
事例 D 
条件を制御して， 

光合成の働きを調べる実験を計画する 

 

 

第２学年 〔第２分野〕 (3) 生物の体のつくりと働き 

 

 

【分析結果と課題】 

○ 自然の事物・現象の「原因として考えられる要因」を全て挙げ，「変える条件」，

「変えない条件」，「変わってしまう条件」を制御した実験を計画することに課題 

植物を入れた容器の中の湿度が高くなる原因について，蒸発と湿度に関する知識を活用して，

蒸散以外に湿度を変化させたと考えられる要因を見いだすことに課題がある。 

〔９(2)正答率 19.8%〕〔報告書 P86～P87〕 

【学習指導に当たって】 

○ 小学校から学んできている条件制御の考え方を基に，実験の計画を検討・改善する 

自然の事物・現象を科学的に探究する上で，事象を従属変数として，「原因として考えられる

要因」を抽出して吟味し，独立変数と制御変数とに分けて，条件を制御した実験を計画するこ

とが大切である。 

 

 

 

○ 植物が二酸化炭素を吸収することを確かめる実験に対する，対照実験を計画する 

実験の計画では，事象が変化した原因として考えられる要因を全て挙げ，吟味することが大

切である。また，原因として考えた要因がなければ事象は変化しないことを確かめる対照実験

を計画して行い，確かにそうだと言い切ることも大切である。 

本指導事例では，植物を入れて光を当てた容器内の二酸化炭素が減少した原因として考えら

れる要因を全て挙げ，その中から植物の有無が原因として考えられることに着目して実験を計

画する。その際，小学校で行った植物の成長に光が必要か確かめる実験（対照実験がある）を

提示し，本時の実験と対比しながら条件を制御する。この学習活動を通して，「植物を入れた容

器」と「植物を入れない容器」との実験結果を比較することが必要であることを見いだし，対

照実験を計画できるようにしている。 

 

○ 対話を通して自分と他者との考えを比較し，実験の計画を検討・改善する 

実験を計画する際，他の生徒との対話を通して，「変える条件」は妥当か，他の条件を「変え

ない条件」として統一できているかなどの視点をもつようにすることが重要である。 

本指導事例では，自分が考えた計画を他者に説明して助言を受けたり，教師の助言や問い返

しを受けたりして，実験の計画を検討・改善する場面を設定している。  

構想 

１．関連する学習指導要領の内容 

２．平成 30年度全国学力・学習状況調査の結果から 

３．本指導事例では 

検討・改善 
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（１）単元の目標 

植物の体のつくりと働きとの関係に着目しながら，葉・茎・根のつくりと働きについての基

本的な概念や原理・法則などを理解するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実験

などに関する基本操作や記録などの基本的な技能を身に付けること。 

植物の体のつくりと働きについて，見通しをもって解決する方法を立案して観察，実験など

を行い，その結果を分析して解釈し，植物の体のつくりと働きについての規則性や関係性を見

いだして表現すること。 

植物の体のつくりと働きに関する事物・現象に進んで関わり，見通しをもったり振り返った

りするなど，科学的に探究しようとする態度を養うこと。 

 

（２）単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

植物の体のつくりと働きとの

関係に着目しながら，葉・茎・

根のつくりと働きについての

基本的な概念や原理・法則な

どを理解しているとともに，

科学的に探究するために必要

な観察，実験などに関する基

本操作や記録などの基本的な

技能を身に付けている。 

植物の体のつくりと働きにつ

いて，見通しをもって解決す

る方法を立案して観察，実験

などを行い，その結果を分析

して解釈し，植物の体のつく

りと働きについての規則性や

関係性を見いだして表現して

いるなど，科学的に探究して

いる。 

植物の体のつくりと働きに関

する事物・現象に進んで関わ

り，見通しをもったり振り返

ったりするなど，科学的に探

究しようとしている。 

 

（３）単元の指導計画（８時間） 

次 学習の内容 主な学習活動 

第一次 

（８時間） 

本時１/８ 

植物の体のつくりと働き 

○ 二酸化炭素の減少が植物によるもので

あることを調べるための実験を計画する。 

○ 光合成で酸素ができることを調べる実

験を行う。 

○ 植物が呼吸をしていることを確かめる

実験を行う。 

○ 葉の断面と表皮を観察する。 

○ 葉の表と裏の蒸散の量を比べる実験を

行う。 

○ 茎のつくり（道管・師管）を観察する。 

○ 根のつくり（主根・側根，ひげ根）を観

察する。 

４．単元（中項目）：植物の体のつくりと働き 
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（１）本時の目標 

