
事例 中学校 技術・家庭科 第３学年「プランターによる野菜の栽培」 

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」 

～比較実験を取り入れた問題解決的な学習活動の重視～ 

授業改善の視

点 

①生徒の意識の流れを大切にした題材指導計画の工夫改善  

②比較実験を取り入れた問題解決的な学習活動を重視した指導過程の工夫改善 

 
１ 学習状況の把握と結果の分析 

（１） 学習状況の把握方法 

【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 
・作物の栽培には、生育条

件や栽培技術が必要なこ

とを知り、植物の役割と

環境との関わりをとら

え、意欲的に作業に取り

組んでいる。 

・より丈夫に育てたいなど

の願いをもち、生物の育

成に適する条件や育成環

境を管理する方法を工夫

している。 

・作物の生育の様子を観察

し、記録をつけながら、

作物の生育の状態を把握

し、適切な管理作業を行

っている。 

・作物の栽培に適した育成

条件や栽培技術について

理解し、それぞれの管理

作業の意味や必要性を理

解している。 

 

【把握の方法】 

・ 実態調査（アンケート） 
・ 学習活動の様子 
 
（２） 学習状況の結果と分析 

「生物育成に関するアンケート」（実態調査）の結果について 

【結果】 

○興味・関心に関わって 

①「野菜や草花を育てることは好きですか」 
５ かなり好き       ８人（６％） 
４ 好き         ６６人（４９％） 
３ どちらでもない    ３５人（２６％） 
２ あまり好きではない  ２０人（１５％） 
１ 嫌い          ６人（４％） 

②「自分で育てた野菜を食べてみたい」 
５ かなり思う      ３６人（２７％） 
４ 思う         ６７人（４９％） 
３ どちらとも思わない  １３人（１０％） 
２ あまり思わない    １３人（１０％） 
１ 思わない        ５人（４％） 

○生物を育成するにあたって 

 ③「生物を育成するために必要な手立ては何でしょうか」 
・毎日水やりをする（２９人） ・肥料を与える（２０人） ・農薬を散布する（１０人）  
・草取りする（７人） ・土づくり（７人） ・日光にあてる（７人） 
・適度な温度を保つ（３人） ・害虫駆除（１人） ・間引き（０人） 

④「肥料を与え続けるとどうなると思いますか」 
  ・枯れる、腐る、育たなくなる ３７人（６６％）   ・大きくなり続ける１１人（２０％） 
  ・わからない ８人（１４％） 
⑤「畑にまかれている白い粉は何でしょうか」 

  ・石灰 １人（１．４％）  ・不正解、未回答 ６７人（９８．５％） 
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【分析】 

①に関わって、「野菜や草花を育てることは好きですか」という質問に対して、およそ５４％

の生徒が好意的に回答している。「自分が育てた野菜が成長していくのを見るのが楽しい」や「収

穫が楽しみ」など作物の生長に期待する思いが強かった。また、普段の授業における作業の姿か

らも種まきや移植、定植といった作業は意欲的に行う生徒が多く、生徒の題材に対する興味・関

心の高さがうかがえた。しかし、「毎日の水やりがめんどう」「草むしりがたいへん」など、日常

の管理を苦にする声が多く聞かれた。 
②に関わって、「自分が育てた野菜を食べてみたい」について、およそ７６％の生徒が、好意

的な回答をしている。「苦労して作ったものだからぜひ食べたい」「自分で育てたものは何でもお

いしいはず」など、苦労した分の達成感や栽培に対する興味や関心を感じるものであった。しか

し、「スーパーで売っている」「プロの方がおいしい」など、否定的な意見もあった。 
    ③④⑤に関わって、「生物を育成するために必要な手だて何でしょうか」に対して、かん水や

