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「生活」授業資料 2019 （沼澤）

植物を四季で捉えさせる

１．春夏秋冬で捉えさせる
一年生の秋に、子どもたちと植物園に行って観察しました。

それまでの季節を一色で表現させた時は、 春は、ピンク 夏は、緑

となっていました。

秋は、赤 となりました。

（ちなみに、冬は、京都では茶色、山形では白となりました。）

観察時の代表的な写真を掲示して、春夏秋を比較しながら、いろんな花や木の実などの思い出

を話しました。

『花がたくさんあったのは？』

と聞くと、

「春」 「サクラ」「チューリップ」

「秋」 「コスモス」

『冬は、どうだろう？』

「あまり花は咲かないと思うよ。」

「ツバキが咲くよ。」

『春と秋に多くの花が咲いていましたね。どうしてなのでしょう？』
ここで、この視点を与えておきます。

この視点は、個々の植物の事実だけではなく、

植物の全体像を捉えさせることができます。

勿論、教師のこの発問は、春からの授業（観察）

での繋がりがあってこそ可能です。

この段階では、子どもの意見を聞くだけで、ど

うしてなのかという答えらしきものは求めません。

ふと、考えてみます。

サクラは、なぜ春に咲くのでしょう。

春でなければいけないのでしょうか。

もし、そうだとしたら、どうやって、春を知る

ことができるのでしょうか。

気温の変化でしょうか。

昼の長さの変化でしょうか。

それ以外の花も、毎年決まった時期に咲くのは

どうしてなのでしょうか。

長い間、生活科・理科の授業を行っていながら、

この視点に出合うまで、こうして考えてみること

などありませんでした。

春の写真 夏の写真 秋の写真

花ごよみ（昭和 33年国民投票による）
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２．種子の役割

種子の役割については、様々な本に書かれています。

田中修先生は、種子のもつ大切な役割として、次のように挙げています。

秋の授業で、種探し、種遊びなどを行った後に、

『種をつけると、良いことが３つあります。どういうことでしょう？』

と子どもたちに問いかけます。

①は、アサガオの栽培で、たくさんの種が取れたことを思い出します。５粒くらいの種から、100
を超える種がなりました。算数の大きな数の学習で、アサガオの種の数を数えた活動も出てきま

した。

タンポポには、150 本以上の綿毛が、トウモロコシには約 600 個の粒がつくということを覚え
ている子もいました。

②は、秋の木の実探しをしたときに、ひっつき虫というよ

うにくっついてしまう技、鳥に木の実を食べさせて、糞と一

緒に種を遠くに運ばせる植物の技も話題にしました。

【タネのひみつ 2007 1-I 授業記録】

①②については、子どもたちに気づかせようという視点を

教師が持っていれば、活動の中から導き出させることは容易です。

③は、子どもから出させることは難しいです。

しかし、ここを理解させることができるようになると、植物の生態が見えてきます。そして、

生き物との繋がりも見えてきます。大切な視点だと思います。

秋の授業の段階では、どうしても出てこないので「？」として残しておきます。

年が明けて、冬の寒さを実感するころになると、子どもたちから③を導き出せるようになりま

す。

① 数を増やす

② 移動する

③ 都合の悪い環境をしのぐ

種の移動 ５つの方法
１．とぶ
２．水に流される
３．つばさで風に
４．ウンチとなって運ばれる
５．くっついて運ばれる
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３．「休眠」 という視点

