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事 例 中学校 技術・家庭科 第２学年「秋まき野菜の栽培」 

テーマ 「進んで生活を工夫し創造する能力と実践力を育てるための指導の工夫」 

～「習得」と「活用」に関わる学習場面を位置付けた授業を通して～ 

授業改善

の視点 

①身に付けたい力を明確にし、授業のつながりを意図した題材指導計画の改善 

②実習の場で活用できる多様な見方や考え方・感じ方を学び、思考力、判断力、表現力を

高めるための指導方法の改善 

 

１ 学習状況の把握と結果の分析 

（１）学習状況の把握の方法 

【評価規準】 

生活や技術への 

関心・意欲・態度 

生活を工夫し 

創造する能力 

生活の技能 生活や技術に対する 

知識・理解 
 

・作物に適した生育条件の

在り方に関心をもち、自

己の考えを積極的に表

現している。 

・収穫までの見通しをも

ち、願いの達成に向けて

意欲的に作業している。 

 

・植物の生育と環境との関

わりを自身の生活とつ

なげて考え、生活改善に

生かしている。 

・作物の生育状態に合わせ

て必要な作業を適切に

判断し、工夫して作業し

ている。 

 

・作物の栽培に関する生育

環境を、生育状態に合わ

せた適切な管理作業をし

ている。 

・計測機器や薬品等を適切

に活用し、目的や条件に

合った作業をしている。 

 

・作物の栽培に適する生育

環境とそれを管理する方

法とその必要性について

理解している。 

・生物育成に関わる技術の

果たす役割について理解

している。 

【把握の方法】 

・実態調査アンケート ・これまでの授業における活動の様子 

 

（２）学習状況の結果と分析 

【結果】 

①自分の手で野菜や草花を育てることは 

好きな方だと思いますか？ 

  

 

 

 

 

 

 

 

②植物が発芽するには３つの条件が必要   ③植物は、自ら養分をつくって成長しています。 

ですが、それは何ですか。         主にどこで養分を作っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１学年で「収納ラックの製作」の学習を行ったが、そのときの実態調査では「ものを作ること

が好き」という生徒の割合が約７０％であったが、今回のアンケートにおける「野菜や草花を育て

ることが好き」という生徒は約４４％という結果であった。「草花や野菜を育てること」は「ものを

作ること」以上に身近なことであり、生徒の興味や関心も高いと考えていたが、意外に低いことが

分かった。また、植物の発芽条件を３つとも答えることができた生徒は２５％であった。グラフか

ら明らかなように「温度」「空気」が必要であると答えられた生徒がそれぞれ２５％、３０％と少な

かった。逆に「日光」が約８３％、「二酸化炭素」が約１４％と、誤った知識をもっている生徒が多

かった。また、養分を作っている場所が「葉」であると答えられた生徒は約７１％であり、約３割

もの生徒が間違った認識をしていることが分かった。 

【その理由】 

○日がたつにつれて、大きく成長していくのが楽しみ。

○収穫として食べることができるから。 

○野菜のトマトを育てたとき、楽しかったから。 

○野菜は、自分で育てたらおいしい。 

○収穫できたときに達成感がある。 

●世話をするのが面倒。 
●世話をするのが大変。 
●植物をさわりたくない。かゆくなる。 
●野菜が嫌いだし、虫がいたりする。 



【分析】 

   野菜や草花を育てることにかかわって、成長していくことや収穫することが楽しみであるなど、

これまでの体験から「育てることが好き」と感じている生徒がいる一方で、土をいじって手や服を

汚して作業をする、面倒でも毎日毎日世話をするといった生活経験が少なく、実際にはやらずして

「面倒」「嫌い」と決めつけている生徒も多いのではないかととらえた。また、植物の発芽条件や養

分を作っている場所について正しく答えられない生徒がかなり多くいたことから、これまでに学習

した内容の定着度が低く、知識が正しく身に付いていない生徒が多いことが分かった。以上のこと

から、実践の場面で知識や技術が活用できるように、生徒の意識の流れを大切にしたり、必然性の

ある課題設定や指導過程の工夫をしたりするなど、指導面での改善の必要性があると考えた。 

  

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

上記の分析結果から、生物育成に関する知識と技術が十分に身に付いていないことや生物育成に

関する技術における学習活動を通して成長・収穫の喜びを体験したり、これらに関した職業に対す

る理解を深めたりすることについても不十分であることが明らかになった。 

本教科でめざす「進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる」ためには、基礎的・

基本的な知識や技術の習得とそれらの知識や技術を積極的に活用し、生活を工夫したり創造したり

する能力と実践的な態度を育成する必要がある。そこで、習得と活用の視点に立って授業と授業と

のつながりを意図して指導計画を工夫改善していくことや、習得した知識や技術を実際の作業の中

で活用できる場面を意図的に設定していくことが必要であると考えた。また、思考力、表現力、判

断力を育成する観点から自分の考えが仲間に伝わるように根拠を明確にして分かりやすく表現する

ことや、仲間との意見交流を通して、見方や考え方が広まったり深まったりするような指導方法の

工夫を含めた授業改善が必要であると考え、授業改善の方針を次の２点とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）改善の具体的方途と実践 