植物が光合成で二酸化炭素を取り入れていることを確かめるために，「変える条件」と「変え

ない条件」とを整理し，植物の有無以外の条件を制御した実験を計画することができる。 

 

（２）展開例 
探
究
の
過
程 

学習活動 

◆ 指導・支援，留意点 

○ 主に指導に生かす評価 

◎ 指導に生かすとともに記録し総括に用いる評価 

課
題
の
設
定
（
発
見
） 

１ 光合成に関する知識を想起

し，課題を設定する 

 

◆ 小学校で学習した，植物が光合成によって二酸化炭

素を取り入れていることを想起する。 

◆ 二酸化炭素の量が変化した原因として，植物以外の

要因が考えられることに気付き，一つの実験装置で

は，植物が二酸化炭素を取り入れていると言い切れな

いことから，課題を設定できるようにする。 

課
題
の
探
究
（
追
究
） 

２ 条件制御が不完全な実験の

計画を検討・改善する 

・ 提示された実験装置のど

の条件を変えた装置をもう

一つ用意すればよいか班で

検討・改善する。 

 

・ 班の実験の計画を他の班に

説明し，話し合う。 

・ 他の班との対話で得た視

点を基に，自分の班の計画を

更に検討・改善する。 

 

◆ 小学校で行った条件が制御できている実験の計画（対

照実験がある）と，提示された条件制御が不完全な実験

の計画（対照実験がない）とを対比して，「変える条件」を

制御した実験を計画できるようにする。 

 

◆ 班の実験の計画を誰もが発表できるように準備し

てから発表者を指名し，表現力を高めるようにする。 

◆ 対話が充実するよう助言や質問の視点を明示する。 

 

◎ 小学校から学んできている条件制御の考え方を基

に，「変える条件」と「変えない条件」を整理して，植

物の有無以外の条件を制御した実験を計画している。 

【思考・判断・表現】（ノートの記述，行動観察） 

指導のポイント②「助言や問い返しで計画を検討・改善」 

助言や問い返しによって考える視点を明確にし，対話

を通して自分の考えを検討・改善できるようにする。 

５．本時：条件を制御して，光合成の働きを調べる実験を計画する 

指導のポイント①「小学校の実験と対比して実験を計画」 

小学校で行った実験と対比しながら，条件制御の考え

方を活用して，実験を計画できるようにする。 

1’39” 

4’01” 

6’30” 

3’25” 

5’18” 
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課
題
の
探
究
（
追
究
） 

３ 実験の計画を学級全体で共

有して条件が制御できている

か確認し，結果を予想する 

 

◆ 代表の班が実験の計画を説明し，学級全体で「変え

る条件」と「変えない条件」が制御できているか確認

する。 

 

◆ 植物の有無という条件に着目して，二酸化炭素の量

の変化を予想するよう助言する。 

４ 実験を行って結果を処理し，

予想と比較しながら班で考察

する 

 

 

 

◆ 計画に沿って実験が進んでいるか問いかけ，結論の

導出まで見通しをもって主体的に探究できるように

する。 

 

 

◆ 予想と結果を比較して，何が言えるのか考察するよ

う助言し，班の結論を導出できるようにする。 

課
題
の
解
決 

５ 班の考察を学級全体で共有

し，結論を導出する 

 

◆ 班の考察を共有して話し合い，学級全体で結論を確

認できるようにする。 

 

◯ 予想と結果を比較して考察し，結論を導出している。 

【思考・判断・表現】（ノートの記述，行動観察） 

６ 本時を振り返り，まとめをする 

 

 

 

 

◆ 振り返りの視点として，本時で重点を置いた「変化

すること」，「変える条件」，「変えない条件」を制御して

実験を計画したことを示し，振り返るようにする。 

◆ 個人の振り返りを班や学級全体で共有し，自分にな

い視点を得ることで，見方・考え方が豊かで確かなも

のとなり，新たな疑問や問題に気付き，次の探究へと

方向付けるようにする。 

指導のポイント③「学習活動の見通しをもつ」 

学習活動の見通しをもち，観察，実験から結論の導出ま

で区切らず，生徒が主体的に探究できるようにする。 

 

