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管見の限り，そのための学習教材は見当たらない。
このため，例えばトマト栽培における整枝の重要
性についても，中学生に栽培実習中に実際に摘芽
を行わせながら学ばせるに留まっており，子ども
にとっては，教員の指示に従う受け身的な学習に
なっていたように思われる。
こうした問題を背景として，中学生のトマト栽

1. 研究の目的と方法
1.1. 問題の背景と目的
本研究の目的は，中学校技術・家庭科技術分野
（以下，技術科）「生物育成に関する技術」の授
業研究の一環として，トマト栽培における摘芽の
目的を学ぶための育成シミュレーション教材を
開発し，その学習効果を検証することである。
トマトは，技術科の作物栽培の実習教材として
数多くの学校で用いられている。また，技術科検
定済教科書においてトマトの栽培方法が掲載さ
れている。トマトは，品種によらず，栄養成長と
生殖成長が並行することが特徴的である。主要な
栽培管理として，かん水，施肥の他に，土寄せ，
整枝等が挙げられる。トマト栽培を行う上で，摘
芽を主とする整枝は特に重要であり，果実の品質
維持や収量確保，病気予防，収穫期の作業効率の
向上等を目的としている。具体的には，本葉と主
茎の間に発生するえき芽を取り除いて樹形を整
え，直立一本仕立てでの栽培を目指すことが多い
1)
。
筆者らは，このような作物栽培の学習について，
中学生が，それぞれの栽培作物に必要な管理技術
の意味や目的，実施する時期や具体的な方法等に
ついて，短時間にシミュレーションを行って実感
的に学んでから，栽培実習に取り掛かれるように
することが有効であると考えている。ところが，

培に対する事前のイメージ形成を目的とした教
材開発が必要であると考えた。
1.2. 研究の方法
開発したトマト育成シミュレーションのアプ
リを活用したことによる学習効果について，中学
校技術科での実験授業における実習の様子を基
に検討する。
2. 教材アプリ「♪とまと」の開発
2.1.教材の構想
技術科で取り扱う作物については，中学生が，
「きれいに咲かせる」「おいしく実らせる」等の
みに目を向けた家庭菜園レベルの栽培について
学ぶことが多いように見受けられる。しかし，筆
者らは，作物の生活史（生物の一生にわたる変化）
を一定程度理解したうえで，根や茎，葉を作る栄
養成長から，種を保存するための生殖成長への転
換等，作物の生育段階を見極めた管理技術を学ん
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でから，収量関連形質をどのように高めていくか
を学ぶことが重要であると考えている２）。したが
って，作物の生活史に対する理解に基づいた栽培
管理の要点に気付き，その意味を知ることは，作
物栽培の基本であり，極めて重要視されるべきこ
とであると考えている。このために，中学生が，
そうした栽培技術の実際をリアルなフィクショ
ンとして体験できるよう，「♪とまと」と称する
タブレット端末で動作する育成ゲームアプリを
構想した。
2.2.「♪とまと」の仕様

図１ トマトの各生育段階で要する積算温度の例

トマトの生育は，各生育ステージの積算温度に

（文献 3） から抜粋）

影響を受ける（図１）3)。
「♪とまと」においては，
実際のトマトの生育ステージごとの日数を参考
にして，播種から発芽までの日数を７日間，その
後，第一果房に結実したトマトの収穫までの日数
を 90 日間としてゲームが終了する設定とした。
そして，ゲームを３～４分間程度で終了して結果
を確認できるようにするため，ゲーム上の１日を
およそ２秒間で経過するように設定した。
ゲーム中は，かん水，施肥，摘芽の３つの操作
を行う。かん水と施肥については，実際の栽培状
況にできるだけ近いイメージをもてるように，そ
れらの操作後，すぐに結果を反映させるのではな
く，一定の時間差をもって徐々に反映させる仕様
にした。摘芽については，ゲーム中にえき芽が２

図２ 「♪とまと」の画面イメージ

回発生し，これをタイミングよく取り除くとゲー
ムスコアであるトマトの収量が高まるようにし
た。
「♪とまと」の画面イメージを図２に示す。
操作については，直感的なタップ操作やドラッ
グ操作でゲームを進められるようにし，ゲームの
ルールを理解しなくても取り掛かれるようにし
た。また，ゲーム上の栽培管理の要点を把握しや
すくするために「？」ボタンをタップすると簡単
な説明文が表示されるようにした（図３）
。
ゲーム終了後のスコア表示画面には，Ｌ，Ｍ，
Ｓの３種類のサイズのトマトのイラストと「ダメ
ージ回数」等の情報によって，結果をわかりやす
く表示するようにした（図４）
。
「ダメージ回数」
とは，ゲーム上で肥料や水の過不足があった回数
のことであり，この回数と摘芽の回数がスコアに

