
平成 24 年の新学習指導要領全面実施に向けた準備は万全ですか？

今回は，実際の授業でお役立ていただけるご提案と実践事例をお届けいたします。

保存版

中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

平成 24 年度発行　中学校  技術・家庭科
「活きる力につなげる教科書」にご期待ください！
　“活きる力”とは，未来を担う子どもたちが，学校で学んだことを社会や家庭にお
いて主体的に「活用」する力という意味を込めた，私たちが提唱する新たな学力観
です。人とヒト・人とモノ・人とコトの触れ合いとつながりを大切にすることが，“活
きる力”にもつながります。

　私たちは，“活きる力”につなげる教科書を発行します！

2010.10

新学習指導要領「内容C　生物育成」お役立ち情報

中学校 技術・家庭科情報
No.8 技術分野

★失敗しない「生物育成」　…栽培の基礎

★実践事例❶　ペットボトル容器を利用したベビーリーフの栽培

★実践事例❷　袋で栽培するダイコン

★栽培の知恵と便利な道具

内　容

身近なものを活用して、

栽培にチャレンジ！

栽培日誌フォーマットを，
教育図書の HPからダウン
ロードできます！



　必修になる「生物育成」、特に栽培について、❶知っておきたい基礎知識、❷学校で取り組みやすい実践事例
2例、❸栽培の知恵と便利な道具を、ご紹介します。特に、実践事例は、ポイントになる大切な作業に焦点を当
てて、写真を使ってていねいに追いました。「生物育成」の授業の参考にしていただければ幸いです。

新学習指導要領に向けて

新学習指導要領現行学習指導要領

※A(5)、(6)、B(5)、(6) の４項目のうちから 1又は 2項目を選択

2

Ａ　材料と加工に関する技術
(1) 生活や産業の中で利用されている技術　　
　ア　�技術が生活の向上や産業の継承と発展に果たしている役

割 
　イ　技術の進展と環境との関係
(2) 材料と加工法　
　ア　材料の特徴と利用方法
　イ　材料に適した加工法と、工具や機器の安全な使用
　ウ　材料と加工に関する技術の適切な評価・活用
(3) 材料と加工に関する技術を利用した製作品の設計・製作　
　ア　使用目的や使用条件に即した機能と構造
　イ　構想の表示方法と、製作図
　ウ　部品加工、組立て及び仕上げ

Ｂ　エネルギー変換に関する技術
(1) エネルギー変換機器の仕組みと保守点検
　ア　エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組み
　イ　機器の基本的な仕組み、保守点検と事故防止        
　ウ　エネルギー変換に関する技術の適切な評価・活用
(2)  エネルギー変換に関する技術を利用した製作品の設計・製

作           
　ア　製作品に必要な機能と構造の選択と、設計
　イ　製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検

Ｃ　生物育成に関する技術
(1) 生物の生育環境と育成技術
　ア　生物の育成に適する条件と、育成環境を管理する方法        
　イ　生物育成に関する技術の適切な評価・活用
(2) 生物育成に関する技術を利用した栽培又は飼育
　ア　目的とする生物の育成計画と、栽培又は飼育

Ｄ   情報に関する技術
(1) 情報通信ネットワークと情報モラル��            　
　ア　コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組み
　イ　�情報通信ネットワークにおける基本的な情報利用の仕組

み
　ウ　著作権や発信した情報に対する責任と、情報モラル
　エ　情報に関する技術の適切な評価・活用
(2) ディジタル作品の設計・制作�����               
　ア　メディアの特徴と利用方法、制作品の設計
　イ　多様なメディアの複合による表現や発信
(3) プログラムによる計測・制御
　ア　コンピュータを利用した計測・制御の基本的な仕組み
　イ　情報処理の手順と、簡単なプログラムの作成

Ａ　技術とものづくり
(1) 生活や産業の中で技術の果たしている役割
　ア　技術が生活の向上や産業の発展に果たしている役割
　イ　技術と環境・エネルギー・資源との関係
(2) 製作品の設計
　ア　使用目的や使用条件に即した製作品の機能と構造
　イ　製作品に用いる材料の特徴と利用方法
　ウ　製作品の構想の表示方法と、製作に必要な図
(3) 製作に使用する工具や機器の使用方法及び加工技術
　ア　材料に適した加工法
　イ　製作品の部品加工、組立て及び仕上げ
(4) 製作に使用する機器の仕組み及び保守
　ア　機器の基本的な仕組み
　イ　機器の保守と事故防止
(5) エネルギーの変換を利用した製作品の設計・製作
　ア　�エネルギーの変換方法や力の伝達の仕組みと、製作品の

