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見える物を全体像（ことば）でまとめる

２．春の植物園 4月10日

勤務校（立命館小学校）の近くには、府立植物園がある。植物観察には最高

の施設である。生活科の時間に年９回程観察に行った。桜の季節の春は、植物

園で撮った写真を教室いっぱいに掲示した。

ポイント 季節感のある実物の中に浸らせ、撮った写真を教室中に掲示

し、感動を共有させる。

比較するもの 春の植物

視点 観察の楽しさを実感させる

次につなげる視点 見てきた物・ことを思い出して発表する

季節による植物の様子の違い
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【コロッケ№５～６】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№５～６ ４月２１日（火）

植物園

４月 10日（金）植物園から帰ってきて、少し休んでから給食までの時間、
20 分間の記録です。入学式から数えて３日目とは思えない授業です。

①植物園で見てきたものを思いだして下さい。

『何があったかな？ この列どうぞ！』

れい「サクラの絵を描いた。」

『サクラがあったね。』

りょうた「カエデの絵を描いた。」

『カエデがあったね。』

かずき「イチョウの木。」

『イチョウがあった。教室のイチョウはどれだか分かる？』

（あれ！）

『これ、そして、これがイチョウの赤ちゃん。これは、みんなが一年生になる

前に植物園に行ってもらってきて、冬の間ずーっと教室にいて、いつのまに

か葉っぱが出てきたイチョウの枝です。オスの枝とメスの枝。』

※教室には、イチョウのタネから発芽したもの、冬の間に冬芽を観察した枝（オ

スの枝とメスの枝）、そして、鉢植えのイチョウの木の３種類があります。

けいた「切り株があった。中にドングリがいっぱい入ってた。」

『次は、この列。』
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【コロッケ№５～６】

るか「どんぐり」

ひな「チューリップ」

『そうだ、チューリップがあったよ。』

はな「チューリップ」

ようこ「カエデ」

『ほかに見つけてきた人？』

あやね「しだれざくら」

『しだれざくら、さくらの仲間だね。』

（先生、すべりだいとか言っていい？）

『いいよ』

ちう「どんぐり」

こうへい「トウカエデ」

『トウカエデという名前を知っているの？ （うん）』

そんりん「すべりだい」

りゅうと「かざり」

いわさ「トウカエデ」

『カエデの仲間だね。』

れいか「木」

『何か分からないけど、木がいっぱいあったね。』

しもたに「ハチ」

はづき「マツボックリ」

ゆりこ「テントウムシ」

せりあ「アリ」

りょうた「ちょうちん」

れいな「鳥」

しょうひ「車」

さくら「自転車」

あやね「バイク」

せりあ「チョウ」

はるな「鳥」

るか「エノキ」

はづき「たんぽぽ」

りゅうと「トイレ」

あおい「犬」

いわさ「アスレチック」
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【コロッケ№５～６】

あらた「川」

（賀茂川やでえ）

そんりん「くり」

②今は、お花とか物を言いました。次は、色を言ってください。植物園に

はどんな色があったでしょうか？

けいすけ「黄色」

『黄色はどれだろう？』

（たんぽぽ）

ひな「赤」

『赤は何かな？』

（チューリップ）

けいた「緑」

『緑は何かなあ？』

（カエデ）（木）

あかり「ピンク」

『ピンクは何かなあ？』

（サクラ）

ゆき「オレンジ」

（お花の色だ）

『そうだねえ。』

りゅうと「茶色」

『茶色は何だろう？』

（木や）

はづき「白」

（ハクモクレンとか）

はるな「水色」

いわさ「黄緑」

『緑の仲間だね、黄緑』

れいか「黒」

（黒は何やろう？）

（テントウムシ）

（黒とオレンジやったでえ、テントウムシ）

はな「うすピンク」
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【コロッケ№５～６】

『黒で書いたのは、みんなの目で見た物です。青で書いたのは、それを色で分

けるとこういうふうになります。今日行った植物園は、一年の間ずーっとあ

のままではありません。どれかが変わっていきます。変わっていくというの

は、みんなも一年生になって学校に入ってきて、２年生にかわっていきます

ね。でも、名前はかわりませんね。カエデもカエデで、名前は変わらないん

だけど、ずーっとカエデなんだけど、形や何かが変わっていきます。サクラ

はサクラでずーっとサクラなんだけど、何かが変わっていきます。２年生に

なるまでの間、何度も植物園に行こうと思っています。そのうちに一回目が

