
指導計画・評価の具体例１　植物の世界 1

単元の目標

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・P.10 ～ 12 を見ながら，身近な生物をどのように
観察するとよいかを確認する。

・野外観察に出かけて，P.12 ～ 14 の写真や説明を
参考に，校庭や学校周辺の生物を探す。

・身近には，どんな生物がいたかを発表し合う。
・先生から提示された植物から 2 種類を選択し，グ

ループごとに観察を行う場所，観察の目的，方法
などを話し合い，P.6「レポート作成のためのノー
トのかき方」を参考にしてノートにまとめる。

10～14

・身近な生物に関心をもち，年間
を通して観察したい生物や，そ
れらが見られる場所を見つけて
いる。

・校庭や学校周辺で見られた生物
を記録できる。

・身近な生物を観察するための方
法を理解している。

２

・P.14「ルーペの使い方」を見ながら，ルーペの使
い方を確認し，習得する。

【観察 1】身近な生物
【観察 A】校庭や学校周辺の生物
・観察する場所の地図を持って，グループごとに野

外観察に出かけ，選択した植物を探す。
・選択した植物を発見した場所，光の当たり方や土

のしめり具合を記録する。
・ルーペを使って，選択した植物の葉や花などを観

察し，P.16 の「スケッチのしかた」を参考にし
てスケッチする。

・観察する場所をかいた地図を用意する。
・各グループの観察結果を書き込み（カラーシール

等をはり），観察地図を完成させる。

14，16

・選択した植物があった場所の，
光の当たり方や土のしめり具合
を記録できる。

・選択した植物の葉や花などを正
しくスケッチできる。

・各グループで選択した植物の観
察結果を，適切に地図の中に記
録できる。

・ルーペの使い方，スケッチの仕
方を理解している。

３

・P.14 ～ 15「基礎操作　顕微鏡の使い方」を見な
がら，顕微鏡の使い方を確認し，習得する。

14～15

・視野の明るさが不均一になるな
ど，観察しにくくなっている原
因を分析し，適切な方法で観察
しやすくできる。

・顕微鏡を正しく操作できる。 ・顕微鏡の基本的な使い方を理解
している。

４

・P.7「発表のしかた」について説明を聞き，理解
する。

・完成した観察地図と観察の記録をもとに，P.6「考
察のしかた」を見ながら，グループごとにホワイ
ドボード等に考察したことをまとめる。

・グループ同士で，まとめた内容を発表し合う。

6～7

16～17

・結果をまとめたホワイトボード
などに進んで考察を書いてい
る。 ・観察結果を分析・解釈し，植物

の種類や生育状況が光や土のし
めり具合とかかわっていること
をまとめることができる。

・発表や考察のしかたを理解して
いる。

指導計画・評価の具体例

身近な生物を観察しよう
単元１　植物の世界 　　 教科書 P.10 〜 59　　27（30）時間

身近な植物の観察，実験を通して，生物の調べ方の基礎を身につけさせるとともに，いろいろな生物が，さ
まざまな場所で環境とかかわりながら生活していることに気づかせ，生物とそれを調べることに対する興味・
関心を喚起する。また，植物のからだのつくりとはたらきを，観察・実験の結果を分析し解釈させることを
通じて理解させる。さらに，さまざまな植物を比較し得られた情報を整理することから，植物の生活と種類
についての認識を深める。

　　 教科書 P.10 〜 17

章の目標 校庭や学校周辺の生物の観察を行い，生物に対する興味・関心を高め，いろいろな生物がさ
まざまな場所で生活していることを見いだす。また，こういった観察を通して，観察器具の
操作，観察記録のしかたなどの技能を身につけ，生物の調べ方の基礎を習得する。さらに，
観察記録をもとにしたレポート作成や発表を行わせ，思考力，表現力を育成する。

身近な生物を観察しよう
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

４
・発表結果から，植物の種類や生育状況が光や土の

しめり具合とかかわっていることを知る。
6～7
16～17

５

【観察 B】水中の小さな生物
・持参した池の水や理科室の水槽の水から，観察す

る試料を集める。
・プレパラートをつくる。
・顕微鏡を用いてプレパラートを観察し，発見した

水中の小さな生物をスケッチする。
・水中で見られる小さな生物を，P.17 の写真で確

認する。

17

・池や水槽から，観察するための
試料を進んで集めている。

・プレパラートを正しくつくるこ
とができる。

・顕微鏡を正しく使い，水中の小
さな生物を観察，スケッチでき
る。

・プレパラートのつくり方を理解
している。

・どんな種類の生物が見られたか
説明できる。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・P.18 の図を見ながら，単元 1「植物の世界」で学
ぶ内容を確認する。

