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選択教科としての「理科」で
探究する素材としてのまつかさ
Ⅰ

選択教科の課題

まつかさを観察したり，触れたりする中で課

身のまわりの事象から自分なりの課題を発

題をはっきりと意識していくとともに，研究

見し，根拠をもって予想し，科学的な手法を

に深く入り込んでいった例です。私が昨年度

用いて解決していこうとする態度は，理科の

まで在籍していたむつ市立関根中学校での実

教科全般を通して育てなければならない態度， 践をもとに，まつかさが選択理科の課題研究
すなわち科学的な態度そのものです。理科の

の優れた素材として有効かどうかを考えてみ

学習を通して，科学的な態度の基礎を身につ

たいと思います。

けることができても，その身につけたものを
はっきりと意識して発揮できる場は日常生活
の中にはなかなかありません。
選択教科としての「理科」には，扱う内容
として次の 3 つが挙げられています。
①課題研究や野外観察
②既に学習した内容を補充する学習
③より進んだ内容を含む発展的な学習
上の①の項目は，まさに一連の探究の過程
を実感できる活動であると思います。しかし，
課題研究を進めるにしても，肝心のテーマが
なかなか決まらないということがよくありま
す。身近な事象で普段から疑問に思っている
ことを挙げてみようと投げかけても生徒の頭
の中にはなかなか思い浮かんできません。教

II

素材としてまつかさを選ぶきっかけ
選択理科の授業ガイダンスで，次の内容を

説明しました。
選択教科：理科
ねらい

内容

その他

身近な自然の ・中 1・2 までに学 ・優れたものは，
中から疑問や
習した内容の復
むつ市児童理
不思議に思っ
習。
科研究発表大
たことを，今 ・身近な自然現象
会で発表する。
まで学習した
の中から，疑問 ・やる気があっ
ことをもとに
点をはっきりさ
て課題に粘り
解決する。
せ，解決する方
強く取り組む
法を探究し，そ
ことができる
の結果をレポー
生徒。
トにまとめ発表 ・定員 6 名
する。

科書の最後の方には自由研究の進め方やテー
マの例が掲載されていますので参考にしても

説明を受けて，選択理科を選択した生徒は

よいのですが，理科を苦手としている生徒が

2 名。選択した理由は，2 名とも，理科が苦

やってみたいと意欲的になるところまで導く

手なので 1 ・ 2 年の内容をしっかり復習して

ことができないのが現状です。

苦手意識を克服したいというものでした。そ

しかし，テーマがはっきりしていなくても， こで，1 ・ 2 年の実験や観察をもう一度行う
素材として優れたものがあれば，見たり触れ

形で進めていきました。マツの花のつくりの

たりする中で，視野が広がり，自分なりのテ

復習ではまつかさをとってきて，中の種子を

ーマがはっきりとしてくることがあります。

観察しました。まつかさに種子がついている

次の例は，理科を苦手としている生徒が，

ようすや種子の形を観察する以外に，まつか

さがぬれて閉じていくようすも観察しました。 Ⅳ 課題研究としてまつかさを扱うことについて
「まつかさはぬれるとすぐに閉じる」と予想

課題研究を進めようとするとき，素材を選

していた生徒たちは，ゆっくりと閉じていく

ぶためには次のような条件が考えられます。

ようすを見て，閉じるまでの時間を調べてみ

①身近にあってすぐに準備できるもの。

たいと話し始めました。また，まつかさの動

② 50 分の授業が単位になるので，変化や反

きにも興味を持ち始めたようすがうかがわれ
たので，「課題研究のテーマとして取り上げ

応に長い時間を要しないもの。
③時期・季節を選ばず再現性のあるもの。

て調べていこう」ということになりました。

①〜③の点でまつかさは優れた素材だと思
われます。また，まつかさは雌花の集合体が

III

閉じるまでの時間を調べる中で

変化したものですが，閉じてかたいからを表

最初はまつかさが閉じるまでの時間を調べ

面に向けて中の種子を守ったり，乾燥すると

てみようとするだけの活動でしたが，「まつ

開いて内側についていた種子を落としたりし

かさの曲がるしくみはいったいどうなってい

ます。環境と密接にかかわりながら生きてい

るのだろうか」「りん片の曲がる部分は，曲

る植物たちの生き方，その不思議さの一端に

がらない部分とどんな点が違っているのだろ

せまることができるという点でも優れた素材

うか」と，疑問はしだいに深まり，予想や考

であると思います。

え方も広がっていきました。その深まってい

3 学年選択理科での課題研究の結果は毎年

くようすを整理すると次のようになります。

11 月に行われているむつ市児童生徒理科研

a）まつかさが閉じるまでにはどれくらい

究発表大会で発表しました。作品集のために

の時間がかかるのだろうか。→ b）まつかさ

まとめたものが，次の「Ⅴ

が半分になっても閉じるのだろうか。→ c）

す。

生徒の研究」で

まつかさのりん片だけ取り出しても曲がるの
だろうか。→ d）まつかさのりん片の曲がる

Ⅴ

生徒の研究

部分には何か特別な仕組みがあるのだろうか。
ある程度のところまでは追究できましたが，
時間が足りなくなってしまい，結局，はっき
りとした結論まではいきつくことができずに
考察の途中で終わってしまいました。
しかし，理科が苦手なので課題研究よりも
復習をしっかり頑張りたいという気持ちで理

