
第５学年 理科学習指導案 

北九州市立熊西小学校 

 

１ 単元名 生命のつながり（５） 「植物の実や種子のでき方」 

２ 授業づくりの視点 

○ 子どもの興味・関心の実態 

本学級の子どもは，飼育・栽培活動に強い興

味・関心をもっている。メダカのグループ飼育

やベランダでの緑のカーテンづくりを通して，

一人一人が様々な事実を発見し，心を動かして

きた。中でも，小玉スイカの結実に対する興

味・関心が高く，「たくさん実ができたらいい

な」という願いから，休み時間に世話をしたり，

育て方のこつを調べて「自学ノート」にまとめ

たりする姿も見られた。一部の子どもは，スイ

カやヒョウタンには雄花と雌花があること，実

ができるには虫などの協力が必要なこと，虫が

少ない時は人間が花と花をすりつけ人工授粉

を行うことなどについても触れている。 

 しかし，漫然と植物を見ており，花のつくり

やその違いに気付いていない子どもも多く見

られる。また，全員が栽培経験をもつ「アサガ

オ」については，花のつくりや開花後の変化に

はあまり目が向いていない。児童のイラストで

は，花びらとツルの印象は残っているものの，

めしべやおしべ，子房などを意識した表現はほ

とんど見られなかった。また，結実の過程につ

いても，種ができることは知っているが，受粉

やその後の変化にはほとんど気付いていなか

った。 

 

○ 子どもの能力の実態 
 学習過程に関する子どもの意識についてアン

ケートを行ったところ，実験方法を考える，実

験する，ノートに整理するという項目への自己

評価は比較的高かった。しかし，学習の見通し

を立てる，結果をもとに考える，自分の考えを

発表するという項目への評価が低い。その原因

として，実験・観察には積極的に取り組んでい

るものの，見通しをもった主体的な追究活動が

十分に行えていないことが考えられる。 

 学び方に関する資質・能力では，５年生の重点

である条件制御については，十分に意識しながら

学習を進めてきた。その結果「一つだけ変える」，

「順序よく調べる」などの視点で実験を計画する

力は伸びている。また，比較の視点は，1 学期の

学習でも繰り返し指導し身につけてきた。しかし，

変化と要因を関係づけてとらえる見方について

は，継続的な指導や活用の場面が必要である。 

○ 教材の分析 

本単元は，第４学年「Ｂ（２）季節と生物」

の学習を踏まえて，「生命」についての基本的

な見方や概念を柱とした内容のうちの「生命の

連続性」にかかわるものである。 

ここでは，植物の結実の様子について興味・関

心をもって追究する活動を通して，植物の受粉と

結実が関係していることについて条件を制御して

調べる能力を育てるとともに，それらについての

理解を図り，生命を尊重する態度を育て，植物の

結実とその条件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。 

そこで，本単元の指導にあたっては，メダカ

や人，ツルレイシなどの既習経験や緑のカーテ

ン作りなどの生活経験と関連付けながら，一人

一人が見通しをもって植物の結実過程を追究

できるようにしたい。 

まず「出会う段階」では，アサガオの結実を

メダカや人と比較しながら知的好奇心を高め，

子どもが疑問や考えをもてるようにする。「か

かわる段階」では，一人一人が自分なりの視点

をもって花のつくりやその変化，花粉の様子な

どを調べる時間を保証し，疑問や考えを明確な

問題意識に高める。その上で観察・実験を行う

ことで，子どもの意識に沿った主体的な問題解

決を進められるようにする。 

終末では，他の植物の受粉や種のつくり，頒

布方法などを調べ，植物の結実についての一般

化を図るとともに，人や動物とも比較しながら

まとめ，一人一人が生命のつながりや命の大切

さについて考えを深められるようにする。 

 