・「before & after」小学校で学んだことや生活経験
をもとに自分の考えを記述し，発表する。 18～20

・植物の学習に関心をもち，進ん
で考えようとしている。

・これまでに学んだことをもと
に，種子がどのようにつくられ
る か に つ い て 関 心 を も っ て

「before & after」にとり組んで
いる。

２

１　花のつくりとはたらき
・「課題」「花には共通するつくりがあるのだろうか。

そのつくりと花のはたらきの関係は，どのように
なっているのだろうか。」を考える。

【観察 1】いろいろな植物の花のつくり
・花全体を観察した後，外側から順に花を分解して

整理し，めしべのふくらみを観察する。（ここでは，
はじめにアブラナの花の観察を行う。）

21～22 ・アブラナの花のつくりに関心を
もって観察にとり組み，結果を
意欲的にスケッチや表にまとめ
ている。

・アブラナの花を順序よく分解
し，テープではって整理できる。

・ルーペや双眼実体顕微鏡を正し
く使って，アブラナのめしべや
おしべの先，めしべの断面を調
べることができる。

・アブラナの花のつくりの観察の
結果を，スケッチを加えながら，
表に整理できる。

・アブラナの花の基本的なつくり
について説明できる。

３

・前時に引き続き，花のつくりについて観察するこ
とを確認する。

・アブラナとほかの花のつくりが同じかどうかを予
想し，観察に向けた目的意識をもつ。

・アブラナと同じ手順で，花のつくりを観察する。
・P.23 を参考にレポートの書き方について知り，レ

ポートを作成する。

22～23

・いろいろな花のつくりに関心を
もって観察にとり組み，結果を
スケッチや表にまとめている。

・観察記録や標本にもとづいて，
花のつくりの共通点と相違点を
見いだし，表現できる。

・いろいろな花を順序よく分解
し，テープではって整理できる。

・ルーペや双眼実体顕微鏡を正し
く使って，いろいろな花のめし
べなどを調べることができる。

・いろいろな花のつくりの観察結
果を，スケッチを加えながら表
に整理できる。

・いろいろな花の基本的なつくり
について説明できる。

　　 教科書 P.20 〜 28

章の目標 いろいろな花のつくりの観察を行い，その観察結果にもとづき，めしべ，おしべ，花弁，が
くといった，花のつくりの基本的な特徴を見いだす。また，めしべの子房には胚珠があること，
おしべのやくには花粉が入っていることをとらえる。さらに，これらの観察をもとに，花は
種子をつくる生殖器官であることを理解させる。裸子植物については，被子植物とのちがい
に気づかせる。

１章　花のつくりとはたらき
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

４

・各自のレポートをもとに，花のつくりの共通点や
相違点を発表する。

・P.24 ～ 25 を参考に，受粉などの言葉を使って，
花から果実になるまでの順序を説明する。

・「科学で GO !」を読み，花粉をめしべに運ぶ方法
を理解する。

24～25

・自身のレポートをもとに，花の
つくりの共通点や相違点につい
て意欲的に発表している。

・花から果実になるしくみについ
て，教科書をていねいに読むな
どして調べている。

・果実や種子のでき方を花のつく
りと関連づけ，モデルを使うな
どして説明できる。

・めしべの子房が果実に，胚珠が
種子になることや，花が種子を
つくるための器官であることを
知識として身につけている。

５

２　裸子植物と被子植物
・「課題」「アブラナやサクラと，マツの花の特徴に

はどのようなちがいがあるのだろうか。」を考え
る。

・「調べよう」マツの花のつくりを観察する。
・マツ以外の裸子植物について理解する。
・被子植物と裸子植物の共通点と相違点を考え，発

表する。
・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

26～28

・マツの花のつくりに関心をもっ
て観察にとり組んでいる。

・身のまわりの被子植物と裸子植
物に関心をもち，共通点や相違
点を探してまとめている。 

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組んでいる。

・マツの花の観察結果をもとに，
花のつくりと子孫の残し方を見
いだし，被子植物と比較しなが
ら，図やモデルを使って発表で
きる。

・裸子植物の花の基本的なつくり
について，被子植物と比較しな
がら説明できる。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。