1 研究の動機

科を選択した生徒たちが，「研究に費やせる

マツボックリが水にぬれると，かさを閉じ

時間がもっとあればよかったのに」と感じる

るというのを聞いたことがあった。枝につい

くらいにまで，まつかさの研究に没頭するこ

ているマツボックリは生きていると思うから

とができました。研究を進めていくうちに生

開閉はするかもしれないと思ったけれど，枝

徒たちはだんだんとまつかさのもつ魅力，不

から離れて地面に落ちたマツボックリも開閉

思議さに引き込まれていき，まつかさを探究

をすると聞いて，不思議だなあと思った。そ

していく活動を通して理科のおもしろさを感

こで，その仕組みを調べてみようと思った。

じることができたと同時に理科を選択してよ
かったと思ったようです。

2 研究の目標・計画
（1）研究の目標

選択教科としての「理科」で探究する素材としてのまつかさ

①マツボックリが閉じたり，開いたりするよ

③枝についているマツボックリと地面に落ち

うすを調べる（開閉の時間も調べる）。

ているマツボックリとで，ぬれて閉じてい

②閉じたり，開いたりする仕組みを調べる。

くまでの時間を比べた。しかし，ほとんど

（2）研究計画
①開いているマツボックリを水でぬらし，閉
じていくようすを観察する（閉じるまでの
時間をストップウォッチで調べる）。
②マツボックリを半分に割って，閉じたマツ
ボックリと開いたマツボックリを比べる。

差がなかった（約 40 分〜 60 分ぐらいで閉
じた）。
④開く仕組みを調べるために，マツボックリ
を半分に切って中のようすを比較した。図
3 の左は乾いて開いた状態。右はぬれて閉
じた状態。

③マツボックリの開閉に関係する箇所を詳し
く調べ，マツボックリの開閉の仕組みを解
明する。
3 実験観察の経過
（1）マツボックリの開閉にかかる時間について
①かさが開いたマツボックリを水の中に入れ
てぬらした後，水から出して閉じていくよ
うすを観察した。閉じるまで約 50 分〜 1

図3ー1

時間かかった。

図3ー2
この部分が曲がる

左と右の写真を比べると，りん片全体が曲
がるのではなく，ある部分だけ曲がることが
わかった。
図1

⑤りん片をマツボックリから切り離し，りん
片だけ曲がるようすを調べた。

②閉じたマツボックリを机の上に置き，自然
に乾かし，かさが開いていくようすを観察
した。

図2

a）りん片をマツボックリから切り離して
観察すると，りん片は下の図 4 のような

図4

形をしていた。
b）図 5 のようにりん片を鉄製スタンドに
はさんで，水でぬらしてみた。ぬれたり
ん片の一部分が曲がることを確認した。

②ぬれると，りん片の各層がどのようになる
のかを調べた。
・内側の皮・・・やわらかくなった。その他の
変化は見られない。
・中のすじ・・・かたいまま。
・外側の皮・・・やわらかくなり，長さが少し
のびた。

6 考察
わかったことは，マツボックリのりん片の
図5

皮がぬれるとやわらかくなるということであ
る。特に外側の皮はやわらかくなるだけでは

4 結果
（1）マツボックリの開閉のようす
①マツボックリがぬれて閉じるまでに，約

なく少しのびることもわかった。また，中に
あるすじのような部分はぬれてもかたさや長
さには変化がないということもわかった。

40 分〜 60 分かかる。ぬれて閉じたマツ

この実験から，マツボックリのりん片の一

ボックリが自然に乾いて開くのに約 26

部分が曲がったりのびたりするのは，外側の

時間以上かかった。

皮と中にあるすじの 2 つのはたらきによるの

②マツボックリは枝についている部分に近
い方から，開いたり閉じたりする。
（2）マツボックリが開閉するときのしくみ
マツボックリが閉じるのは，ぬれてりん片

ではないかと考えた。なぜかというとマツボ
ックリのりん片の外側の皮は，乾いていると
きにはとてもかたくまっすぐになっているの
で，中のすじの部分が曲がっていてもそれに

の一部が曲がるためである。乾くとりん片の

負けることなくりん片全体がまっすぐになる。

曲がった部分がまっすぐにのびるので開く。

また，ぬれると外側の皮はやわらかくなって
長さも少しのびるので，中のすじの曲がった

5 さらに調べてみたこと
りん片の全体が曲がるのではなく一部の決
まった場所しか曲がらないのはなぜか不思議

形に負けてしまう。そのためにりん片全体が，
すじの曲がりにそって曲がってしまうと考え
たからだ。

に思い，りん片の曲がる部分をさら解剖して
調べてみた。

＜参考図書＞

①りん片は大きく分けて三つの層でできてい

第 26 回児童生徒理科研究発表大会作品集

ることがわかった（図 6）。

図6
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