○ 本単元の系統 

本学級の児童は，3 年生で植物の育ち方の順

序とその体のつくり，４年生では植物の成長と

季節とのかかわりについて学んできた。５年生

ではそれらの学習を受け，植物の発芽，成長の

様子をメダカや人と比べながら学習し，生命の

連続性について考えてきた。本単元で扱う「植

物の結実」は，その最後に位置付く内容である。 

本単元は，この後，中学校第２学年「生物と

細胞」，第３学年「生物の成長と殖え方」，「遺

伝の規則性と遺伝子」の学習へと発展する。 



３ 単元の目標 

自然事象への 

 関心・意欲・態度 
○ 植物の結実の様子に興味・関心をもち，自らその変化に関わる条件を調べよう
とする。 

科学的な思考・表現 

○ 植物の結実について予想や仮説をもち，条件に着目して観察や実験を計画し，
表現することができる。 

○ 植物の結実の過程とその変化に関わる条件を関係付けて考察し，自分の考えを
表現することができる。 

観察・実験の技能 

○ 花のつくりや花粉などを，顕微鏡などを適切に操作して観察することができ
る。 

○ 植物の結実の過程とその変化に関わる条件や，花のつくり，花粉などについて
調べ，その過程や結果を記録することができる。 

自然事象についての 

    知識・理解 
○ 花にはおしべやめしべなどがあり，花粉がめしべの先につくとめしべのもとが
実になり，実の中に種子ができることを理解する。 

 

４ 展開計画と評価規準 （総時数 １０時間） 

主な学習活動・内容 指導・支援上の留意点 評価規準及び評価方法 
１ アサガオの結実につい
て予想し，調べる。 

(1)アサガオの花を調べ，結
実についての疑問や考え
をもつ。 ＜本時＞  
 
 
 
 
 
 

(2)アサガオの花のつくり
を詳しく観察し，結実に
ついて考えを深める。① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3･4)花が開く前と開いた
後のおしべ・めしべや花
粉の様子を観察し，アサ
ガオの結実について予想
する。       ② 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(5)アサガオの結実につい
ての実験計画を立てる。 

      ① 
        
 

○ 「生命のつながり１～５」の記録を
準備し，メダカや人と比較しながら考
えることができるようにする。 

 
○  「かかわる段階」として，どのよう

に種ができるのかを考えながら，一人
一人がじっくりとアサガオを見ること
ができる時間を保証する。 

 
 
 

○ 花のつくりについては，おしべや，
めしべ，がく，花びらなど，実物と言
葉を対応させて確かめるようにする。 

  メダカや人と比べることで，おしべ
やめしべを「オス」「メス」という役割
と結んで考えるようにする。 

 
【安全上の留意点】 

カッターナイフでケガをしないよう
に，事前の指導を徹底する。ルーペや
ピンセットなどの使い方を確認し，安
全に観察を行えるようにする。 

 
○ 開いている花とつぼみのめしべの柱
頭を比べることで，受粉という言葉や，
受粉の仕組みについて考えることがで
きるようにする。 

 

◎ 開花する前と開花後のおしべ・めし
べの違いを顕微鏡で観察したりスケッ
チしたりして，意見を交換することで，
「おしべからめしべに花粉が渡され，
種子ができるのではないか」という考
えをもつことができるようにする。 

 
○ 顕微鏡の正しい操作の仕方を指導
し，花粉の特徴をとらえることができ
るようにする。 

 
○ 植物の発芽の学習と結んで考えるこ
とで，花粉をつける，つけない以外は
統一するという条件の制御ができるよ
うにする。 

 

【関】アサガオの実や種子のでき方，
その仕組みに興味・関心をもち，
自ら調べようとしている。 

      （行動観察，記述分析） 
 
【思】アサガオの結実について，観
察をもとに分かったことと分から
ないことを整理し，自分なりの考
えをもつことができる。 

 （行動観察，記録分析） 
 
【技】おしべ，めしべの様子や花の
つくりを詳しく観察し，記録して
いる。  （行動観察，記録分析） 

 
【知】アサガオの花のつくりについ
て理解している。 

     （発言分析，記述分析） 
 
 
 
