうか 

・花は何のために花を咲かせるのだ

ろうか 

 

・合弁花や離弁花、完全花や不完全花があ

ることで、植物はどのようなメリットがあ

るだろうか 

8～9 

 

 

裸子植物 

 

 

 

・マツの雌花が枝の先端に、雄花が

前年の枝の先端（枝の根元側）につ

いているとどのようなメリットがあ

るだろうか 

・花が咲く植物でも、おしべとめしべが離

れている。このように離れているメリット

は何だろうか 

 

10 

 

 

根のつくりとはた

らき 

 

・主根と側根をもつ植物とひげ根を

もつ植物ではどのような違いがある

だろうか 

 

 

 

11～1

2 

茎のつくりとはた

らき 

 

・主根と側根をもつ植物とひげ根を

もつ植物ではどちらが環境変化（外

敵や気候）に適しているだろうか 

・道管が内側で師管が外側にあるのはなぜ

だろうか 

 

13～2 葉のつくりとはた ・葉のつくり(葉脈のちがい、組織の ・葉の道管が表側にあるのはなぜだろうか 



4 

 

 

 

 

 

らき 

 

 

 

 

 

 

ちがい）から、植物はどのような戦

略をとっているだろうか 

 

・気孔は葉の裏側に多く存在すると

いわれている。葉のつくりとはたら

きから理由を考えてみよう 

 

 

 

・葉のつき方から、植物はどのよう

な戦略をとっているだろうか 

・ひげ根をもつ木ってあるのかなあ 

 

25 

 

種子植物まとめ ・種子植物がこのように変化してき

たのはなぜだろうか 

 

 

○問いと生徒の考え（一部）からわかること 

 全ての問いに対する考えを記録していないが、単子葉類と双子葉類の存在に気づき出したあたりの問いに対

する考えをここに示す。 

主根をもつ植物とひげ根をもつ植物はどちらが環境変化（外敵や気候）に適しているだろうか 

○主根をもつ植物 ○ひげ根をもつ植物 

主根が土の深いところまで生えていて根が抜

けないから、かじられても根からすぐ芽が生

えてくる 

維管束の数が多そうなので成長が速い 

 

 

側根が横に広がって抜けにくい 

 

かじられたときに内側に残った維管束から再生

しそう 

側根が広がっていて、肥料分や水を多く吸収

できる 

根が広がっていて、肥料分をたくさん手に入れら

れる 

維管束が輪になっているため、植物が折れそ

うになっても均等に支えられる 

 

主根だと、外側が師管なので虫などにかじられた

ときに栄養分を根に運ぶことができない 

形成層がしっかりしていて丈夫である 

 

土の浅いところに根が広がっていて、雨水をすぐ

に吸うことができる 

枝分かれがたくさんあるので表面積が増えて

水や肥料分を吸収しやすい 

根の数が多くて水を吸収しやすい 

 

道管や師管が太いからたくさん水を吸収でき

る 

根が横に広がっていて抜けにくい 

 

道管が輪になっていて均等に水を葉に運ぶこ

とができる 

 

 

 

葉のつくりから植物はどのような戦略を練っているのだろうか 

目的   光合成をたくさんすること 

○網状脈と平行脈の違い ○柵状組織と海綿状組織の違い 



養分のつくる速さや水が通る速さが異なる（平行脈の

方が速い） 

無駄なく表面に日光を当てる 

 

網状脈は光合成に必要なものを全体に行き渡らせて

栄養をつくる 

葉の表、裏の両面で光合成ができる 

 

網状脈は葉の面積が広い 

 

表に日光が当たるので表側に葉緑体を多

くしている 

網状脈の葉は太陽の光を受けやすいが破られやすい

（柔らかい）。平行脈の葉は太陽を受ける場所は小さ

いが葉が堅い 

光合成には隙間なく日光を受けるところ

と空気をためるところが必要 

 

網状脈の葉は、葉が丸いので葉脈が枝分かれになった

方がよい 

 

 

網状脈は全体に栄養が広がるように、平行脈は先端ま

で栄養が届くようになっている 

 

 

網状脈の葉は広がることで面積を広くし、平行脈の葉

はまっすぐに長く伸びて太陽の光が当たりやすいよ

うになっている 

 

 

 

網状脈の葉は葉の面積を広げることで光を多く吸収

でき、平行脈の葉は長くて細いので他の葉と重なりに

くくなり、光を受けやすい 

 

 

 