①身に付けたい力を明確にし、授業のつながりを意図した題材指導計画の改善 

題材指導計画の作成にあたっては、題材を通して身に付けたい力を明らかにするとともに、それ

にふさわしい適切な題材を選択することから始めた。 

そこで、本年度は土づくりから始め、種まきから収穫まで連続的に取り組めるようにするために、

秋野菜であるダイコンとホウレンソウを題材とし、９月から始めることとした。また、プランター

ではなく実際に畑をつくって栽培することとした。畑での土づくりから始めることで、生徒自らが

残暑の厳しい９月に、クワやスコップを使って汗して土にまみれながら畑を耕し、驚くほど多くの

石灰をまくような活動を仕組むことができる。生徒の実態の分析にもあるように、生物を育てるこ

とは、多かれ少なかれ苦労が伴うが、その苦労こそが育てることの喜びでもあり、それは経験した

ものでないと感じることはできない。こうした活動を位置付けていくことで、実践的・体験的な学

習活動や勤労観・職業観などの育成を目指した学習活動の充実を図ることができると考えた。 

また、それぞれの授業場面において大切にしたい見方や考え方・感じ方を明らかにし、そのつな

がりを意識した指導計画を立てることを考えた。生徒たちがそれぞれの授業の課題に向かって思考

するに当たって、前に学習した知識や技術が自分の考えの根拠となったり、その後の作業などの活

動場面で活用できるようにしたりすることが、基礎的・基本的な知識や技術のより確かな習得につ

ながったり、生徒の思考力や判断力、表現力を高めたりすることにつながると考えた。 

作成に当たっては、課題解決に向かう生徒の意識として、「以前のように、この点から考えてみよ

う」「こういうときは、こうやってやればよかったんだな」「あのときこうだったから、この場合も

こうすればよさそうだ」「以前学習したことから考えると、こうすればいいだろう」と考えることが

できるような意識の流れをシュミレーションした。 

以下に示すのは、題材における学習内容及び基本となる見方や考え方・感じ方の一覧である。 

これらは、学習内容によって、前の学習で習得したことがそのまま活用できたり、新たな見方や

考え方へ発展的につながったりできるようにするために役立てた。 

①身に付けたい力を明確にし、授業のつながりを意図した題材指導計画の改善 

②実習の場で活用できる多様な見方や考え方・感じ方を学び、思考力、判断力、表現力を高める 

ための指導方法の改善 

ア 習得した基礎的・基本的な知識や技術を、授業における実践的な活動場面において活用で

きる学習過程を工夫する。 

イ 考えるべきことを焦点化し、お互いの考えを交流する中で課題解決ができるための言語活

動の充実を図る。 



【大切にしたい見方や考え方・感じ方一覧】 

 

授業のつながりを大切にした指導計画の作成の工夫について、今回の授業実践(間引き)を通して

説明すると、以下のようなシュミレーションとなる。 

まず、授業の導入では、課題の必然性を大切にし、栽培計画（①・②）で明らかにした「栽培へ

の願い」をもとに、「大きく立派な野菜にするにはどうしたらよいか」という学習課題を設定した。

次に考える視点や考えの根拠となる見方や考え方、課題解決の場面で身に付けさせたい新たな見方

や考え方を活用して考える場面を設定した。ここでは、課題解決に向けての必要な基礎的・基本的

な知識として、「生育環境や生育条件」（③・④）、播種方法における「間隔」（⑦）等、それまでに

学習した内容が活用できるようにした。 

 

 【「間引き」（本時）のシュミレーション】 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時数 学習内容 大切にしたい見方や考え方・感じ方 