 
 
 
【技】おしべ，めしべの様子や花粉
の変化を，顕微鏡などを適切に操
作して観察している。 

（行動観察，記録分析） 
 
【思】花が開く前と開いた後のおし
べ・めしべの観察から結実の仕組
みを予想し，表現している。 

（発言分析，記述分析） 
 
 
 
 
 
 
 
【技】アサガオの結実の条件を調べ
る実験方法や手順を考えている。 

（行動観察，記録分析） 
 
 



 
 
 
 
 
(6)計画に従って，実験を行

う。        ① 
 
 
 
(7)実験結果をもとに，アサ

ガオの結実について考察
し，まとめる。   ① 
 
 
 
 
 
 

２ アサガオ以外の植物の
受粉や結実，種の頒布方
法などについての工夫を
調べる。      ② 

 
３ 人や動物とも比べなが

ら，生命のつながりにつ
いてまとめる。   ① 

 
 
 
 
 
◎ 実験結果を図や表などに表し，友達
と交流しながら，受粉と結実の関係に
ついて考えることができるようにす
る。 

 
○  結果を一覧提示し，自分たちの力で
考察が進められるようにする。 

 
 
 
 
 
 
 
○ 自然の中では，風や昆虫などによっ
て花粉が運ばれ受粉し結実することに
も触れるようにする。 

 
 
○ 単元末の資料や，「ふりかえろう」な
どを活用して，「生命のつながり１～
５」の学習をまとめ，生命の大切さを
感じ取ることができるようにする。 

 
【思】自分の予想と関係づけながら，
実験結果の見通しをもつことがで
きる。  （行動観察，記録分析） 

 
【技】アサガオの結実について調べ，
その過程や結果を記録している。 

（行動観察，記録分析） 
 
 

【思】実験結果を考察し，アサガオ
の結実についての考えを表現して
いる。  （発言分析，記述分析） 

 
【知】花粉がめしべの先につくとそ
のもとが実になり，中に種子がで
きることを理解している。 

                    （記述分析） 
 

【知】アサガオの学習をもとに，植
物の結実のしくみについて理解し
ている。（発言分析，記述分析） 

 
 
【関】生物が命をつなぐ仕組みに興
味・関心をもち，命あるものを大
切にしようとしている。 

      （行動観察，記述分析） 
 

 

６ 本単元における具体的手立て 

 指導にあたっては，メダカや人，ツルレイシなどの既習経験や緑のカーテン作りなどの生活経験と関連

付けながら，見通しをもって植物の結実の仕組みを追究できるようにしたい。 

まず，導入ではメダカや人の生殖の仕組みを図で示し，アサガオの結実と対比しながら考える。その際，

「アサガオの結実」に対する知識や疑問を整理することで知的好奇心を高め，単元全体の見通しをもつこ

とができるようにする。アサガオに関しては，知識や経験の個人差が大きいことを踏まえ，「かかわる段階」

で十分に観察を行うことで児童の疑問や自分なりの考えを引き出し，この後の観察・実験が主体的に進め

られるようにする。その後，顕微鏡を使っておしべやめしべ，花粉などを詳しく観察する際には，アサガ

オの「自家受粉」という仕組みの巧みさから，植物が子孫を残すための知恵や生命の神秘を感じ取ること

ができるようにする。 

さらに，受粉の有無による結実の対照実験では，条件制御をていねいに行い，見通しをもって実験を進

める力，結果を詳しく記録する力，結果をもとに結論を導く力などを丁寧に育てていきたい。 

 

 （１）「出会う」段階での事象提示の工夫 

 単元の「出会う」段階において，子どもが知的好奇心をもつことができるように，自分がすでにも

ち合わせている知識（概念）や今まで経験したこととの間に，ずれや矛盾を感じ，「おかしい。どうし

てそうなるのかな。」という思いをもつことができるような事象を選定し，その事象との出会わせ方を

工夫する。的好奇心」をもつことができるようにする。 

 