根のつくりから環境変化の適している植物を判断する問いに対しては単子葉類、双子葉類の片方だけに注目し

て考えている意見が多い。根のはたらきとして”植物のからだを支える””水や肥料分を吸収する”という２

つの着眼点が考えられるが、この着眼点に対して両者を比較するところには及んでいない。比較は科学的思考

の最も初歩的なものであるが、本校の１年生では難しいようだ。そこで葉のつくりから植物の戦略を考える問

いでは、単子葉類と双子葉類で葉脈に違いがあること、葉の組織には表側と裏側で違いがあることを示した。

問いが難しかったようで、葉のはたらきが光合成であること、そして光合成をたくさんすることで植物は成長

していくことを確認し考えさせた。その結果、葉脈では葉脈の面的広がりと葉の形状、面積との関係に気づく

生徒が見られた。一方で、組織の違いについては面積あたりの細胞数に注目することができず、無駄なくや隙

間なくといった表現にとどまった。これは葉の中という、生徒が直接見たことがない世界であるために想像す

ることができなかったと思われる。また、細胞内で対流が起こることを知らないので、柵状組織が縦長になっ

ているメリットを考えられなかったとも思われる。 

○答えを明確に示さない 

 事前の問いや生徒の様子から発した問いに対して、生徒は自分が思ったことを発言したりワークシートに書

く。個人での考えは隣の席やグループ、クラスで共有する。ここで自分とは異なる視点をもった生徒がいるこ

とに気づき、様々な考えがあることまではまとめるが、明確な根拠（生徒が正解とよぶ説明）を示すことはほ

とんど行わない。理由としては私自身がはっきりとした根拠をもっていないのもあるが、生徒の考えは観察結

果から類推した仮説であり、この仮説を証明する実験や観察を行っていない。また、ここでの疑問を夏休み課



題として出している科学研究で検証してほしい思いもある。 

○共通性と多様性 

 生命活動の共通性を理解していく考え方の一つに効率が挙げられる。生徒も”効率よくするため”といった

発言をすることがある。しかし、何に対する効率なのかが明確にならないまま使っていることが多い。時間、

面積、個体数など、注目したものに対する効率であることに気がつけば自然現象を理解しやすくなると思われ

る。また、植物の共通したはたらきである光合成や生殖方法などに注目することで、生物の多様性につながっ

ていく。種子植物のまとめでの問いに対する答えは、多くの生徒が、植物が生きている環境にあわせて変化し

ていると答えている。これまでの学習内容をきちんとつなげて答えている生徒はほとんどいなかったため、ど

こかで聞いたことがありそうなことを答えたのかもしれないが、植物が自分の力ではどうにもできず、周りの

環境をうまく利用して繁栄してきたと考えている生徒が多いと思われる。この後学習する、胞子でふえる植物

では、種子植物との生殖の違いや生息環境から生命活動に共通して必要な水の存在、生殖手段の違いによる生

殖の効率性を考えることで、種子植物で発した問いの答えをあらためて考え直す生徒が出てくることに期待し

ている。 

質疑 

○授業の流し方は 

１０年前の授業プリントは、穴埋め式のものであり、これは使え得ないと思った。とり

あえず、教科書に沿った授業をする。教師側の事前の問いについて、自分の考えを書かせ

る。今まで考えなかった生徒も雰囲気の中で書こうとしている。生徒の疑問についてはそ

のつぶやきを教師が拾い、生徒に投げかける。興味を持った生徒がそれに対して意見を言

い合ったり、話し合ったりしている。わからい生徒もその会話を通して何かをつかんでい

ると思う。１年５クラスのうち、１クラスだけ持っているが、テストは下から２番目。オ

ーソドックスな問題をやった方が成績も上がるが、それは家庭学習で頑張ってもらう。授

業のまとめはしていないが、この授業で学んだことは書かせている。疑問や課題を自分で

見つけ、科学研究につながったらよい。 

○植物の分類について 

分類は重要視していないが、裸子植物や被子植物、単子葉類や双子葉類は、そのつどま

とめている。藻類について教科書は重要視していないが、藻類の色と深さの関係は文章の

読み取りで考えさせようと考えている。 

○単子葉の方が強い？ 単子葉の樹木はあるのか？ 双子葉とどっちが先に出現した

か？ 

 ひげ根の一部が土の中に残り、また生えてくる。イネ科だけにきく除草剤もある。 

ヤシの木 シュロも？ 双子葉の突然変異が単子葉？！ 

意見討論 

授業は認識を育てるものだ。まとめが授業にないと生徒みんなの一致した認識にならな

い。よって、まとめが必要だと考える。知識がないと物事を考える手立てがないことにな

るが。 



重要な語句については教えている。授業も教師の側の問いで一致したものを生徒に共有