時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」小学校で学んだことや生活経験
をもとに自分の考えを記述し，発表する。

１　葉のつくり
・「レッツトライ！」いろいろな植物の葉を持ち寄

り，葉の筋の通り方を観察する。
・「課題」「葉の表面や内部のつくりには，どのよう

な特徴があるのだろうか。」を考える。
【観察 2】葉の表皮と内部のつくり
・ツユクサの葉の表皮を観察し，スケッチする。

29～31

・これまでに学んだことをもと
に，葉，茎，根のつくりとはた
らきについて興味・関心をもっ
て「before & after」にとり組
んでいる。

・いろいろな植物の葉に関心をも
ち，葉を持参して筋の通り方を
観察し，考えを発表している。

・葉のつくりに関心をもって表皮
の観察にとり組み，結果をス
ケッチしてまとめている。

・ツユクサの裏側の表皮をていね
いに切りとり，観察に適したプ
レパラートを作成できる。

・顕微鏡を正しく操作しながら，
葉の表皮のつくりを観察し，き
ちんと記録できる。

２
【観察 2】葉の表皮と内部のつくり
・ツバキなどの葉の切片を作成して，葉の断面を観

察し，スケッチする。
31～33

・葉のつくりに関心をもって断面
の観察にとり組み，結果をス
ケッチしてまとめている。

・ピスなどを使って観察に適した
切片をつくり，プレパラートを
作成できる。

　　 教科書 P.29 〜 50

章の目標 いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を行い，その観察の結果にもとづき，葉，茎，
根のつくりの基本的な特徴を見いだす。葉については，光合成・蒸散に関する実験の結果と
関連づけて，つくりとはたらきの総合的な理解を図る。茎，根については，観察，実験の結
果と関連づけて水が根で吸収され維管束の道管を移動すること，さらに，光合成により生じ
た有機物は師管を通って移動することを理解させる。