①② 栽培計画 「栽培への願い」「全ての基本は土づくり」「栽培の見通し」 

「生育条件・生育環境」「日常管理」 

③ 環境と生育条件１ 「水・光・気温・肥料・酸度」「数・量・大きさ・種類・回数」 

④ 環境と生育条件２ 「生育環境や生育条件」 

「水・光・気温・肥料・土・酸度・種のまき方・間引き方・農薬」 

⑤⑥ 土壌条件 「団粒構造と単粒構造」「水はけと保水性」「酸度」「元肥」「通気性」

⑦ 播種方法 「覆土」「間隔」「栽培の見通し」 

⑧ 間引き（本時） 「栽培の見通し」「水・日光・養分」「生育状況」 

「大きさ・色・つや・形・病気・害虫・間隔」「競争」 

⑨ 日常管理１ 「追肥」「生育状況」「色・つや・太さ」「量・まき方」「間隔」「成分」

⑩ 病害虫駆除 「種類」「量・まき方」「環境」「安全性」 

⑪ 病害虫駆除と環境 「栽培の見通し」「環境」「安全性」 

⑫ 日常管理２ 「追肥」「生育状況」「種類・「量・まき方」「環境」 

⑬ 日常管理３ 「自然環境」「生育状況」「水・温度・日光・養分・病気・害虫」 

「間引き・追肥・除草」 

⑭ 収穫 「自然環境」「大きさ・重さ・太さ」「色・形」「味・香り」 

⑮ 土壌の再生 「団粒構造と単粒構造」「水はけと保水性」「酸度」「環境」「消毒」 

⑯ 地域の実態調査 「生育環境や生育条件」「土壌（土地）・水・気温」「環境」 

⑰ 学習のまとめ 「生活との関連」「新しい栽培技術」 

【願い】大きくて立派な野菜を収穫したい 【生育状況】たくさん発芽した 

【考える視点・考えの根拠となる既習

の見方や考え方】（既習内容） 

○水、光、温度、PH、肥料、養分 

【解決の方途となる見方や考え

方・感じ方】 

○大きさ・色・つや・形・病気・害虫 

○間隔 

○競争 

具体的にはどのように間引きしたらよいか（課題） 

課題解決（新たな知識・技術・見方や考え方）

大きくて立派な野菜を育てるにはどうしたらよいか（課題の必然性） 

間引きをする必要がある 

身に付けた知識・技術・見方や考え方を活用する作業 

【学び合い】：多様な見方や考え方・感じ方 



②実習の場で活用できる多様な見方や考え方・感じ方を学び、思考力、判断力、表現力を高めるた

めの指導方法の改善 

ア 習得した基礎的・基本的な知識や技術を、授業における実践的な活動場面において活用できる

ような学習過程を工夫する。 

 

習得した基礎的・基本的な知識や技術を活用し、実際にやってみることでこそ喜びや満足感が得

られ、生徒の興味・関心や学ぶ意欲を高めていくことができる。そして、やってみる中で学んだこ

とをどう活用していけばよいのかを工夫したり、判断が難しいケースや悩む場面でどうすればよい

結果につながるか試行錯誤したりすることで、思考力や判断力、表現力を高めることができると考

えられる。 

本時では、授業で付けたい力を「生育状況に合わせて、間引く苗を適切に判断・選別し、適切な

間引きの作業をすることができる実践的な力」とし、「どんな苗をどの程度間引けばよいのか」を追

究するために以下の３つの場を大切にすることを考えた。 

 

Ⅰ 多様な見方や考え方・感じ方を学び合う場（全体交流の場） 

Ⅱ フィールドワークの場での効果的な示範 

Ⅲ 実際の作業（実習） 

 

まず、学習課題に対して、班での交流だけではなく、全体交流の場を位置付けた。そこで、生徒

は、多様な見方や考え方・感じ方を理解し、「どんな苗をどの程度間引けばよいのか」について課題

解決の糸口をつかむもうとした。また、教室での示範で学んだ後であっても、実際に畑に出て間引

きの作業を行うにあたって苗の様子を見ると、大きいのか小さいのかなどの判断が難しかったり、

どのパターンにあてはめればよいのか迷ったりして、生徒たちがとまどうことが予想された。そこ

で、フィールドワークの場面での示範を行い、実際での作業の在り方を示し、迷いやとまどいを軽

減し、能率よく作業を進めていけるようにした。それらの過程を踏んだ後、実際にやってみる実習

の場を位置付けた。このように、学んだことを交流し、活用する場を設定することで、生徒が自信

を持って作業をし、「できた！」「わかった！」と感じることができるような指導過程を工夫した。 

 

イ 考えるべきことを焦点化し、お互いの考えを交流する中で課題解決ができるための言語活動の

充実を図る。 

自分の考えを発表する中で、次の３つの点を大切にすることとした。 

 

・自分の意見の根拠を明確にして話す。 

  ・それまでに習得した基礎的・基本的な知識や技術についての専門的な用語を使って説明する。 

  ・聴き手により分かりやすくなるよう、図表や具体物を使うなど表現豊かに説明する。 

   具体的には以下のような指導を行った。 

   

○学んだことをどう活用するのか、シュミレーションできる学習プリントの利用 

間引くとよい苗をまとめた５つの項目の中で、特に「混み合ってい 

る場所にある苗をどう間引くか？」に焦点化して、じっくりと考えさ 

せ、作業場面で正しく判断・選別し、適切な間引きの作業ができる力 

へとつなげていこうと考えた。 

そこで、苗の位置を番号で示し 

た右のような学習プリントを用 

意し、間引きをするとよいと考 

える苗に印をつけていくように 

した。 

   