指導のポイント④「振り返りの視点を明示」 

振り返りの視点を明示し，重点を置いた探究の過程を

振り返るようにする。 
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（１）観察，実験の材料等 

① 二酸化炭素濃度測定装置 

従来の装置では，天候に左右されたり，時間がかかったりすることがあった。それを補う

ために，センサーを使った安価な装置（8,000 円程度）を作成して活用した（図１）。 

＜用意するもの＞ CO2センサー（Max 50,000 ppm），マイコン，ペットボトル（280 mL） 

1） ペットボトルのフタに穴を開け，

センサーとフタを接着する。 

2） マイコンを USB ケーブルで PC に

接続し，表１のプログラムを書き

込む（書き込みプログラムはフリ

ーソフト）。 

3） CO2 センサーとマイコンを接続

し，電源を入れると計測が始まる。 

＜本装置の利点＞ 

・二酸化炭素濃度の変化を数値で視覚化 

・変化させたくない条件（制御変数）の制御が容易 

・実験時間の短縮（光を当て始めて測定終了まで約 10 分） 

・少量の植物で実験が可能 

・センサーを交換してマイコンのプログラム（表１）を書き換えれば，他の気体の濃度測定

が可能 

表１ 本装置に用いたマイコンのプログラム 
#include <M5Stack.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
unsigned char hexdata[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79}; //設定変更不可 
SoftwareSerial mySerial(16, 17); // RX, TX 
void setup() { 
  M5.begin(); 
  M5.Speaker.write(0); // スピーカーをオフ 
  Serial.begin(9600); 
  while (!Serial) { 
  } 
  mySerial.begin(9600); 
} 
void loop() { 
   mySerial.write(hexdata,9); 
   delay(1000); 
 for(int i=0,j=0;i<9;i++) 
 { 
  if (mySerial.available()>0) 
  { 
     long hi,lo,CO2,CO22; 
     int ch=mySerial.read(); 
    if(i==2){     hi=ch;   }   //High concentration 
    if(i==3){     lo=ch;   }   //Low concentration 
    if(i==8) { 
               CO2=hi*256+lo;   //CO2 濃度 ppm 
               CO22=CO2/10000;  //CO2 濃度 % 
     Serial.print("CO2 concentration: "); //シリアルモニタに表示 
     Serial.print(CO2);                   //シリアルモニタに表示 
     Serial.println("ppm");               //シリアルモニタに表示  
     M5.Lcd.fillScreen(0x0000);  //画面を黒 
     M5.Lcd.setTextSize(16);     //文字の大きさ 
     M5.Lcd.setCursor(60, 90);   //文字の位置 
     M5.Lcd.print(CO2);          //表示する変数  
     M5.update(); 
             } 
  } 
 } 
 } 

６．本指導事例における指導の工夫等 

図１ 二酸化炭素濃度測定装置 
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② 光合成の働きを調べる実験に用いる植物として豆
と う

苗
みょう

を利用 

＜豆苗を利用する利点＞ 

本実験では豆苗を使用して，光

合成の働きを調べる実験を行っ

た。豆苗は季節を問わず通年で安

価に入手が可能である。 

右のグラフ（図２）は，暗所に一

晩置いた豆苗を，直射日光の当た

らない室温が一定の教室（22℃）

に取り出して，１時間おきに実験

した結果である。このことから，

１日中二酸化炭素を吸収してい

ることが分かる。 

光源に，水草が育つ程度の明る

さの水槽用の LED 照明を用いる

ことで，天候や時間帯，季節に関

わらず実験することができる。 

 

（２）小学校で行った実験と対比して，対照実験の必要性に気付き，実験を計画 

小学校の理科の学習を通して，理科の見方・考え方を働かせながら問題解決を行い，自然の

事物・現象を科学的に探究する初歩的な力が育成されている。中学校では，小学校で身に付け

た力を活用して探究的な学習活動を展開し，更にその力の育成を図るとともに，探究の過程全

体を生徒が主体的に遂行できるようにすることを目指す。 

本指導事例では，小学校で植物の成長に日光が必要であることを調べた際，植物に日光を当

てる実験と植物に日光を当てない対照実験との結果を比較して結論を導出したことを想起した。

生徒は，この実験で何を明らかにしたかをよく覚えており，植物の成長に日光が必要であると

いう知識も身に付けているが，結果を比較することの意味や対照実験を行うことの必要性は捉

え切れていないことがある。そこで，この実験と本時の条件制御が不完全な実験とを対比して

実験を計画することで，対照実験の必要性に気付き，条件を制御する力の育成を図った。 

 

（３）探究的な学習活動における実験を計画する際の留意点 

実験の計画には，条件制御などの実験の仕組みや原理を考えることと，器具や手順などの具体

的な方法を考えることの二つの側面がある。単元の学習で設定する探究的な学習活動における実

験の計画は，実験の仕組みや原理を考えることに重点を置き，器具や手順などの具体的な方法は

教師が示すことで，実験操作の意味や実験結果の見通しをもつよう指導することが大切である。 

全ての探究の過程を生徒が主体的に行う学習活動は，主に単元末や長期休業中等に設定する

ことが考えられる。その探究の過程において，実験の仕組みや原理と具体的な方法の両方を考

えるよう指導することが大切である。 
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