施肥など、日常的な管理に対して、必要と考える生徒は多かった。しかし、肥料を与え続けると

大きくなり続けると回答する生徒が２０％程度いたり、中和のために畑にまく石灰を知らなかっ

たり、肥料や土壌に関する知識や技術を確実に身に付けられるように指導していくことが必要で

あると感じた。 
    これらのアンケート調査を行ったのは、５月から実践した「エダマメの栽培」の終わりの頃で

ある。ほとんどの生徒が生物育成に興味・関心を高くもちながら、実際の管理作業の場面では充

実感や達成感を味わうことができていないことが課題であると考えた。 

   その原因として考えられるのは、以下の２点である。 

   ・天候不順などが原因で、エダマメの成長が遅く、１学期中に収穫までに収穫することができな

かった。したがって、生徒たちの「収穫して食べたい」という思いを実現することができなか

ったこと。 
・エダマメの栽培においては、できるだけ失敗を防ぎたいという願いから、苗からの栽培を行っ

てきた。また、市販の培養土、肥料など、すべてあらかじめでき上がったものを取り扱った。

このことにより、発芽の様子を観察したり、大きく成長する様子を観察したり、肥料や土壌に

関する知識や技術を実践的・体験的な活動を通して身に付けたりするような活動の工夫ができ

ていなかったこと。 
    

２ 分析に基づく授業改善 

（１）授業改善の方針 

   新学習指導要領の技術・家庭科改訂の趣旨では、「体験から、知識と技術などを獲得し、基本的

な概念などの理解を深め、実際に活用する能力と態度を育成するために、実践的・体験的な学習活

動をより一層重視する。また、知識と技術などを活用して、学習や実際の生活において課題を発見

し解決できる能力を育成するために、自ら課題を見いだし解決を図る問題解決的な学習をより一層

充実する。」と示されている。 
アンケート等による生徒の学習状況の分析結果から、栽培に対する興味・関心は高いが、基礎的・ 

基本的な知識や技術は十分に身に付いていないことは明らかである。また、市販の苗や土を扱った

実習では、課題意識を強くもたないまま実習を進めていることが課題であった。 
生活の中にある課題を見付け、身に付けた技術を活用して、自ら課題を解決するためには、付け 

たい力を明確にするとともに題材の吟味を含めて、生徒の市式の流れを大切にした題材指導計画や

生徒が達成感や充実感を味わい意欲的に取り組める指導過程の工夫改善が必要であると考え、以下

のような授業改善の方針を考えた。 
 

①生徒の意識の流れを大切にした題材指導計画の工夫改善  

②比較実験を取り入れた問題解決的な学習活動を重視した指導過程の工夫改善 

            
（２）改善の具体的方途と実践 

①生徒の意識の流れを大切にした題材指導計画の工夫改善 

   本題材では、生物の成長には、光、大気、温度、水、土、田の生物などのいろいろな環境要因が 



影響することを踏まえ、生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法について、生物 
育成の目的に応じた管理方法があることを学習する。 

   また、生物育成に関する基礎的・基本的な知識及び技術を習得させるとともに生物育成に関する 
技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め、それらを適切に評価し活用する能力と 
態度を育成することがねらいである。 

   そこで、付けたい力を明確にするとともに、現在の学校施設の条件の中で実施できる範囲の中で、 
生育への「効果」を中心に生徒の意識が連続するように指導内容を再構成することを考えた。 

   例えば、環境要因の中でも作物の栽培における土壌的要素に着目して題材指導計画を改善するこ 
と考えた場合、肥料の三要素や化学肥料や有機質肥料の特徴、石灰による中和など、土壌条件によ 
る生育の差について実物で比較しながら学習することができるよう、指導計画や題材を練り直すこ 
とを考えた。 
具体的には、エダマメの栽培おいて、苗からの育成を改め、種からの育成とするとともに、発芽 

の条件の授業から比較実験を導入し、生育への「効果」を意識できるようにするとともに、より基 
礎的・基本的な知識や技術を体験的に習得できるようにした。さらにエダマメの栽培で利用した土 
をそのまま使用することを考えた。これは、次に育成する作物である「ホウレンソウ」が酸性の土 
を嫌うので、あえてその土をそのまま使用することによって「土壌改良」（中和など）の学習へつ 
なげたいという意図である。 

  【題材指導計画の改善】 

時 改善前  改善後 生育への「効果」を学習する内容 「環境への配慮」

１ 生育条件  栽培計画と生育条件 発芽の条件（比較実験）  

２ 栽培計画  種まき（エダマメ） 種まき用土の構造（比較実験）  

３ 苗の定植（エダマメ）  移植 セルトレイ・ポット活用→効率的な道具  

４ 追肥  定植・追肥 成長の効果（比較実験） 化学肥料と有機質肥料

５ 病害虫・農薬散布  病害虫・農薬 収穫増のための駆除法 農薬散布の有無 

６ 収穫  収穫   

７ 土の構造  土の構造 構造による生育の差（比較実験）  

８ 土づくり・種まき 
（ホウレンソウ） 

 土づくり・種まき 
（ホウレンソウ） 

酸度の比較（中和をテーマに

した比較実験） 
 

９ 追肥  追肥 肥料の三要素と効果（比較実験） 化学肥料と有機質肥料

10 間引き  間引き 収穫増のための間引き（比較実験）  

11 収穫  収穫   

 