２章　葉・茎・根のつくりとはたらき
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

２

・葉の表皮や中のつくりの特徴，水や肥料分，養分
の通り道についての考察をまとめ，発表する。

・P.32 ～ 33 を見ながら，葉のつくり（葉脈，細胞，
気孔，葉緑体など）を理解する。

・葉の筋の通り方には，網目状に通っているものと
平行に通っているものがあることを説明する。

31～33

・葉の表皮や内部の観察の結果を
もとに，葉のつくり，水や肥料
分，養分の通り道について説明
できる。

・顕微鏡を正しく操作しながら，
葉の断面のつくりを観察し，き
ちんと記録できる。

・葉がいろいろな細胞で構成され
ていることについて説明でき
る。

・葉脈の種類とはたらき，蒸散，
気孔について理解し，知識とし
て身につけている。

３

２　葉と光合成
・小学校の学習を想起し，植物の葉に光が当たると

デンプンがつくられること，光合成は葉の緑色の
部分で行われていることを確認する。

・「課題」「光合成は葉の細胞の中のどこで行われ，
何を材料にしているのだろうか。」を考える。

【実験 1】葉の細胞の中の光合成が行われている場
所

・オオカナダモを用意し，脱色してヨウ素液をたら
す前後で，細胞のようすを観察する。

34～35

・光合成に関心をもって準備して
実験にとり組み，結果をスケッ
チし，まとめている。

・適切に対照実験を行い，顕微鏡
を正しく操作して，葉緑体でつ
くられているデンプンを確認で
きる。

４

・前時の実験結果を整理し，葉の細胞にある葉緑体
で光合成が行われていることを説明する。

・対照実験について理解する。
・P.36 図 3 などの演示実験を見ながら，光合成で

発生した気体が酸素であることを確認する。

36

・対照実験の結果から判断し，光
合成が葉緑体で行われているこ
とを論理的に発表できる。

・火をつけた線香が激しく燃える
ことから，光合成で酸素が発生
したことを説明できる。

・光合成は，葉の細胞中の葉緑体
で行われていることについて説
明できる。

・光合成で，デンプンと酸素がつ
くられることを理解し，知識と
して身につけている。

５

・前時を想起し，光合成によって酸素がつくられる
ことを確認し，植物に光を当てたときに取り込ま
れる二酸化炭素が光合成の材料となるのか考え
る。

【実験 2】光合成と二酸化炭素の関係
・タンポポなどの葉を試験管に入れて光を当て，し

ばらくおいた後，変化を調べる。
・実験の結果から，植物では，光合成が行われると

きに二酸化炭素を吸収することを説明する。
・P.38 を見て，BTB 溶液の性質を確認し，習得する。
・P.39 を見て，光合成のしくみを理解する。

37～39
・光合成の材料に関心をもち，準

備して実験にとり組み，わかっ
たことをまとめている。

・対照実験の結果から判断し，植
物では，光合成を行うときに二
酸化炭素を吸収することを説明
できる。

・適切に対照実験を行い，光を当
てた試験管の二酸化炭素だけが
減っていることについて確認で
きる。 ・光合成のしくみについて理解

し，知識として身につけている。

６

３　植物と呼吸
・「課題」「植物も呼吸を行っているのだろうか。」

を考える。
・「調べよう」植物が呼吸を行っているかどうかを

調べる。
・なぜ，「調べよう」では，ア・イ・ウを用意して

比べるのか考える。
・呼吸と光合成について，行うときやその量につい

て理解する。

40

・植物の呼吸に関心をもち，進ん
で植物の呼吸について調べてい
る。

・正しい手順で実験を行い，暗い
ところで植物は二酸化炭素を発
生していることについて確認で
きる。

・植物も動物と同じように，昼夜
を通して呼吸をしていることを
理解し，知識として身につけて
いる。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

７

４　植物と水
・「課題」「植物はどのようなしくみで吸水を行って

いるのだろうか。また，とりこまれた水はからだ
のどこを通るのだろうか。」を考える。

・課題に迫るために，まずは水を排出するはたらき
である蒸散が行われる気孔について調べることを
確認する。

・「調べよう」葉の表側と裏側の気孔の数について
調べる。

・気孔の観察結果と P.42 図 1 から，蒸散で出てい
く水蒸気は，気孔の数が多い葉の裏側の方が表側
より多いことを理解する。

41～42

・葉の表側と裏側の気孔の数に関
心をもって実験にとり組み，わ
かったことをまとめている。

・対照実験の結果と葉の表側と裏
側の気孔の分布と，蒸散量との
関係を表現できる。

・マニキュアをていねいにぬって
プレパラートを作成し，顕微鏡
を正しく操作して，気孔の分布
を確認できる。

８

・前時を想起し，蒸散と吸水の間には，どのような
関係があるか考える。

・蒸散量と吸水量を調べるためにどのような実験を
行えばよいか考え，話し合う。

・話し合った内容を発表し，蒸散量と吸水量の関係
を調べるための実験を計画し，準備する。

【実験 3】蒸散と吸水の関係
・条件を変えて蒸散量をおさえたときの吸水量を調

べ，蒸散と吸水の関係を見出す。

43

・蒸散と吸水の関係に関心をも
ち，進んで考え，話し合いを行っ
ている。 ・蒸散量と吸水量の関係を調べる

ために，条件が制御された方法
を計画している。

・ワセリンをていねいにぬって実
験を行い，葉の有無や気孔の分
布によって吸水量が変化するこ
とについて確認できる。

９
・実験の結果から，蒸散と吸水の関係について考え，

説明する。 44
・蒸散と吸水の関係に関心をも

ち，進んで考え，話し合いを行っ
ている。

・蒸散と吸水の関係を，実験結果
を根拠に考察し，説明できる。

・蒸散と吸水の関係について理解
し，知識として身につけている。

10

・根から吸水された水の通り道である茎や葉脈はど
のようなつくりをしているのか考える。

【観察 3】水の通り道
・色水を吸わせた植物の，葉の断面や茎の断面を観

察する。
・P.46 ～ 47 を見ながら，道管と師管のつくりとは

たらき，維管束について理解する。

45～47
・茎や葉脈のつくりに関心をも

ち，つくりを考えたり，断面の
観察にとり組んだりしている。

・色水をしっかりと吸わせ，カッ
ターナイフやピスを使って，観
察に適した切片をつくることが
できる。

・双眼実体顕微鏡を正しく操作し
ながら，茎の断面を観察し，き
ちんと記録できる。

・道管や師管のつくりとはたら
き，維管束と維管束の配列につ
いて理解し，知識として身につ
けている。

11

・根にはひげ根のものと主根・側根のものとがある
こと，根のはたらきは水や水にとけた肥料分を吸
収することを理解する。

・P.49 図 4 を参考に，植物のつくりとはたらきに
ついて，学習したことをまとめる。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