させている。しかし、生徒から出たつぶやきに対しては意見の出し合いをしているが、答

えは言っていない。 

 概念が１つにまとまらないのは知識が深まることになるのか。→授業内容についての知

識は、受験を通して持っている生徒が多い。考える術を身に着けることが大切だと思う。 

 以前月下美人について授業をしたが、受粉者は誰かを考えさせた。意見を言わせた後、

最後に答えを言うと生徒は「ふーん」で終わってしまった。 

学習コーナー 

単子葉植物は、その大部分が草本であり、木本になるものが少ない。ヤシ、センネンボク（ド

ラセナ）などは樹木。 

葉の形は基本的に細長く、葉脈が平行脈であることも共通する特徴の一つである（サトイモ科

やオモダカ科などの例外がある）。葉は、周囲の様々な方向からの輻射光を受けるのに有利と考

えられ、双子葉植物の葉が水平に広がって直射光を受けるのに特化しているのと対照的である。

このような構造は草原において有利なようで、単子葉類が優占する草原は数多い。  

植物の科の中で最も多くの種が知られているラン科は、花や種子の構造が特殊化しており、虫

媒花、風散布種子として特に進化したものと考えられている。  

一方、イネ科は単子葉植物の中で 2 番目に多くの種が記載されている科であり、多くの有用植

物を含む、重要な科である。カヤツリグサ科と共に、風媒による受粉を行う方向へ二次的に進

化したもので、花弁は退化し、いくつもの花が包につつまれて 1 つの花のような形に進化した

もの（小穂）を付ける。  

シュロはヤシ目ヤシ科ヤシ属  の総称である。ワジュロは日本に産するヤシ科の植物の中では

もっとも耐寒性が強いため、東北地方まで栽培されている。 

また、海水中に進出した種子植物（海草）すべてこれに含まれる。 アマモはこれにあたる。 

世界にはアマモ科、ポシドニア科、ベニアマモ科、トチカガミ科、イトクズモ科、カワツ

ルモ科の 6 科に 60 種程度の海草類が確認されている。ホンダワラは褐藻であり、海草で

はない。 

備長炭電池（大竹中 田中） 

 久しぶりの３年生の授業で取り上げた。備長炭が小さく

電池になるのかが不安であったが、できることがわかった。

また竹炭でも電池になる。グラファイト構造をしているも

のなら電池になる。バーベキュー用の炭ではならない。炭

素棒も大丈夫。 

 東書は、アルミ、鉄、亜鉛、マグネシウムの４つの金属片を組み

合わせて塩酸につける。そのときの電圧を測り、その後、＋極にな

るのはどの金属かを調べる。イオン化傾向を教えておらず、どの組



み合わせがよいかを生徒は考えられない。金属の組み合わせが違うと電圧が出てくるという考

えはまずい。（水素の影響あり） 

アルミ缶電池は、プラス極に備長炭、マイナス極にアルミ缶、電解液に食塩水が用いる。プラ

ス極では備長炭に付着している酸素が作用し、マイナス極ではアルミが作用する。 

教材いろいろ（舟入高 土肥）   写真１↓ 

１．愛飢え男（アイウエオ）          

  

以前は写真１のよう

なストローをこすっ

て、アイウエオを発音

させるものを提案し

た。これは口の形や空

気の体積を変える工

夫がなされた。いっこ

く堂の腹話術を見る

と口の形は変わっていない。舌などを使って口の中の体積を変えているのではないか。という

ことで空気の体積だけを変えた愛飢え男を紹介した。アイウエオの音をイメージして聞くとそ

れなりに聞こえ、おもしろい。福岡大会のお楽しみ広場で販売される。 

以前、空気の重さを測定する実験器を買った。こ

れに高圧空気入れで 10 気圧の空気を入れる。（通常

の空気入れは 2 気圧しか入れられない）下のバルブ

の虫ゴム部分を外して、一気に空気を出すと缶が冷

たくなるだけでなく空気の出る金属部分に一瞬、氷

ができる。断熱膨張による温度低下である。これを

最初の授業で生徒たちに見せた。缶が冷たくなるこ

とにはびっくりしていたが、氷ができることには感

動しなかったことが残念であった。もっと大きな缶

があると良い。 

２．ニュートンメーター 

中村理科から販売されている。３９００円（税別）最大

摩擦力や２力のつり合い・３力のつり合いなどがすぐ測定

できる。もちろんニュートンばかりでばねの変形を実験観

察で行ってからが良い。 

３．ドンヘリ 

 赤外線で操作する。ドンへリが下降して白い板または黒





http://www43.tok2.com/home/gutti63/index.html（ ヒロシマＨＰ） 

今年度（９月～８月）会費２０００円の納入をお願いします。通信・理科工作費はここから出ています。サー

クルは会費で成り立っています。木本 09071245870 kimoto@ms6.megaegg.ne.jp 