②比較実験を取り入れた問題解決的な学習活動を重視した指導過程の工夫改善 

  生徒は、「できるだけ多くの収穫とできるだけ安全な作物を作りたい」という強い願いをもって

いる。そのために、どのような方法があるのかをテーマに、願いを達成するための問題解決的な学

習を指導過程に効果的に位置付けることが大切であると考えた。 
生物の育成に適する条件と育成環境を管理する方法を習得する場合に、「土壌的要素」について

深く追究することは、生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成することに

つながる大切な要素である。 
  その際、先述した題材指導計画にも示したように、常に「効果」と「環境への配慮」をキーワー

ドとした実践的・体験的な学習活動を通して指導過程を仕組むことを考えた。 
また、学校の設備的な条件の中で十分に実施することができる比較実験を多く位置付けることを

考えた。１単位時間の中で、課題を解決するための比較実験を位置付け、時期をみて、結果を考察

し、まとめていく指導過程を仕組むことによって、思考力、判断力を育成するとともに、比較実験

により得たデータをもとに考察し、課題を克服していく中で、達成感や充実感を味わうことをめざ

した。 
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土 
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ボトル

以下に今回実践した主な比較実験を示す。 
  【比較実験ア：肥料の三要素の比較実験】 

生徒がホウレンソウを育てると同時に、意図的にミニ大根を栽培した。肥料成分の効果は、Ｎ

（窒素）、Ｐ（リン酸）、Ｋ（カリウム）で、それぞれ成長に効果を与える部分が違う。追肥の場

面では、葉を食べるホウレンソウに適した肥料と、根を食べる大根に適した肥料を、三要素から

選択して施肥する学習を行った。実際の授業では、配合比（Ｎ：Ｐ：Ｋ）８：８：８の化成肥料

と、2.3：6.0：3.5 のけいふん、５：２：１の油かすを比較し、どの肥料を施肥するかとよいの

かを検討する授業を行った。 
 

【比較実験イ：化学肥料と有機質肥料比較実験】 

    まったく同じ日に植えた苗を使って、一方は有機質肥料を、もう一方は化学肥料を施肥したも

のの１週間後の成長の比較をし、速効性と遅効性の比較実験を行った。収穫１週間前に施肥する

場合や、プランターの底に施肥し根が伸びたときに効き目を発揮させたい場合など、目的に合わ

せて肥料を選択できるような指導過程となるように工夫改善した。 
 

【比較実験ウ：土壌の酸性と中性の生育比較実験（本時）】 

 まったく同じ日に植えた苗を使って、一方は酢（赤テープを付

けたポット）を、もう一方はそのままのものを比較実験した（写

真左）。酢を入れたものはほんの１～２時間で元気がなくなり、し

おれていった。酸度計で計測したところ、ph3.5 あたりを指して

おり酸性の土壌であることを証明していた。 
 また、中性の土でも、肥料をたくさん混ぜて酸度計で計測する

と、酸性に変化することが分かった。この実験により、施肥によ

って土はしだいに酸性に変わっていくことが具体的なデータを基

に科学的に理解することができた。つまり、一度エダマメを栽培 
  した土は、中和をしないと次に栽培する作物の生育に影響が出る可能性があることが分かった。こ

のことは、やはり、比較実験等の実践的・体験的な学習活動を指導過程の中に取り入れることの大

切さを実証することになった。実習では、石灰を混ぜ、十日間ほど経過したとき、中和されている

ことを酸度計で確かめ、生育への「効果」を実感することができた。 
以下は一度使った土を再利用するために土壌の中和を行った際の生徒の感想である。 

 
・ 土に、いろいろなものを混ぜることで、栄養のある保水力の高い土ができた。でも肥料を混ぜ過ぎ

ると酸性が強くなってしまう。酸性が強いと作物は枯れてしまう。だから石灰によって中和しなく

てはならないことが分かった。いい土をつくって、立派なホレンソウを育てたい。 
・ 同じ土を繰り返し使うことができれば環境によい。植物が育つのに快適な環境をつくる、つまり土