冬になると、テレビなどで「動物の冬眠」について報道されます。

「クマは、冬の間、ずっと眠っているんだよ。」

「穴の中だって。」

『どうしてずっと眠っているの？』

「寒いからだよ。」

「食べ物がないからだよ。」

絵本などで読んだことがあるのでしょう。多くの子どもたちが知っています。

冬眠と冬ごもりについて話をすると、調べ学習をしてくる子たちが、さらに詳しい話をしてく

れるようになります。

授業の中でも、国語辞典で、みんなで「冬眠」について確認しました。

「冬眠」「冬ごもり」を調べていると「休眠」が関連語として書かれています。そこから植物の

休眠について導き出すことができます。

ですが、ある年、クマの冬眠の話題が出た時、「きゅうみん」という言葉が子どもから出て来て

驚かされました。 【モンシロチョウの羽化 2007 1-I 授業記録】
どこで覚えたのか忘れたようですが、覚えていた子がいました。（もっともその子は、冬ごもり

と休眠が曖昧になっていました。）

※注：昔は、クマは冬ごもりと言って冬眠と区別されていましたが、現在は冬眠と同じに扱われています。）

『すごい！』

国語辞典で調べる子どもたち、その発表を聞きながら、板書します。

休眠：動物や植物が、暑さ・寒さのために生活がしにくい間、そのはたらきをほとんど止め

るていること。

「先生、植物は冬眠するの？」

「そんなことは……」

「種でやるんじゃない？」

「そうか！」

『寒い時だけでなく、暑い時もですね。それを何というと思いますか？』

「あつ眠」

「夏眠かな」

『夏眠と言います。』

また、子どもたちは一斉に調べるのですが、夏眠の載っている国語辞典は多くありません。

冬眠、という言葉をキーワードとして、休眠、夏眠 を比較しながら捉えていくと、植物の冬

眠・夏眠が種の姿となって捉えさせることができます。

「種になる③が見つかった！」

つながりから新しい視点が生まれた瞬間でした。

『暑さ・寒さでダウンする前に、種を残して、しっかり生きていくための知恵なのでしょうね』

個々の事実から、全体像を捉え、全体像から個々の事実を捉えなおすことができる学習になり

ました。
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多くの花は、なぜ春と秋に咲くのかは、

種となって、

「③ 都合の悪い環境をしのぐ」 ためということになります。

それは、休眠と捉えられます。

そして、夏眠・冬眠 として、植物だけではなく、動植物として捉えることができます。

４．多くの花は、なぜ春と秋に咲くのか

植物にとって、③都合の悪い環境 とは、冬の寒さと夏の暑さです。

動物は、冬眠・冬越しなど、移動して対応できます。魚の回遊、鳥の渡りもそうです。

しかし、植物は移動できません。

だから、暑さに弱い植物は、種子となって夏を過ごし、

寒さに弱い植物は、種子となって冬を過ごすのです。

種子になれば、植物の姿では耐えられないような暑さ、寒さをしのいで生きられます。

しかし、種子をつくるためには、月日がかかります。

だから、夏の暑さ、冬の寒さがくる前の季節、春と秋に、花を咲かせる植物が多いのです。

春か秋に花を咲かせれば、夏の暑さ、冬の寒さがくるまでに種子をつくることができます。

そのためには、植物は、夏の暑さ、冬の寒さの訪れを、前もって知らなければなりません。

気温が変化してからでは遅いのです。

気温が変化する前に、季節の到来を知って、種で過ごす準備をはじめなければならないのです。

私たちは植物を観察して、花のあとに種ができることを知っています。

多くの植物に触れ、その成長する姿から経験を通して学んできました。

〇動物や植物が、暑さ・寒さのために生活がしにくい間、そのはたらきをほと

んど止めるていること。 【チャレンジ小学国語辞典】

〇生物が、生きていくことが困難な時期に、一時的に活動を休むこと。冬眠など。

【クラウン学習国語百科辞典】

休 眠

動植物が、暑くてかわいた時期を、じ

っとねむって過ごすこと。熱帯性のカエ

ルやカタツムリに見られる。

【クラウン学習国語百科辞典】

かえるやりすなどの動物が、冬の間食べ

物をとらず、土の中などでねむったように

じっとしていること。

【チャレンジ小学国語辞典】

夏 眠 冬 眠

暑さに弱い植物

ハコベ、ナノハナ、ホトケノザ、オオ

イヌノフグリ、ヒメオドリコソウ、カー

ネーション など

寒さに弱い植物

アサガオ、キク、コスモス、シソ、ダ

リア、サツマイモ、トウガラシ など
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アサガオの観察時も、アサガオは、その成長の中で示してくれました。