 本単元では，アサガオの花の作りや結実について，「知ってるつもり」の自分に気付くところから学

習を始める。そのために，メダカや人の誕生について簡単な図に表し，それらと比較しながらアサガ



オの結実を考える。また，児童が学習前に描いた「アサガオのスケッチ」を提示するなどして，花の

中心部分や付け根についての表現が曖昧であることなどから，花びら以外の部分もしっかりと見よう

とする意識を育てたい。また，必要に応じて，雄花と雌花をもつツルレイシや小玉スイカの写真を提

示することで，①アサガオにも雄と雌の花があるのか，②アサガオがどのようにして実や種を作るの

かという疑問を引き出していく。分かっていることと分からないことを整理し，児童の知的好奇心を

高めることで，学習に主体的に取り組むことができるようにしたい。 

 

 （２）「かかわる」段階での工夫 

 事象提示の後，子どもが事象に主体的にかかわり，根拠をもった予想を立てることができるように

位置づけた段階である。事象提示で「もっと見たい」，「自分でもやってみたい」という知的好奇心を

もった子どもが，実際に事象と自らかかわり，要因の抽出やその要因と現象との関係付けを行いなが

ら，問題意識を高めていく段階である。この段階は，あくまでも個が自分の考え（予想）をもつこと

を目的とした段階である。子どもは，事象とかかわりながら対象から情報を収集し，その情報を基に，

思考して自分の考え（予想）を構築していく。収集した情報（事実）からの思考であるため，根拠を

伴って想像した子ども自身の予想になると考える。 

 

 本単元では，アサガオはどのように種子を作るのかを考えながら実物をじっくりと見る時間を保証

する。具体的には，小玉スイカなどとも比較しながら，根元のふくらみや内部のつくりを見たり，花

から実への変化の過程に着目したりして，自由に観察できるようにする。それらを出し合う中で，「多

分，雄花・雌花の区別はないこと」や，「花の根本がだんだん膨らんでいくこと」などに着目し，「花

のつくりをもっと詳しく観察したい」という意識を高めるようにする。また，おしべ，めしべ，花粉

の有無などについての詳しい観察を通して，受粉のはたらきに目を向けられるようにする。 

 

 （３）言語活動モデルを活用した段階的な指導 

 言語活動モデルとは，「かかわる」段階で明らかになった事実の確認から，予想を立て，その予想を

確かめる実験方法を考える場面と，結果の処理から考察，まとめに至るまでの過程において，見方や

考え方を深め，実感を伴った理解を図るための場面において様々な手立てを構造化したものである。 

 この言語活動モデルは，知的好奇心の引き出された子どもの，その子なりの素朴概念や既習経験に

よる予想や仮説を，観察や実験の結果からまとめに至る過程において，段階的に思考を深め，科学的

な見方や考え方へと変容させる方策である。このことにより，「自然事象に対する心情の深まりを伴っ

た知的な認識へと変容した姿（科学的な見方や考え方を高まった姿）」，つまり，「ああ，そういうこと

か」「だから，そうなのか」「わかってスッキリした」という子どもの姿を具現化できると考える。 

 

 本単元の問題把握の場面では，まず「かかわる」段階で明らかになった事実を確認する「対話①」

を行う。次に「書く・描く①」の活動に取り組み，個々の子どもが，事実をもとに自分なりの考えを

書けるようにする。その後，考えを出し合う「対話②」を行い，それぞれの考えを共有する。本単元

では，問題解決の前半に「かかわる活動」を何度も重ねながら一人一人の予想を明確にし，その予想

を確かめる実験・観察の方法を話し合い，子どもの力で解決できるようにする。 

 このようなステップで，その子なりの素朴概念や既習経験を根拠に予想や仮説をもつことができる

ように，段階的に思考を深めるようにする。 



＜「見通す」段階の言語活動モデル＞ 

 思考のステップ 学習活動 発問と子どもの発言 

 

事実確認 

対話① 

 

 

