
- 1 -

植物って不思議な力を持っているね

３－（１）～総合学習との関連指導 実物観察を通した道徳の時間～

：総合学習で調べた植物を再度観察する活動を通して、植物の不思議な力を感じねらい

取り、自然を大切にしようとする態度を育てる。

：総合学習の時のワークプリント 校庭に育っている草木（実物観察）資 料

坂 本 哲 彦

１ 本授業で育てたいこと

◆植物が生き生きと生長する不思議さを感じる心

、 、 、毎日の生活の中で 身の回りの植物が少しずつ変化 生長することに関心を持ち

植物の不思議さを感じたり、感動したりする心を育みたい。

◆植物を一層身近に感じ、大切にしようとする態度

学校や家庭にある植物を今まで以上に身近に感じ、そのよさを生活の中に取り込

み、大切にしながら生活しようとする心情と態度を育みたい。

２ 本授業の特色（特に工夫していること）

◆総合学習「校内植物オリエンテーリングをしよう」との関連指導

「身近な植物に関心をもち、植物に触れ合ったり植物をよさについて話し合った

りして、楽しい野外活動をつくる」総合学習を補充、深化している。

◆校庭に育っている草木を道徳の時間に実際に観察すること

総合学習で調べた草木を、３週間後に行った本授業でもう一度

観察させ、植物の変化や不思議さに気付かせようとしている。

３ 資料の内容と特色

◆総合学習で使用したワークプリント

導入部分で使用した資料。総合的な学習の時間から３週間経過しているので、そ

のときの植物とのふれあいの様子などを想起させる。

◆植物の観察活動

総合学習で自分がかかわった植物が、本授業の時に、どう変化しているか予想さ

せることによって、実際に観察して確かめてみたいという意欲を高めると共に、

観察活動の中で変化の有り様について印象強く感じ取らせる。
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４ 全体のプラン

（１）意図していること

◆総合学習で自分のお気に入りの植物と主体的意欲的に触れ合う体験ができること

植物のすばらしさや不思議さに心を動かされるには、対象と十分に触れ合う体験

。 。が不可欠である よりよい環境観を養う総合学習を事前の活動として位置づけた

◆学校の植物に関心をもち、クラスみんなで植物のよさを感じ取ることができること

自分なりのかかわりを基礎に、クラスみんなで植物のよさについて考える活動を

総合学習で仕組み、みんなに共通の思いを生み出すことにした。

（２）道徳の時間の役割と工夫

◆総合学習で感じ取った植物のよさを一層深く捉えることができるようにしたこと

常に生長し続けている植物であるから、対象と繰り返しかかわることが重要であ

る 「芽吹き、生長し、花を咲かせ、実がなり、そして、枯れていく」一連の過程。

を感じ取ることで、生命あるものの不思議な魅力、力に気付くことができる。

◆期間をあけて、その間の植物の変化を捉えることができるようにしたこと

生長の早い初夏の時期に学習を仕組み、特に植物の開花、結実に焦点を当てて変化

を捉えることができるようにした。

（３）全体の構想

総合学習「校内植物オリエンテーリングをつくろう」単元計画（２０時間）●

１次 校内植物オリエンテーリングの計画を立てる （３時間）

○先生が出した植物の問題はおもしろいなあ。学校にある植物には不思議がい

っぱいなんだな。自分たちも学校の植物を調べて問題をつくり 「校内植物、

オリエンテーリング」をしようよ。賛成。

○楽しくてためになる問題を作りたいな。

どんなオリエンテーリングにするか話し

（課題設定）合って、計画を立てよう。

２次 大好きな植物を調べて、オリエンテーリングの問題をつくる （１０時間）

○よし、早速お気に入りの植物を調べて、楽しい問題をつくるぞ。実際にさわ

ったり、においを嗅いだり、なめてみたり、じっくり観察したりして、問題

（植物とのかかわり方①）をつくるといいよ。

○樹木札に書いてあることや図書室で調べたこと、家族や先生に尋ねたことも
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（植物とのかかわり方②）参考にしよう。