設計
　イ　製作品の組立て・調整や電気回路の配線・点検
(6) 作物の栽培
　ア　作物の種類とその生育過程及び栽培に適する環境条件
　イ　栽培する作物に即した計画と、作物の栽培

Ｂ　情報とコンピュータ
(1) 生活や産業の中で情報手段の果たしている役割
　ア　情報手段の特徴や生活とコンピュータとのかかわり
　イ　�情報化が社会や生活に及ぼす影響と、情報モラルの必要

性
(2) コンピュータの基本的な構成と機能及び操作
　ア　コンピュータの基本的な構成と機能、操作
　イ　ソフトウェアの機能
(3) コンピュータの利用
　ア　コンピュータの利用形態
　イ　ソフトウェアを用いた基本的な情報の処理
(4) 情報通信ネットワーク
　ア　情報の伝達方法の特徴と利用方法
　イ　情報の収集、判断、処理、発信
(5) コンピュータを利用したマルチメディアの活用
　ア　マルチメディアの特徴と利用方法
　イ　ソフトウェアの選択と表現や発信
(6) プログラムと計測・制御
　ア　プログラムの機能と、簡単なプログラムの作成
　イ　コンピュータを用いた簡単な計測・制御

★指導・助言：サカタのタネ　淡野一郎
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失敗しない「生物育成」

★野菜前線北上中？！　

　材料加工、エネルギー変換、情報領域の学習と異なり、生物育成は生き物が対象なので、
“失敗”してしまうことも考えられます。植物の栽培の基本をいくつかご紹介します。

　桜前線の北上でわかるように、南北に長い日本では、たねまき

や収穫に適した時期が異なります。自分の住んでいる地域の気候

区分に合わせて栽培しましょう。

★年平均気温、発芽適温・生育適温

　住んでいる地域の年平均気温を調べて（地域気象台のWeb

ページなどで調べられる）、栽培する植物の発芽適温（地温）・生

育適温（気温）に合うような栽培計画を立てるとよいでしょう。
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0
8　　   9　　  10　　 11　　12　　  1　　2（月）