○生徒のもつ様々な見方や考え方を引き出す教師の指導の工夫 

上記のように間引く苗の番号に印を付けていくという作業をするにあ

たって、「なぜこの番号を消す（なぜこの苗を間引く）のか」「なぜこの番

号を残すのか」という根拠を明確にして自分の考えをまとめるように指導した。その際、本時に引

き出したい見方や考え方を以下のように設定し、生徒の意見の根拠となっている見方や考え方を評

価して価値付けしたり、問い返しをしたりすることでその生徒の見方や考え方を引き出し、それを

お互いに学び合うことができるようにした。 

①         ⑭ 

 ② ⑥ ⑦⑨    ⑰ 

 ③④  ⑧⑩⑪⑫ ⑮⑱ 

  ⑤      ⑬⑯⑲ 

            ⑳



70.6

20.6

8.8

好きな方だと思う

どちらでもない

嫌いな方だと思う

44.4

38.9

16.7

好きな方だと思う

どちらでもない

嫌いな方だと思う

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３ 授業改善後の成果 

   今回の生物育成の学習を終えて、栽培した野菜の収穫後にアンケートを実施した。学習前と学習

後の意識を比較すると以下のような結果となった。 

・あなたは、自分の手で野菜や草花を育てることは好きな方だと思いますか？ 

「好きな方だと思う」が ４４．４％  →  ７０．６％ 

「どちらでもない」が  ３８．９％  →  ２０．６％ 

「嫌いな方だと思う」が １６．７％  →   ８．８％ 

 

 

 

 

 

 

          

【９月】                  【１２月】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以下に、成果をまとめる。 

 

(1)生徒の実態に基づいて付けたい力を明確にし、授業のつながりを意図した題材指導計画の改善 

・授業のつながりを意識し、「土づくり・畑づくりから始まり、種をまき、苦労して世話をして収穫

する」という一連の学習活動を反映させた指導計画の流れの中で、生徒たちが自分の手で一生懸

命取り組むことで、それまで「やらずして、嫌いと決めつけていた」生徒も、やってみてその喜

びや楽しさを感じることができたと考えられる。 

・日常の管理を継続して畑という広いフィールドでダイナミックに行うことで、習得した基礎的・

基本的な知識や技術、見方や考え方・感じ方を、活用することによって実感を伴った理解が深ま

った。結果としてそれは満足感や達成感につながる体験となり、授業で学んだことを家庭でも生

かしてみようとする実践的な気持ちにつながった。 

(2)多様な見方や考え方・感じ方を学び、思考力、判断力、表現力を高めるための指導方法の改善 

・考えるべきことを焦点化し、シュミレーションできる学習プリントやホワイトボードを用意した

ことで、自分の考えの根拠が明確になり、積極的に自分の考えを仲間に分かってもらおうとする

生徒が多くなった。特に、班での交流場面では自分と仲間の見方や考え方を比較しながら活発に

意見を交わす姿が見られた。 

・授業において大切にしたい見方や考え方を明らかにした上で、生徒の意見の根拠となっている見

方や考え方を評価して価値付けしたり、問い返しをしたりすることで、抽象的な表現から「双葉」

「うね」「栄養分」など、学習内容に関わる専門的な言語を使えるようになっていった。また、

生育状況に着目する見方・考え方の生徒が、教師の問い返しによって「小さい・・・」から「双

葉」という言葉を使って説明するなど、授業の中で生徒の表現の変容がみられ、生徒の思考力や

判断力、表現力が高めることにつながった。  

【自分が好きな方だと思う主な理由（学習後）】 

・特に収穫の時にすごく楽しくて、だんだん育っていく野菜をみるのもワクワクしたから。（４人）

・始めは種だけど、それが苗となり一生懸命お世話をして大きく育っていくのを見るのも楽しい

し嬉しいから。（８人） 

・今回の授業で育てるのも楽しかったし、生物が成長していくのを自分ができた（育てた）とい

うことがとても嬉しいから。（６人） 

・大変だと思うときもあったけど、できた時にやりがいがあったと思ったから。（３人） 

・野菜を育てるのは楽しかったし、ほかの野菜もまた育ててみたいと思ったから。 

【引き出したい見方や考え方】 

◇収穫までの見通し・・・「大きくなったときのだいたいの間隔を考えて間引く」 

・・・「今後、生育差が出る可能性があるので、何回かに分けて間引く」  

◇栄養（肥料分）、水分、日光の確保・・・「栄養や日光、水分が行き渡るように、隣同士がくっ

つきすぎないように間引く」 

◇競争させて生育を促進する・・・「お互いに競争し合うよう、適度な間隔をあけて間引く」 

◇保険的役割・・・「枯れてしまったときに収穫できないので、ある程度残して間引く」 