○見てみて、キウイがきれいな花を付けているよ。去年は気付かなかったよ。

梅の実もなっている。まだ、堅いよ。あまりにおいはしない。イチョウは雄

と雌の木があるんだね。 知らなかったなあ。この木は雌。だから、秋に銀

杏の実がなるんだね。人間と同じで女の木が子

（ ） 。 。供 実 をつくるんだ 問題にすると楽しいよ

シロツメクサで首飾りをつくって、作り方を問

題にしようかな。それ楽しそう。花の中には、

おしべとめしべというのがあるんだって。それ

が一緒になって、実ができるって辞典に書いて

（課題解決の姿・かかわりの姿）あるよ。いい問題がたくさんできてきたね。

○グループで問題を解き合って確かめ、よい問題にできたら、問題カードに書

（活動への期待感）こう。よし、準備万端。あとは、本番を待つだけだよ。

３次 校内植物オリエンテーリングをして、振り返ろう （７時間）

○さあ、オリエンテーリングの開始！たくさん問題を解いて高得点を取るぞ。

○～君の問題は、おもしろいなあ。どれが答えか分からないよ。

○答え合わせだね。△△さんが優勝だ。植物の秘密が

たくさん分かって、楽しかったなあ。自分たちで

（達成感・満足感）会を作ることができてよかった。

約３週間後 （構成のポイント）○主な子供の意識 植物のよさを感じ取る姿

道徳の時間 植物って不思議な力を持っているね

～総合との関連指導 実物観察を通した道徳の時間～

総合学習のときにも植物の魅力にたっぷりと触れている。植物のすばらしさ、不思議

さを一層感じ取ることができるようにするために、３週間期間をあけて、再び触れ合う

活動を仕組んむ。総合学習で、主体的意欲的にかかわっていた植物に再度出会い、当時

より更に深く植物の不思議な力に感動することをねらっている。
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５ 事前の取り組み・・・・総合学習「校内植物オリエンテーリング」の学習の様子

総合学習の目標 身近な植物に関心をもち、植物に触れ合ったり植物をよさについ

て話し合ったりして、楽しい野外活動をつくり出す。

１次 校内植物オリエンテーリングの計画を立てる（３時間）

②試しの問題づくりを楽しむ

①教師が試しの問題を出す ③目的の合意 計画立案 ④よい問題の条件を話し合う

２次 大好きな植物を調べて、オリエンテーリングの問題をつくる（１０時間）

●１０時間の問題づくりの活

動の途中に、問題づくりをし

ながら、感じたこと、考えた

ことを交流し合った。植物の

すばらしさ、不思議さ、知的 ◆実物を観察しながら作問 ◆図書室で調べながら作問

な理解など、様々な観点から

意見、感想が出された。

●最終的に作られた問題は約

６０問。たとえば 「ピーピ、

ー豆の本名は何？ 「イチョ」

ウの木はオスとメスが分かれ

ているか？ 「梅の葉っぱの」

形は下のどれか？ 「タンポ」

ポで風車ができるか？」など

がある。班で話し合い、より ◆知的な理解、形や色・においの感受、よく似た植物

よい表現を工夫した。 の異同、形の変化、昆虫とのかかわりの発見等
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３次 校内植物オリエンテーリングをして、振り返ろう （７時間）

振り返りの子供の記述

「ぼくは、植物があるって本当にいいなあって思いました。

なぜなら、植物があるとさびしくないというか、人間の目を

安らげてくれるからです。オリエンテーリングのと中で、大

きなイチョウの木を下から見上げてみました。イチョウの木

は、高くて太くてどっしりとしていたので、何だかほんわか

した気持ちになりました 」等々・・・。

左上：問題カード 左下：問題を解いているところ

〈導入〉６ 道徳の授業の実際

学習活動 教師の働きかけと子供の反応 気付きやポイント

１，総合のファイルを見て、観察したい植物を決め、今の様子を予想し合う(15)

Ｔ：３週間前の総合学習「校内植物オリ ○植物と触れ合った

エンテーリング」の問題用紙や解答 体験を十分そう期

用紙などを読み直してみよう。 できるように、そ

Ｃ：わあ、なつかしいな。たくさんの植 のときの写真を提

●総合のファイルを読み 物を調べて、問題を作ったよね。□ 示したり、一人一

直し 活動を想起する □さんが１位だったよね。私は、○ 人のつぶやきを拾、 。

、 。問正解したんだったな。 い 全体に広げる

Ｔ：自分が調べた植物は今、 ○そのときの植物が

どうなっているかな？ 今、どうなってい

Ｃ：梅の実は、もっと大き るのか確かめて見

くなっていると思う。 たいという気持ち

Ｃ：いや、赤くなっている に自然と向かっ

よ。梅干しは赤いから。 た。

Ｃ：キウイの花はまだ咲い ○予想させて、期待

ているかなあ。もう、 感を高め、観察活

●現在の様子を予想する 実がなっているかも知れないね。 動に誘う。
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〈展開〉

２，野外に出て、予想した植物を実際に観察する (15)

