ざっ草の タネの ふ思ぎ
呉市立警固屋小学校 ２年 川口 あや子
１ けんきゅうしようと 思ったわけ
きょ年の 科学けんきゅうで，にわに さく ３５しゅるいの ざっ草を かんさつした。その時に，６～９月に さく ツユクサがあ同じ場所で １０月に
も さいていたことと，４しゅるいの タネを プランターに うえたけれど，はつがしたのは ２しゅるいだけだったことを ふ思ぎに 思った。この ２つ
の なぞを ひもとくために，今年の 科学けんきゅうでは，『タネ』に ちゅう目して ざっ草を かんさつした。

２ けんきゅうの 計画
ツワブキ，コセンダングサ，メヒシバ，ツユクサ，オニタビラコ，アレチヌスビトハギ，セイタカアワダチソウ，ヒメムカシヨモギ，キュウリグサ，
オランダミミナグサ，カラスノエンドウ，タチイヌノフグリ，オッタチカタバミの１３しゅるいの ざっ草の タネを，じょうけんを かえて そだてて， は
つがや せい長の ようすを かんさつする。また，１年生のとき 学校で そだてた アサガオの タネを，はつがの ようすを 学ぶための さん考に つかう。
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水に ひたした コットンの 上に アサガオの タネを おいて １しゅうかん かんさつし
たが，はつが しなかった。タネの はつがは，気おんに 左右されるのでは ないだろうか。
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４ わかったこと
タネが はつが するには，ちょうどよい おん度，しっかりと 根を はる 場所が ひつような ことが 分かった。また，しょくぶつの タネは，大雨などに そなえ
て バラバラの 時きに はつが できる ように かわを あつく したり，風や 生きものの 体を うまく 利用して なかまを ふやしたり している ことが分かった。

５ かんそう
じっけんや かんさつを つづけるほど，分かる ことも ふえるけれど，ぎゃくに なぞも ふえた。この けんきゅうでは，タネの もつ 力の 強さが 分かっ
た。わたしも，できない ことが あっても，タネの ように なかまと いっしょに のりこえたい。

昨年度の科学研究で見付けた「ふしぎ」を活かして，今年の研究に取り組みました。今年度は，雑草の発芽条件を変えて，継続的に丁寧に種の様子を観察
しています。また，実験の結果から出た疑問をさらに詳しく調べ，野草への理解を深めています。身近な野草への愛情が感じられる素晴らしい作品です。