・「かかわる」の段階で明ら

かになった事実の確認。 

 

 

 

※ 気付きを，観点で整理

しながら板書する。 

 

 

 

Ｔ：アサガオがどのように種を作

っているのかについて，何か手

がかりはありましたか？ 

Ｃ：根元が膨らんだ特別な花（ス

イカの雌花のようなもの）はあ

りませんでした。 （花の比較） 

Ｃ：花の中心には，棒みたいなも

のと白い粉がありました。 

（花のつくり） 

Ｃ：花の根本の部分がだんだん膨

らみ，実の中心がとがっていま

す。（花から実への過程・変化） 

Ｔ：アサガオにも動物と同じよう

にオス・メスの区別や受精のよ

うなことがあるのでしょうか？ 

Ｃ：全部に実ができているし，根

元や花の中がみんな同じに見え

るから，多分，動物とは違うと

思います。 

見 
 

 
 

 

通 
 

 
 

 

す 

関係づけ 

書く・描く① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話② 

 

・事実を根拠に自分の考え

を書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分の予想を出し合い，

話し合う。 

 

 

 

 

 

 

 

・今日分かったこと，わか

らないこと，もっと知り

たいことなどを話し合

う。 

Ｔ：では，ここまでに分かったこ

とをもとに，アサガオがどのよ

うに種をつくるのか自分の考

えを書きましょう。 

Ｃ：アサガオは，多分オス・メス

の花の区別はないけど，くわし

く調べてみたら，花の中や根元

に何か特別の仕組みがあって，

種ができるのかもしれない。 

 

Ｔ：考えを発表してください。 

Ｃ：花の見かけが一緒だし，どの

花にも種ができたから，全部メ

スの花かもしれない。 

Ｃ：一つの花の中に，オスとメス

が入っているかもしれない。 

Ｃ：スイカにあるのだから，アサ

ガオにもやっぱりオスとメスが

あって種ができると思う。 

Ｔ：アサガオがどのように種を作

っているか，他にどんなことを

調べれば解決できそうですか。 

Ｃ：花を分解してつくりをもっと

詳しくスケッチしたり，膨らん

でいく花の根本を調べたりすれ

ばいいと思います。 



７ 本時の指導 

 （１）日時・場所  平成２７年 ９月９日（水）    於 理科室 

 （２）主眼 

  ＜ 本 時 ＞  

メダカや人と比べながらアサガオの花の作りや，花から実への変化をじっくりと調べる活動を

通して，アサガオの種のでき方について自分なりの考えをもち，もっと詳しく調べていこうとす

る意欲をもつことができるようにする。 

  ＜ １次７時までに ＞ 

   人やメダカと比べながら，アサガオの花のつくりを調べたり，顕微鏡で雄しべや雌しべ，花粉

などの様子を観察したりする活動を通して，アサガオは一つの花の中にある雄しべから雌しべに

花粉が渡されて種ができるのではないかという予想をもち，実験で確かめることができるように

する。 

 （３）準備  1 学期の理科学習ついての学びの足あと，アサガオの鉢植え，小玉すいかやツルレ

イシの雄花・雌花の写真，思考シート 

 

 （４）展開【見通す】段階 

学習活動と子どもの意識 教師の関わり（○）と評価（◆） 

１  メダカや人の誕生のまとめと比べな

がら，アサガオの結実について話し合い，

本時のめあてをつかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問題  

 

２  アサガオを自分なりに観察して，疑

問や考えを出す。   【かかわる段階】 

 

 

※ 視点は限定せず，調べ方は子どもに 

任せる。 

・ 花と花を比べて 

・ 一つの花のつくりを見て 

・ 実のできる過程を調べて 

・ その他  など 

○  メダカや人はオスの精子がメスの卵（または卵子）

と結合する受精を経て命が受け継がれることを想起

し，比較しながら考えられるようにする。 

 

○ 動物の卵や子どもにあたるものが，植物では「実や

種」であることを確かめ，種のできる過程に目を向け

ることができるようにする。 

 