Ｃ：先生、梅の実は、みんな ○一人一人の感じ方

下に落ちているよ。桃の を共感的に受け止

甘いにおいとそっくりだ め、植物の不思議

よ。食べたいなあ。 な力を一緒に感じ

Ｔ：本当だ。あま～い、いい るようにする。

においだねえ。 ○梅の匂いの変化は

●梅の落下実を拾って、 Ｃ：鳥が食べに来るかも知れないね。 強い印象を与えた

に お い を

嗅いだり、

感 触 を 確

か め た り

する。

● キ ウ イ

の小さな実（右）を見付 Ｃ：キウイがもう実になっている。たっ ○わずか３週間で、

ける （左は３週間前） た３週間しかたっていないのに。すごい キウイの大きな花。

ねえ。あんなにきれいだっ は、小さな実に変

た花がどうやったら実にな 化しており、あじ

るのだろう。 さいは、紫の大き

Ｃ：あと、どれくらいした な花を付けてい

ら、食べられるように た。自然の持つ神

●３週間前にはなかった なるのかなあ。楽しみだなあ。 秘的な力を感じさ

あじさいの花に感動する Ｃ：いつの間にか、あじさいの大きな花 せる事例であっ

が咲いているよ。ビックリ た。この時期の総

したなあ。自然ってすごい 合との関連指導が

力があるんだなあ。マリー 効果的であった。

ゴールドの花を落としてあ ○マリーゴールドは

る。新しい花芽を育てるた 子どもたちのしば

めだって６年生が言ってた。 しの宝であった。
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〈終末〉

３，道徳ノートに 「感じたこと 「新しい発見」などを自由に書く。 (15)、 」

Ｃ：わたしは、はじめにマリ ○実際に実物にさわ

ーゴールドを見に行きま ったり、観察した

した。かれているどころ りした後なので、

か、ぜんぜん変わってい 生き生きとした言

ません。逆に大きくなっ 葉で、感想を書く

ていました 「しぜんって ことができた。表。

●各自自由に感じたこと ふしぎだなあ と感じました 次に 情から言葉以上の」 。 、

をノートに書く。 ウメの木を見に行きました。あまい ものを感じていた

かおりと、もものにおい ことがわかった。

がしました。 ｌ

Ｃ：オリエンテーリングをし

たときには、キウイの木

は、花だったのに今にな

●書きながら、梅の実を るともうちっちゃい実がなってい

、 。口にくわえている子供 たので すごいなあと思いました

７ 事後の取り組みの具体例

心のノート（３，４年生用）５２，５３ページを読み、記入する。■

夏に向けて少しずつ生きるものの活動が活発に

なっているときに 「心のノート」を活用した。、

できれば、植物から動物へと広げたいというねら

いがあった。

Ｔ：植物も動物も、人間と同じような心や力をもっ

て生きているんだなと感じたことはありませんか？

Ｃ：タンポポの綿毛は、うまく飛んだあと、地面に着陸してまた生えてくる。風と綿毛

は友達なのかな。

Ｃ：ぼくの家の犬は、知らない人が入ってきたら大きな声でほえて、守ってくれている

Ｃ：植物は、倒れてくきがおれていても、しばらくするとちゃんと治っている。
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８ 今後に向けて

（１）複数の道徳の時間の関連指導

総合学習「校内植物オリエンテーリング」と関連指導したのは、本授業１時間だけであ

った。もう１時間道徳の時間を関連指導することによって、より一層道徳的実践力を育む

ことができたのではないかと考える。

たとえば、総合学習の初めの頃に、植物や動物のすばらしさを描いた読み物資料を用い

て、３－（１）自然愛護の道徳学習を行う。そして、実物観察の本時で更にそれを深め広

げることができる。今回は、年間指導計画上、１学期に３－（１）の学習は１回しか取る

ことができなかったので、このようにしたが、年度初めの計画を入念にすることで可能に

なるのではないかと考える。

（２）実物観察の充実

１単位時間で「実物観察」の活動を入れたので、十分な観察活動が保障できたとは言え

ない。たまたま学校内の植物だったし、総合学習でねらいとする植物の場所などは十分理

解されていたので、何とかできたと考えられる。そうでなければ、もう少しの時間確保が

必要であったろう。

（３）話し合い活動の充実

同じように、実物を観察した後、一人一人が感じたことを書き留める時間は確保できた

が、それを交流して、高めたり深めたりする時間が取れなかった。本時を６０分にするこ

とによって、実物観察の時間も展開後半の話し合い活動の時間も多めに確保することがで

きたと考えられる。 また、話し合いの視点も明確にして取り組む必要がある。