発芽適温 15～30℃
生育初期（たねまきから 20 日位）
の適温 20～24℃

生育中期（本葉 5～15 枚）
の適温 14～20℃

根の肥大中ごろからの
適温 10～16℃

最高気温（℃）
日平均気温（℃）
最低気温（℃）

神奈川県横浜市でダイコンを栽培する場合の栽培適期

寒　地：平均気温が9℃以下
寒冷地：平均気温が9～12℃
温暖地：平均気温が12～15℃
温　地：平均気温が15～18℃
亜熱帯：平均気温が18℃以上

（農林水産省「全国野菜・花きの種類別作型
　分布の実態とその呼称」平成元年より）

年平均気温で分けた地域区分

★原産地、分類される科は？

　花や野菜はさまざまに改良されてきました

が、基本的な性質は、その植物が最初に自生し

た原産地の環境に合ったものとなっています。

また、同じ種類、同じ科の野菜を同じ場所で続

けて栽培すると、連作障害が出ることがあるの

で、注意が必要です。

ホウレンソウ
★ヒユ科
★中央アジア（アフガニスタン周辺）

ダイコン
★アブラナ科
★中央アジア

トマト
★ナス科
★南アメリカ（アンデス高原〜メキシコ高原）

キュウリ
★ウリ科
★インド（ヒマラヤ山ろく）

パンジー／ビオラ
★スミレ科
★北ヨーロッパ

キク
★キク科
★中国

★土

　植物を育てるために大切なのは、土が適度に、水と空気を含ん

でいることです。種類の違う土をまぜたり、堆肥を加えて団粒構

造にする必要があります。市販の培養土を利用すると便利です。

★肥料

　自然界では、落ち葉や動物のふんなどの有機物が微生物によっ

て分解され、養分が循環しています。畑やコンテナでの栽培では、

不足する養分を肥料として、適宜補わなければなりません。

水がぬけない。
窒息しそう。

空気も水も
よく通る。

空気

単粒 団粒

単粒構造  団粒構造

★たねまきから発芽までの留意点

◇水：土から芽が出るまでは、十分な水が必要なので、乾かさな

いように注意します。

◇温度：発芽適温（地温）を維持するように注意し、必要に応じ

て保温や加温をします。

◇覆土：ふつうはたねの厚さの2〜 3倍程度の土をかけます。

土が厚過ぎたり水はけが悪いと、発芽しにくくなります。

★根・茎・葉の成長に必要なおもな管理

◇間引き：育ちが早過ぎるものや遅いもの、形態が異なるものを

抜き取って平均的な株を残し、一定の間隔をあけること。

◇摘芽（わき芽摘み）：枝分かれを抑え、必要な茎に養分を集中

させるため、不必要なわき芽を摘むこと。

育ちが遅い

育ちが早い

形が悪い
病気

虫食い

…栽培の基礎



使い方
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〈生物育成〉●実践事例❶

ペットボトル容器を利用した
ベビーリーフの栽培

東京都文京区立第三中学校　松本誠之

■ 容器の準備

2L の角形ペットボトル。切り

離して広い方をコンテナとして

使う。反対側の小さい方は、水

の受け皿として利用できる。

市販の培養土は、肥料が含まれ

るので、そのまま使える。花壇

の土などを使う場合は、肥料を

まぜて1週間おく。

たっぷり水をやるときは、じょ

うろを使用する。

ベビーリーフ（葉菜類）のたね。

たね袋の裏にある栽培のポイン

トは役に立つので、要参照。

噴霧器。たねまきの後のかん水

などで使う。

カッター

はんだごて

油性ペン新聞紙 土入れ

使用する
もの

ホウレンソウやリーフレタスなどの葉菜を若いうちに収穫するベビー

リーフは、栽培が容易で、日当たり、風通しに注意すればあまり失敗し

ません。春まき・秋まきができ、水耕栽培も土耕栽培も可能です。

名札

容器の底にする部分に、

水抜き用の穴をあける。

はんだごてなどを利用

し、2〜3cm間隔で。

切断線をひく。ペットボ

トルの角の部分を利用す

るとひきやすい。

線に沿ってカッターか、

はさみで切る。手を切ら

ないように注意する。

切り離す。ふちの部分は

鋭利なので、扱いには注

意する。

土を入れるときは新聞紙

をひくとよい。

ふちから2cmほど下ま

で土を入れ、表面を平ら

にならす。押さえて固め

ないようにする。

切り離した部分を水受け

にする場合、左右を逆に

して重ねるとすき間がで

きて、水がたまる。

たねまき前にかん水し

て、土をしめらせておく。

1 2 3 4

5 6 87



たねを親指と人差し指で軽くつま

み、ばらまきにする。9
たねが隠れる程度に土をかけ、たね

と土が密着して、たねがしっかり吸

水できるように軽く土をおさえる。

かけた土とたねにかん水する（たね

が流れ出さないよう噴霧器で）。発

芽までは乾かさないよう注意する。

日当り、風通しのよい場所に置く。

約1週間で発芽し、子葉が出る。

子葉の形が不ぞろいのもの，草たけ

が高くひょろひょろとしたもの，小

さ過ぎるものをそっとぬき取る。

高さをそろえ，葉と葉が重ならない

程度に間引く（左が間引き前，右が

間引き後）。

ときどき間引きをしながら，適度に

水やりをすれば、約１か月で収穫で

きる。

収穫したベビーリーフ。