でも、植物は、

「種で夏（冬）を越せるように、逆算して花を咲かせている」 のです。

花が終わったから子孫を残すために種（実）をつける のではないのです。

５．植物は、季節による気温の変化が起こる前に、季節の訪れを知っている。

夜（暗闇）の長さ（一定以上に継続して与えられた時間）で季節の変化を知ります。

昼の長さよりも、継続した夜の暗闇の長さが重要なのです。

植物がつぼみをつけるのは、一日の昼と夜の時間の長さに大きく影響されます。

春分から、夜の長さはだんだん短くなり、もっとも短い夏至になるのは６月下旬です。

もっとも気温が高く、暑くなるのは、８月ころで、約 2か月の間があります。

夜の長さは、夏至を過ぎると、だんだん長くなります。もっとも長くなる冬至は 12月下旬です。
もっとも気温が低く、寒くなるのは、2月ころで、約 2か月の間があります。

夜の長さをはかることができれば、暑さや寒さの訪れを約 2 か月前に知ることができ、計画的
に花を咲かせ、タネをつくることができるのです。

【短日植物】昼が短く、夜が長くなるとつぼみをつける植物。
アサガオ、シソ、キク、コスモス、イネ など

【長日植物】昼が長く、夜が短くなるとつぼみをつける植物。
コムギ、ホウレンソウ、ダイコン、ドクダミ など

【中性植物】昼と夜の長さに関わらずつぼみをつける植物。
トマト、タンポポ など

アサガオは、たった一度でも暗闇

の時間が約９時間を超えると、その

後は、電灯照明下で育てても、つぼ

みができ、やがて花が咲きます。

継続した暗闇の時間です。時々数

分間でも電灯をつければ、長い暗闇

であっても、つぼみはできません。
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ダイズでは数回、シソでは 7~8 回、ムシトリナデシ
コでは 6 回、シロイヌナズナでは 4 回、ドクムギでは 1
回。