図３ 栽培管理の目安を表示する画面

反映するように設定した。
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図７「施肥」「水やり」ボタンとそれらのグラフ
際に，それぞれのボタンの上部に表示される棒グ
ラフが土中の養分や水分の過不足の状態の目安
となる。グラフの目盛り中央を 50p（ポイント）
とし，±5p の範囲（破線の目盛り）をどちらかに
超えるとグラフが赤色に変わってアラーム音が
鳴り，「ダメージ回数」がカウントされる。この
ため，ゲームのスコアを高めるには，これらのグ
ラフが常に目盛り中央付近（50±5p 以内）になる
ように調整し続け，「ダメージ回数」を少なくす
る必要がある。前述の通り，実際のトマト栽培と
近いイメージをもたせるために，タップ操作が生
育状況にすぐに反映されないよう，各パラメータ
にはタイムラグを設けて変化するように設計さ
れている。したがって，操作のタイミングや回数
によって，土中の養分や水分の過不足の状態の目
安となるグラフの変化は，一定程度遅れて示され
るようになっている。えき芽は，画面上に「えき
芽が出たよ！」という表示とともに，イラストで
表示される（図８）
。

図４ スコア表示画面
2.3.「♪とまと」の操作の実際
ゲームは，画面上部の「種まき」ボタンをタッ
プして開始する（図５）。なお，ゲーム中のこの
ボタンの文字は，播種後の経過日数の表示に変わ
り，その上に配置されているオレンジ色の棒グラ
フとともに，ゲームの進捗状況がわかるように設
計されている（図６）
。

図５ ゲーム開始の「種まき」ボタン

図６ ゲームの進捗状況を示すグラフと日数表示
「♪とまと」では，実際の栽培と同様に，肥料
は発芽後から，水分は播種から，時間の経過にと
もなって消費されていく。このため，これらが不
足しないよう，
「施肥」
「水やり」ボタンを適宜タ

図８ えき芽が発生した状態

ップして手入れを行う必要がある（図７）
。この

（○印は筆者が付加した）
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この時，
「摘芽」ボタン（図９）をタップする

(14%)，
「まあまあある」20 人(46%)，「あまりない」

と，摘芽の操作ができるように画面が切り替わる。 11 人(26%)，「全くない」6 人(14%)であった。
摘芽の操作は，えき芽を指でドラッグして行う。
表１ 事前調査の質問項目

その様子を図 10 に示す。

１技術科では，２年生で作物栽培の学習を予定して
います。あなたは，作物栽培の学習に興味があり
ますか？ あてはまるものを○で囲んでくださ
い。
【とてもある・まあまあある・あまりない・全
くない】
２あなたは，摘芽(てきが)という言葉を知っていま
すか？
【知っている・聞いたことがある・知らない 】

図９ 「摘芽」ボタン

３「知っている」と答えた人は，空らんにあてはま
る記号や言葉を記入して摘芽について説明してく
ださい。
「聞いたことがある」
「知らない」と答え
た人は，想像で答えてください。
摘芽とは写真の（
）の部分を（
）
ことである。これを行うと
になり
ます。

図 10 摘芽の操作を行っている様子
（手のイラストは筆者が付加した）

3. 技術科授業による効果の検証
筆者らは，「♪とまと」活用による授業の教育

図 11 質問紙に載せた写真

効果を検証するために，秋田県内のＨ中学校１年
生（2 学級計 43 人）に対して実験授業を行った。
実施時期は 2017 年 11 月である。なお，対象生徒

２の「摘芽という言葉を知っているか」の問い
に対しては，
「知っている」１人(2%)，
「聞いたこ

の全員が，小学校２～３年生の時にトマトやキュ

とがある」３人(7%)，
「知らない」39 人(91%)であ

ウリ等の作物栽培の経験がある。

った。

3.1. 質問紙法による事前調査と結果

３の「摘芽」について説明する項目については，

授業の実施前に，子どもに対して質問紙法によ

では，10 人(23%)が図中のえき芽を正しく特定し，

る調査を行った（表１）
。

それに対して「摘み取る」
「切断」等のことばを

なお，質問紙には，図 11 に示す写真を載せた。

使って説明できていた。また，その結果として「実

１の「作物栽培の学習に興味があるか」という問

に栄養がいきわたる」「他に栄養を送らなくてす

いに対して，「とてもある」と答えた子どもは６人
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む」等を挙げていた。