力（どりょく）を高め、生産性を高めることが大切であることが分かった。 
・ もし酸性になった土のままホウレン草を育てたとしても育たないだろうし、その土の上に雨が降り

水が流れ、川に流れていったら、川も酸性になり、魚なども死んでしまうかもしれない。 
 

 

【比較実験エ：土の配合による保水性比較実験】 

 市販の培養土（４月の土）とエ

ダマメを育てた土（９月の土）と

の保水性の違いについて、簡易実

験装置を使って、実験を行った。

この実験装置は、２Ｌのペットボ

トルの底を切り取り、口の部分を

下にして台に固定し、口の部分に

ティッシュペーパーを敷く。その中に土を入れ、水を注いだとき

に落ちてくる水の量で保水性を計るものである。入れる土の量は 
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  一般的な移植ごて４杯分（約 500ml）、水分量はコップ２杯分（400ml）とした。 
  簡易吸水実験により、エダマメを栽培した後の９月の土は、水を入れると表面にたまり、なかなか

吸い込まない。また市販の培養土は、コップ２杯の水に対し約 1 杯分の水が落ちてきており、土中

には約 1 杯分の水を保水できることが分かった。この実験により、生物育成における好ましい土壌

の性質である「保水性」「保肥性」等の大切な要素の意味を体験的に理解することができた。 
 
３ 授業改善後の成果 

  第１１時の授業後のアンケート調査から授業改善後の成果をまとめる。 
Ｑ１「生物を育成するために必要な手立ては何でしょうか」（同一アンケート） 

・毎日水やりをする（２９人→３６人） ・肥料を与える（２０人→３３人） 
・農薬を散布する（１０人→２人） ・草取りする（７人→３人）  
・土づくり（７人→２５人） ・日光にあてる（７人→７人） 
・適度な温度を保つ（３人→５人） ・害虫駆除（１人→５人） 
・間引き（０人→１５人） 

Ｑ２「あなたは今後家庭でも野菜や草花を育ててみたいですか」 
５ かなり思う      １３人（１９％） 
４ 思う         ２９人（４２％） 
３ どちらとも思わない   ６人（９％） 
２ あまり思わない    １４人（２０％） 
１ 思わない        ７人（１０％） 

 

（１）生徒の意識の流れを大切にした題材指導計画の工夫改善 

   作物の栽培における土壌的要素に着目して題材指導計画を練り直したことによる成果は、実習中

の生徒の姿や授業後のアンケートでの理解度の向上など、一定の成果があったと考える。 
肥料や土壌の酸性化による生育の差など、比較実験につながる要素を生徒の意識の流れを大切に

して指導計画を作成することによって、具体的な生物育成に関する技術の「効果」を理解すると同

時に「生育の変化」を期待しながら実習を進めていくことができた。その結果、かん水や施肥など

日常的な管理への理解度が高く、授業前と比べて、土づくりに関する項目への理解度も向上した。 
 

（２）比較実験を取り入れた問題解決的な学習活動を重視した指導過程の工夫改善 

「立派なホウレンソウを作りたい」という願いを達成するために、生育への「効果」を確かめる

比較実験は、願いの達成へ向けた強い課題意識につながった。 
授業後に「自分たちの班のホウレンソウの大きさが他の班よりも小さかったことから、肥料が足

りなかったことに気付き、１週間後の収穫に向けて速効性のある化成肥料を試してみたい。」と実

際に施肥する姿があった。このことこそ、生活の中から課題を見付け、身に付けた技術を活用して、

自ら課題を解決するために行動した一つの証であると考える。 
また、比較実験の考察を繰り返す取組の中で、目的と条

件に合わせた生物の管理技術の習得がより確かになると同

時に、生物育成に対する興味・関心がさらに高くなり、達

成感や充実感を味わいながら、授業を進めることができた

と考える。 
６０％を越える生徒が、授業後、家庭でも野菜や草花を

育ててみたいと回答した。授業でプランターを用いて栽培

を行ったことで、庭の隅やベランダでも栽培可能であるこ

とが分かった。また、多くの生徒は、トマトやキュウリな

ど野菜を育てたいと回答しており、観賞用だけでなく、自

分で育て、自分で食べるということに興味・関心をもって  【酸度計で土壌を計測しながら作業に向かう生徒】 
いると考えられる。さらに、間引きの必要性など、効率よく作物を育てるための理解度にも上昇が

みられた。   
                               