それでは、植物は、

６．暗闇をどこで感じるのでしょうか

つぼみが生まれるために、

葉が受けなければならない

有効な刺激の回数は、植物

種により異なります。アサ

ガオやオナモミはただ 1 回
の限界暗黒でつぼみを形成

します。

※ アサガオの発芽したばかり

の双葉には、暗闇の時間をはかる

能力がすでにあります。

つぼみは、芽の中で生ま

れます。

日によって変化するあてにできない気温よりも、

昼と夜の長さの変化を目印にしています。

【限界暗期】つぼみが生まれるか生まれないか

のギリギリの境目の暗闇（夜）の長さ

限界日長は、境目の昼の長さ

アサガオの鉢を置く場所

鉢植えのアサガオを常夜灯の近くに置くこと、

または、暗闇を閉ざすような電灯の近くに置く

ことは、良くないことが分かります。

いつまでもつぼみをつけなくなります。

植物が暗闇を感じるのは、「葉」です。多くの植物は、約 15 分間の長さの違いを識別できる
のです。葉は、決まった時間の暗闇を感じた時に、つぼみをつくります。

アサガオのつぼみの形成



- 7 -

７．【頂芽優勢】
ち よう が ゆう せい

成長点は、もしつぼみをつくらなければ、適切な条件で、限りなく芽をつくり葉をつくり続け

る能力をもっています。芽は無限に成長し、成長点は葉を無限につくることができます。

アサガオの先端の芽がつぼみをつけると、背丈が低いままで花が咲きます。その後、その芽か

ら、つるが伸びだしたり、葉や芽ができることはなくなります。

無限に葉っぱと芽をつくる能力をもつ芽は、つぼみになると、開花して種子をつくり、やがて

枯死していく運命となります。つまり、芽にとって、つぼみを生み出すのは、子孫を残すために、

無限に葉や芽をつくり続けて生きていく可能性を放棄することなのです。つぼみをつくり、花を

咲かせるというのは、芽にとって、自らの寿命を縮めることであり、命がけなのです。

多くの草花は、花を咲かせると種子をつくって枯死していきます。

樹木の場合も、個々の芽にとっては同じこと。個々の芽は、花を咲かさなければ、葉をつくり

枝として無限に伸びる能力を持っています。しかし、花を咲かせた芽は、種子を結実するだけで、

枝として伸びだすことはありません。

葉だけが地表面に出てくるタンポポやオオバコは、芽をもつ茎が見当たりません。

葉をつくり出す芽は、地表面と同じくらいの高さにあります。動物がそこまで食べつくすのは

難しいです。葉は食べられても、残った芽からまた生えてきます。こうして、成長点が食べられ

ないようにしています。

５．植物は、季節による気温の変化が起こる前に、季節の訪れを知っている。

６．暗闇をどこで感じるのでしょうか

７．【頂芽優勢】

これらは、直接子どもたちに教える必要はありません。

しかし、教師が知っていれば、

５． からは、アサガオの鉢は、常夜灯の近くには置かない。

６． からは、逆に、暗室に入れたままにしない。

７． からは、「摘心」をしてつぼみをたくさんつける。

ということを知らずに子どもたちを困らせることになってしまいます。

指導者として、知っておくべき内容かと思います。

※ 摘芯は１年生には難しいことと思います。少人数で取り組む場合、または、総合的な学習の時間

間などで応用的に行う場合などは取り入れたい方法かと思います。

成長する植物は、茎の先端にある芽（頂芽）から葉を次々と展開しながら背丈を伸ばします。

芽は、すべての葉のつけ根に必ずあります。その芽を側芽といいます。

普通には、側芽は伸びだしません。頂芽だけが伸び、側芽が伸びない性質を「頂芽優勢」と

いいます。頂芽を取り除くと、次に一番上になった側芽が頂芽となり、やはり「頂芽優勢」で

生長をはじめます。

成長は、側芽の生長を抑えるためにオーキシンという物質を出しています。
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８．春に咲くサクラのつぼみは、いつつくられる？

春から初夏に花咲く樹木のつぼみは、こん

なに早くからつくられています。

サクラは、７月上旬には、翌春の花の準備

が始まっています。

１年生で花や葉の観察をし、その後のつぼ

みの成長を追って見せれば、２年生の春には

新たな見え方になることでしょう。

「花が咲く」までを三段階でとらえると

草花 そんなに離れていない

●キクやコスモスは、秋に花を咲かせても、冬までに種子をつくれます。

樹木 大きく離れている

★樹木は、花を咲かせて種子をつくるまでには時間がかかります。

・ツボミは夏までにつくられ①、それから秋までは成長しません。

夜の長さに呼応して、葉っぱが「アブシシン酸」という物質をつくり、芽に送り出します。

芽にその量が増えると、秋にツボミを包んだ越冬芽（冬の寒さに耐えられる冬芽、休眠芽と

もいう）ができます。

※ この時、樹木は、冬芽をつくるのに気温をあてにしません。草花と同じように昼と夜の長さの変

化で行います。葉っぱが、夜の長さを計っています。何らかの原因で、葉っぱがなくなると、秋に

なっても夜の長さは感じられず、アブシシン酸がつくられず、ツボミは越冬芽になれず、春と同じ

ような秋の暖かさの中で花が咲いてしまいます。

・休眠芽（越冬芽）になって眠りの状態で冬を迎える。

・冬の寒さを感じると眠りから目覚め、その後は、春の暖かさに依存し、成長し②、やがて

開花③します。

①つぼみができる時期 から ③つぼみが開く時期 まで

樹種名 つぼみをつける時期

モクレン ５月中旬

サクラ ７月上旬

サツキツツジ ７月上旬

クチナシ ７月下旬

ウメ ７月下旬

リンゴ ８月上旬

モモ ８月中旬

ハナミズキ ９月中旬

花木のつぼみの形成期

① つぼみができること

② つぼみが成長すること

③ 成長したつぼみが開花すること サクラの冬芽（越冬芽、休眠芽）

冬を越す植物のつぼみ

春 夏 秋 冬 春

草花 　　　　種 つぼみ①②③　花⇒種 種 　　　　種

樹木 つぼみ②③ 花 つぼみ①
成長しない ⇒ 冬芽 ⇒

つぼみ②③ 花
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低温を体感する前の越冬芽の中には、開花を阻害