ら，発芽の三要素を思い出して積極的に発言する

以上のことから，授業の実施以前に，およそ半

子どもたちの姿が見られ，学習に対して興味をも

数の子どもが作物栽培に興味をもち，
「摘芽」の

ち意欲を高めている様子が窺われた。

方法と意味を理解している子どもは，4 分の 1 以

第二部（③～⑤）では，どの子どもも，すぐに

下に留まっていることがわかった。

「種まき」ボタンに気付いてゲームを始め，
「施

3.2. 実験授業の構成と概要

肥」「水やり」ボタンの操作や「摘芽」の操作を

実験授業のプランを表２に示す。

行いながらゲームを楽しんでいた。
第三部（⑥～⑦）では，
「肥料やりすぎ！」
「摘

表２ 「♪とまと」を活用した授業プラン

芽忘れたらだめだよ」等，ペアで話し合いながら
ハイスコアを目指そうとする様子が見られ，近く

主な学習活動

分

① 本時の確認をする。
作物の栽培技術の一例を知ろう
② トマト栽培やその他の植物の栽培経験
を振り返って，知っていることを発表す
る。

2

③ タブレットの基本的な扱い（電源，ボリ
ュームボタン等）の説明を聞く。
④ ペアで「♪とまと」に取り掛かり，ゲー
ムの操作に慣れる。
⑤ スコアを確認する。

3

⑥ 「♪とまと」の説明を聞いて確認し，ペ
アでＬサイズのトマトを多く収穫でき
るようにゲームを行う。
⑦ スコアを集約して比較する。

12

⑧ 摘芽をする意味と効果をまとめ，発表す
る。
⑨ 学習を振り返り，評価する。

10

慣れて摘芽が速やかに行えた場合と，行わなかっ

3

た（できなかった）場合のゲームのスコアを振り

のペア同士でスコアを競い合っていた（図 12）。
5

8
2

図 12 ゲームを楽しむ子どもの様子
5

第四部（⑧～⑨）で，子どもたちは，ゲームに

返りながら，本葉とえき芽の見分け方を付け加え
て摘芽の方法とその意味を発表し合っていた。

第一部（①～②）は，小学校で行ったトマト栽

3.4. 質問紙法による事後調査の結果

培等について想起し，栽培の概略を確認し合って

授業後に事前調査と同一の，摘芽について説明

から学習課題をつかませる場面である。第二部

する項目を含む事後調査を実施した（表３）
。

（③～⑤）では，アプリの直感的で快適な操作性
を検証するために，タブレットの基本操作のみを

表３ 事後調査の質問項目

説明して「♪とまと」に取り掛からせた。第三部
（⑥～⑦）は，ゲームのスコアを上げるためのポ

１摘芽(てきが)について説明してください。
摘芽とは写真の（
）の部分を（
）
ことである。これを行うと
になり
ます。

イントを確認し，どの子どもにも，適度な施肥と
かん水，摘芽が必要であることに気づかせる場面
とした。

２今回の授業で，作物栽培の学習に興味をもちまし
たか。
【とてももった・まあまあもった・あまりもたな
い・まったくもたない】

第四部（⑧～⑨）は，学習のまとめを設定した。
⑧は，摘芽の目的や効果について説明できるか評
価するものであり，⑨は，子どもが自分の学習状
況を評価するものである。
3.3. 授業における子どもの様子

３トマトを育てるアプリは使いやすかったです
か？

第一部（①～②）では，これまでの栽培経験か
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5. まとめ

【とても使いやすい・まあまあ使いやすい・使い
にくい】

本研究は，中学生に対して，トマト栽培の実習
をさせる以前に，開発したゲーム教材アプリの遊

４アプリについて感想や意見を記入してください。

びを通して，短時間でわかりやすくトマト栽培の
イメージをもたせ，栽培管理上重要である摘芽の

１の摘芽について説明する項目については，摘

目的と方法を自然に学ばせることが可能である

芽の方法とその意味について，40 人が完全な答え

ことを示した。

を記述して説明できていた。

今後，アプリの機能追加と改善を行い，その活

２の栽培学習に対する興味については，
「とて

用授業の構築を進めたい。

ももった」16 人(37%)，
「まあまあもった」23 人
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４のアプリに対する感想や意見は，ほとんどの
子どもが「説明がなくても使えた」
「摘芽の意味

(2017 年 11 月 28 日受理)

がわかった」
「トマトアプリをやって実際にトマ
ト栽培をしたくなった」
「楽しく覚えることがで
きていいと思った」
「水や肥料をやりすぎてはい
けないこともわかった」等，学習効果を感じ取っ
た内容の記述をしていた。アプリの改善を望む記
述としては，
「ボタンとトマトの位置が少し遠い」
「たまにバグる」
「育たなかった時のアドバイス
を出してほしい」という記述があった。
4. 考察
事前・事後調査の結果から，開発教材アプリ「♪
とまと」を活用して，43 人中 40 人の子どもがゲ
ームの遊びの中で，摘芽の目的や方法を理解した
ことがわかった。また，栽培学習に対して興味を
もつ子どもが，ほぼ半数の 26 人から 39 人へと増
加し，子どもの関心を高めたことがわかった。さ
らに，実験授業の子どもの様子からは，ゲームの
ルール説明を全く受けなくても，自ら楽しみなが
ら学習できることがわかった。
以上のことから，「♪とまと」による育成シミ
ュレーション体験は，栽培管理技術としての摘芽
に関する理解を促し，トマト栽培に対する事前の
イメージ形成に一定の効果があったと言える。
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