48～50

・根のつくりとはたらきに関心を
もち，観察にとり組んでいる。

・植物のつくりとはたらきについ
て，これまでの学習をもとにま
とめている。 

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組んでいる。

・これまでの観察の結果や学習し
たことをもとにして，花，葉，茎，
根のつくりとはたらきを相互に
関連づけながら総合的にまとめ
ることができる。

・根のはり方や，根，茎，葉のつ
ながりについて説明できる。

・植物のからだのつくりとはたら
きについて，総合的に理解し，
知識として身につけている。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。
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時数 主な学習活動 頁 関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 知識・理解

１

・「before & after」自分の考えを記述し，発表する。
１　種子植物の分類
・「課題」「種子植物は，それぞれの特徴によってど

のように分類できるのだろうか。」を考える。
・P.52 ～ 53 を見ながら，双子葉類と単子葉類の共

通点と相違点を確認し，理解する。
・P.53 図 4 を見ながら，離弁花類と合弁花類のち

がいを確認し，理解する。

51～53

・これまでに学んだことをもと
に，植物の分類について興味・
関心をもって「before & after」
にとり組んでいる。

・被子植物と裸子植物の構造上の
ちがいを説明できる。

・葉脈，根，維管束の特徴から，
被子植物は単子葉類と双子葉類
に分類できることを説明でき
る。

・双子葉類は離弁花類と合弁花類
に分類できることについて説明
できる。

２

２　種子をつくらない植物
・「課題」「種子をつくらない植物のからだのつくり

には，どのような特徴があるのだろうか。また，
どのようなふえ方をするのだろうか。」を考える。

【観察 4】シダ植物のからだのつくり
・シダ植物の観察を行う。
・種子植物のからだのつくりと比較して，共通点や

相違点をまとめる。
・P.55 図 5 を見て，シダ植物のふえ方を理解する。

54～55 ・シダ植物に関心をもち，断面の
観察にとり組み，結果をスケッ
チしてまとめている。 ・観察の結果をもとに，種子植物

との共通点や相違点について，
まとめることができる。

・顕微鏡や双眼実体顕微鏡を正し
く操作してシダ植物を観察し，
スケッチを加えながら記録でき
る。

・シダ植物のからだのつくりとふ
え方について，種子植物と比較
しながら説明できる。

３

・「調べよう」コケ植物のからだのつくりや胞子の
うなどをルーペなどで観察する。

・種子植物やシダ植物のからだのつくりと比較し
て，共通点や相違点をまとめる。

・P.56 図 4 を見て，コケ植物のからだのつくりと
ふえ方を理解する。

56～57

・コケ植物に関心をもち，観察に
とり組み，結果をスケッチして
まとめている。 ・観察の結果をもとに，種子植物

やシダ植物との共通点や相違点
について，まとめることができ
る。

・ルーペを正しく操作してコケ植
物を観察し，スケッチを加えな
がら記録できる。 ・コケ植物のからだのつくりとふ

え方について，種子植物やシダ
植物と比較しながら説明でき
る。

４
５

・「学びを活かして考えよう」P.58 の写真の植物を
分類し，結果を発表し合い，確認する。

・「チェック」これまでの学習事項を確認する。
・「科学で GO !」を読み，藻類が植物とは異なるグ

ループであることを確認する。
・「学んだことをつなげよう」各節で学んだことを

確認し，自分の考えをノートに記述し，発表する。
・「before & after」この章で学んだことをもとに自

分の考えをノートに記述し，発表する。

58～59

・本章の学習内容をふまえて，興
味・関心をもって「before & 
after」にとり組んでいる。

・これまでの学習をもとに，植物
の特徴をとらえ，からだのつく
りにもとづいて分類できる。

・植物のからだのつくりの共通点
や相違点をもとに，植物が分類
できることを理解し，知識とし
て身につけている。

・「チェック」の問題の解答を理
由や例をあげながら説明でき
る。

学習内容の整理／確かめと応用 1 時間

どこでも科学／科学で GO ! ／自由研究／発展／予備 （3）時間

時間数 27（30）時間

　　 教科書 P.51 〜 59

章の目標 花や葉，茎，根の観察の記録にもとづいて，それらを相互に比較し関連づけて考察し，植物
がからだのつくりの特徴にもとづいて分類できることを見いだすとともに，分類にもとづい
て植物の種類を知ることができることを理解させる。また，シダ植物やコケ植物の観察を行
い，胞子をつくることなど，種子植物とのちがいを知る。

３章　植物の分類