する物質であるアブシシン酸という物質が多く含ま

れています。そして、低温を感じるにつれて、この

物質の量が少なくなります。寒さを感じることで、

開花を阻害するアブシン酸は分解されてなくなりま

す。

冬の低温を感じたあとに暖かくなってくると、ツ

ボミの中にジベレリンという物質の量が増えます。

これは、開花を促進する物質です。

ツボミが低温を感じると、開花を阻害する

物質（アブシシン酸）が分解され、暖かくな

るにつれて、開花を促す物質（ジベレリン）

が合成されて、開花がおこります。

冬芽の観察を１年生で行ったら、２年生では、桜の花が散り、緑の葉が茂ってきたときに、冬

芽の赤ちゃんの観察を行い、約一年間かけて成長していくつぼみの観察も楽しいことでしょう。

参照 つぼみたちの生涯 田中修 中公新書

㊟ 植物の「生長」という表記は、新学習指導要領に合わせて 植物の「成長」にそろえました。

葉が夜の時間の長さをはかって芽を休眠芽に

変えて冬を越します。

秋に毛虫の大量発生などで葉っぱを食べられて

しまったサクラが、そのまま秋に花を咲かせて

しまったという事例があるそうです。
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アサガオの摘芯 摘芯とは、親づるの先端を摘むことです。

摘芯をすると脇芽が多く発生してきます。この脇芽が多く育つことで、親づる一本で育てるよ

りも、花数をはるかに多く増やすことができます。

①本葉が8～９枚のころ1回めの摘芯

摘芯は第 1 の本葉から数えて、第 5 か第 6 の本葉の上で切りま
す。

摘芯が済んだ後、しばらくすると、各本葉や双葉の付け根から、

脇芽が出てきます。この脇芽をすべて育てると、つるが多すぎて

株が疲れてしまい、花数が少なくなってしまったり、早く枯れて

しまう原因になります。出てくる脇芽を全て子づるとして育てる

のではなく、残す子づると摘んでしまう子づるを選ぶようにしま

す。

残す子づるは、1 ～ 3 本、 第 3、第 4、第 5 の本葉の付け根か
ら出る脇芽が良いでしょう

それ以外の本葉から出てきた脇芽は、全て取り除くようにしま

す。

必要なものだけを残し、あとの脇芽を取り除くことで、残した脇芽の生育がとても良くなりま

す。

②脇芽から伸びた芽（子づる）の本葉が5枚のころ2回めの

摘芯

伸ばした脇芽の子づるの先端を切ります。

同じくその下 3枚の本葉の脇芽を伸ばします。

③その脇芽から伸びた芽（孫づる）の本葉が5枚のころの摘芯
孫づるの先端を切ります。

これ以降の摘芯は、どのくらいの大きさに育てたいかによって適

時行います。

手で無理に引っ張ったりすると朝顔の茎を痛めることがあるの

で、つるの先端を摘芯するときはハサミを使いましょう。

本葉の下に残っている双葉の根元からも脇芽が伸びることがあり

ますが、その脇芽は摘み取ります。

摘芯したら、元気な脇芽 3本ほどを選んで伸ばすようにしましょ
う。

摘芯は、つるが細くても必ずハサミで切り取るようにします。

つるは細く見えても繊維が強く、とても手ではちぎることができません。無理に手でひきちぎるよ

うにつるを切ってしまうと、株が弱くなったり、枯れてしまう原因にもなりかねません。
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朝顔の摘芯のタイミング、時期
種をまいて本葉が出ると、約 1週間くらいで本葉が 5〜 8枚まで成長します。
成長の早さは気温にもよりますが、25 ℃を超えると一気につるが伸び始めるので、その時が摘