5
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■ たねまき

■ 間引き

■ 収穫

　簡単に栽培できますが、野菜本来

の味を損なうことはありません。手

摘みして、洗って、そのまま盛りつ

け、ドレッシングをかけて手軽に食

べられます。ビタミン、ミネラルな

どの栄養価も豊富です。

　容器として、イチゴパックなどを

使用することも可能です。

　冬から春は、寒さに

よって、あまり成長し

ません。たねまき直後

から、穴をあけたポリ

袋や不織布でおおい、

防寒対策をするとよい

でしょう。

寒さ対策

　農薬を使わないので、

害虫がつくことがあり

ます。たねまき直後か

ら、不織布などで覆っ

て害虫が入り込まない

ようにするとよいで

しょう。

害虫対策



6

使い方

〈生物育成〉●実践事例❷

袋で栽培するダイコン

サカタのタネ　淡野一郎

■ 袋をコンテナに加工する

野菜用の培養土
40L（ここで紹介
した例の場合）
＊ダイコン 1 本に
する場合は、48×
62cm の 袋 に 25
〜 30Lの土

じょうろ

青首ダイコン
のたね

はさみ

使用する
もの

手軽に入手でき、価格も手頃な袋をコンテナとして利用した青首ダイコ

ンの栽培のご紹介です。1袋 3本の例を紹介しましたが、1袋 1本の

栽培も可能です（左写真）。小学校や中学校で栽培のご指導などを積極

的になさっている、「サカタのタネ」の淡野さんに栽培手順をご指導い

ただきました。

袋の底の部分の角と角に

あるミシン糸を結ぶ。

土が入れられるように、

形を整える。

土と肥料を（市販の培養

土ならそのままでよい）

入れる。

コンテナとしての形に整

えていく。

ふちを巻き下げていく。 容器が柔らかいので、動

かすと、土が割れたりす

る。たねまき後は、移動

させないようにする。

根が底につかえないよう

に、青首ダイコンの場合、

30cm 以上の深さにす

る。

2 3 4

5 6 87

巻き下げる

底の角と角のミシン
糸を結んで内側に織
り込み、形を整える
（裏返してもよい）

30cm
以上

約 60 × 90cm のガラ

袋、土のう袋など。1

ガラ袋。下記のように加工し
て使用する

防虫
ネット

防虫ネットで
使用する支柱

まき穴をあけ
るときに使う
空き缶

ビニール
ひも
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使い方

■ たねまき

缶に深さ 1 〜 2cm の

印をつけ、穴をあける。

深さを均一にすると発芽

の時期や成長がそろう。

たねは1か所 5〜 6粒

を点まきにする。

土をかぶせる。
9

使い方表面を軽く押さえて平ら

にする。

たっぷりかん水する。芽

が出るまで乾かさない。

害虫から守るため、覆い

をする。

支柱と、防虫ネットか不

織布を利用するとよい。

使い方

■ 間引き 1 回目（たねまき後、1 週間くらい）

発芽して子葉がじゅうぶ

ん開いたら、間引きする。

成長が早い、遅い、形が

悪いもの等を間引く。

そっと扱う。5 〜 6 株

→3株に間引く。

間引きにより、生育が均

一になる。

使い方本葉が 4〜 5枚になっ

たら、2回目の間引き。

根を傷めないようはさみ

を使い、1か所1株に。

土1L当たり0.3g の有

機配合肥料を追肥する。

株が倒れないように土を

足す。

使い方

■ 追肥

年内収穫の品種は 2回、年

明け収穫の品種は3回追肥。

追肥の後もたっぷりかん

水する。

直径が7cmほどになっ

たら収穫する。

収穫が遅れると「す」が

入ることがある。

■ 間引き 2 回目、追肥、増し土（たねまき後、3 週間くらい）

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

■ 収穫

10
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便 利 な 道 具
たねまきに便利！

　厚紙を必要に応じて

折って使うと、たねま

きに便利です。

厚紙

　水につけると膨張し、

そのままたねをまくこと

ができる便利な土の塊。

養分も含んでいます。

土ポット
ジフィーセブン

　一度に多くのたねをまくのに便利。

セルトレー

虫よけ

と栽 培 の 知 恵

保　温 根がからみにくい鉢

　支柱とネットでつくった虫よけ。

野菜などの栽培で利用すると、農薬

を使うよりも、安心して食べること

ができます。たねまき後すぐに設置

しましょう。

　支柱とビニールなどでつくった保

温容器。たねまきとそれに続く育苗

の時期が低温になる場合に利用しま

す。小さな温室のようなものですね。

　底の Y字の型によって、根がか

らみにくくなっています。ほかに鉢

の横に切れ込みが入っているものな

どもあります。

くわしくはWebで。
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