○  図を活用することで，「オス・メス・受精」等の

部分が分からないことを意識できるようにする。 

 

 

 

○  自分の視点で調べることができるように，アサガ

オは，自分の班の鉢だけでなく，予備の鉢や他の班と

比べてもよいことを知らせる。 

 

◆  アサガオの実や種子のでき方，その仕組みに興

味・関心をもち，自ら調べようとしている。 

【関心・意欲・態度】（行動観察，記述分析） 

支→どこを見たらよいか迷っている児童には，「アサガオに

もオスとメスの花があるか」「あるならどこが違うと思う

か」などを問い，観察の視点を作るようにする。 

アサガオは，命をつなぐために，どのようにして「種」を作っているのだろうか。  

動物にはあっても，植物には，

オスやメスはないと思うよ。 

オスとメスがいないと子メダ

カは産まれなかったよ。よく

見たら，アサガオにも違う形

の花があるんじゃないかな。 



３ アサガオを観察して見つけたことを

話し合う。 

 

(1) 観察して見つけた事実や気付いたこと

を出し合う。 【対話① 事実確認】 

 

 

 

 

(2) 自分の考えを書く。【書く・描く①】 

 

 

(3) 考えを出し合い，話し合う。 

【対話② 関係づけ】 

 

・今日，分かったことは？ 

 

 

 

・よく分からないことや， 

もっと調べたいことは？ 

 

 

 

 

４ 本時を振り返り，次時の学習について

話し合う。 

＜今日の考え＞ 

 

 

・次の学習では 

 

 

 

・今日の勉強で，すごいと 

感じた人はいましたか？ 

 

 

 

○  後から整理できるように，気付いたことを付せんに

書いてノートに貼る。 

 

○ 次時への視点を作るために，子どもの発表を整理し

ながら板書し，下のような類を作る。 

 

 

 

   

 

 

 

 

○  事実をもとに自分なりの考えを書くが，本時では，

「よく分からなくなった」という感想も認め，次時

へつなぐ。 

 

○ 考えを少しずつ深めるために，「分かったこと」と「分

からないこと」を整理しながら，集約していく。 

 

◆  アサガオの結実について，観察で分かったことと

分からないことを整理し，自分なりの考えをもつ。 

     【思考・表現】 （行動観察，記録分析） 

 

支→「分からなくなった」場合は，「どこが分からないのか」

「何を知りたいか」を引き出し，次時への視点を作る。 

 

○ 「かかわる段階」の途中であるので，予想や学習の

まとめではなく，「今日の（段階の）考え」と板書し，

これから数時間かけて，自分なりの「考え」を確かな

「予想」に高めるよう意識づける。 

 

 

 

○ 掲示を工夫するなどして，問題解決のために何を調

べていくか，意識が持続できるようにする。 

 

○ 学んだ内容を振り返るだけでなく，自分や友達の学

び方や見方・考え方を振り返る。教師の価値づけを継

続的に行うことで，一人一人が成就感や意欲をもてる

ようにする。 

 

 

外から見た形は，どの花も同じでし

た。スイカのような，形の違いはない

ので，オス・メスはないのでは？ 

花の中にいろいろなものがあるけど，

よく見えないので分かりません。花の

中をもっと詳しく見たいです。 

○○君が，メダカやミニスイカと比べ

ながら説明していたのはすごい。 

私も取り入れたいです。 

アサガオは，動物のようにオスの花・メスの花に分かれているようには見えないが，

確かに種を作って命をつないでいる。花の中身や根元をもっと詳しく調べてみたい。 

外からではよく見えないから，分解し

て中や花の根元を調べたいです。 

花は，みんな同じような形だった。 

花の根元が，どんどん膨らんでいるよ。 

どの花も種に変わっていくみたいだ。 

実の先に，つんと「とげ」が出ている。 

花の真ん中に，いろいろな 

ものが入っているよ。 

比較 

変化 

つくり 