芯のチャンスです。

あまり気温が低い時だと脇芽がすぐに伸びてこないので成長具合を観察して摘心しましょう。

心後の肥料や水やり
摘芯後は脇芽が一気に伸び始めます。

水やりはもちろんですが、薄めた液体肥料を夕方水やりの代わりに与え、栄養不足にならない

ようにすると元気に育ちます。暑い時間帯の水や液体肥料のあげすぎは、病気や根腐れのもとに

なります。希釈倍率も守りましょう。濃い目に希釈しても大きく育つわけではありません。

固形肥料を与える場合は、株の根元から離して与えます。株に近いところに置くと根や茎を痛

めることがあります。プランターや鉢の端のあたりの土に指でちょっとくぼみを作って固形肥料

を置くと、水やりで流れて株の近くに流れるのを防ぐことができます。

【摘芯をしないとどうなる？】
摘芯をしないと朝顔の脇芽があまり伸びず、親づるだけがヒョロヒョロと伸びることがありま

す。朝顔のつぼみはつるが多いほど多くつくので、摘芯をして脇芽を伸ばしてあげると花がたく

さん咲くのです。

①朝顔の株の元気がなくなる
摘芯を行うことで朝顔の根のはりがよくなります。

根がしっかりと張っていればたくさんの栄養を吸収しどんどん成長します。

元気で立派に育てるためにも摘芯を行いましょう。

②つぼみが少なく花つきが悪くなる
親づるの先端を残しておくと脇芽が出にくくなります。

摘芯して脇芽を育てることで、つぼみの数も増えてたくさんの花を咲かせます。

ただし、あまり大きく育つ前の早い時期に出たつぼみは取ったほうが良いです。

葉やつるに栄養を行き渡らせることで、夏にたくさんの花が咲きます。

育てたい大きさを考えて、かわいそうですが早咲きのつぼみは摘み取りましょう。

③大きく元気に育たない
親づるを摘芯しなくても、脇芽が出てくることがあります。

そのまま育てても大丈夫かな？と親づるの先端を摘芯しないで育てると、背丈だけは伸びるの

ですがつぼみができにくくなったり、株が弱ったりします。根のはりも悪くなるので、栄養を吸

収しにくくなるのです。

参照

トリビアの花 http://flower-trivia.com/asagao-tekishin-manual/
アサガオの育て方.net https://アサガオの育て方.net/アサガオ-摘芯/アサガオ-摘芯-時期と方法.html
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【頂芽優勢】

いつも目にしているスギなど針葉樹の形、ここにも頂芽優勢が働いています。

１本の枝がまっすぐ垂直に伸びています。けっして、２本の枝が垂直に伸びていることはあり

ません。

これは、てっぺんに伸びた１本の枝が、ほかの枝が垂直に伸びることを許さないからです。

てっぺんの１本の枝からホルモンが出ていて、そのホルモンがほかの枝が垂直に伸びることを

阻害しています。だから、ほかの枝は、斜め方向に伸びるのです。

てっぺんの枝を切ると

周囲の枝が垂直に伸びはじめ、もっとも早く垂直になり高さを得た枝だけが、１本だけ垂直方

向に伸び始めます。

そして、やっぱり、てっぺんの１本の枝からホルモンが出て、そのホルモンがほかの枝が垂直

に伸びることを阻害します。そして、その後は、いったん垂直になろうとしたほかの枝は、ふた

たび斜めに伸びるようになります。

木の実や果物が赤くなるのは？ 食べてもらうため。

木の実でも果物でも、熟して赤くなる前は、緑色で、光合成をしています。

それが、タネが完成すると、熟して赤やオレンジ色になります。わざわざ、目立って、食べら

れてしまうことになります。子どもたちには、これが不思議で理解できません。

どうして？

植物が苦労してつくった木の実や果物の最終目的は、子孫を残すことです。

タネを残すこと。そして、できれば、遠くにタネを運びたいのです。

自分が動けない植物は、どうやってタネを遠くに運ぶか

考えます。

その１つが、 ４．ウンチとなって運ばれる です。

赤色が識別できる鳥に合わせて色づけて、鳥の口に合わ

せた大きさで、実をつけます。鳥は、歯がないので、タネ

は噛み砕かれることはなく飲み込まれます。そして、鳥は、

飛ぶ際に体の重さを軽くしたいので、早く消化して、すぐにウンチと一緒にタネをばらまきます。

タネは、そこで芽を出し、育っていきます。

秋のタネ探しをしながら、こうした視点を子どもたちに与えながら、視野の広がりを楽しむこ

とが学ぶ楽しさを与えることになるのだと思います。

タネの移動 ５つの方法
１．とぶ
２．水に流される
３．つばさで風に
４．ウンチとなって運ばれる
５．くっついて運ばれる