今日でした。この次は、夏、暑くなる前に行こうかなと思っています。』

③では、１回だけ手を挙げてください。今日見た植物園の中で、どの色が

一番自分の中に残っていたかなあ。一回だけ手を挙げてください。

黒（０名）、黄色（１名）、赤（２名）、緑か黄緑（１名）、

うすピンクかピンク（１７名）、オレンジ（３名）、茶色（３名）、白（２名）、

水色（４名） ＜合計が１名多くなっているのはご愛敬＞

『黄色と言った人は、この黒で書いたもの、どれを思って黄色って言ったんだ

ろう？』 ◆色と実物を線でつなげていきました。

（チューリップ）（たんぽぽ）

『赤は？』

（チューリップ）

『緑は？』

（カエデ）

『うすピンクと言った人はこんなに（17 名）いるんだけど、せーので言って
みて。せーの。』

（サクラ～）

『みんなの声があったよ。オレンジと言った人は？』

（トウカエデ）

『茶色は？』

（木）（くり）

『くりは、どんぐりのことかな？ 白は？』

（お花とか植えてある通りにあるやつ）

『水色は？』

（お花）（空）（川）
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【コロッケ№５～６】

『れいかさんの「空」いいなあ。空は、今日は水色だったなあ。みんなが選ん

だ色は、それぞれでいいんだけど、１年Ｒ組で一番多かったのは、うすピン

クで、サクラのことでした。みんなもサクラを見てきれいだと思ったでしょ

う。先生もとってもきれいだと思いました。あのサクラの花がず～っと咲い

ているといいなあと思いました。でも、あのサクラの花は、ず～っと咲いて

いるのでしょうか？』

（春の間だけ）

『赤いチューリップ、きれいだったねえ。あれもず～っと咲いているのかな？』

（春）（枯れる）

④これを全部まとめて１つの言葉で言うと、何になるかな？ 今日の植物

園は、色でまとめるとうすピンクだけど、言葉でまとめると？

（………）

『それは、目では見えません。』

（ええ？）

『物を色で見てきました。全部まとめた言葉は、目では見えないものを言って

います。誰も見たことはありません。でも、みんなが知っています。みんな

が声に出して言います。でも、それって何？て言われたら何だか分かりませ

ん。』

こうへい「風」

『風も見えないね。風で飛んでいる葉っぱは見たことがあっても、風を見たこ

とはないでしょう。』

れいか「自然」

『自然もそうだね。』

しょうひ「空気」

『空気も見えないね。今日の植物園をまとめると、何だろうなあ？』

りゅうと「カラフル」

『カラフルだね。』

れいな「命」

『命のあるものもあるねえ。……これをまとめると、○○のしょくぶつえん、

ってなるよ。』

【○○のしょくぶつえん】と書きました。

あらた「はなのしょくぶつえん」

『それもいい言葉だなあ。花もいいねえ。』
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【コロッケ№５～６】

れいな「きょうの」

『今日のしょくぶつえん、それもいいなあ。ここで終わりにしましょうか？』

（うううん）

『見たことはあるけど、何がそれか分からない。人によって違います。さっき

の色と同じです。必ずやってきます。』

せりあ「はる」

『大きな声でどうぞ！』

せりあ「はるのしょくぶつえん」

『みんな、春って見たことがありますか？ 会ったことありますか？ 今のサ

クラは春です。今のイチョウは春です。全部春の物です。春という言葉はよ

く使うんだけど、どれが春かというと、どれか分かりません。』

この後、春の食べ物、春のふとん、春の服、春のおふろ、春のズボン、春の

くつ、春のシャツについてお話ししました。

『次に植物園に行くのは夏です。その次、何だか分かりますか？』

（秋）

『秋の植物園。最後は？』

（冬）

『冬って言うけど、冬って何って言われ

たら、冬は……』

（こたつ）

『おでん』

（雪）（ラーメン）

＊

①植物園で見てきた物

②色でのイメージ化 そして、③焦点化

④ことばによるまとめ

具体物 から やや抽象的な色の世界へ

そして、目には見えない言葉が作った世界へ

実感を伴う理解とは、難しいものです。

ですが、こうした「言葉の広がり」「意味の深さ」を学ぶ時間は貴重だと考

えます。
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【コロッケ№５～６】

「春」というよく耳にする言葉でさえ、これだという具体的な物で示せない

抽象的な人間が作った言葉です。その言葉を使って、私達は互いに理解し合い

ます。考えたら不思議なことです。そして、言葉とはすごいものだと思います。

国語辞典や図鑑などを通して言葉の意味を知ることは大切なことです。

ですが、この時期、実物に接して「物」と「言葉」のつながりを五感を通し

て感じることも、同じくらい大切なことだと思います。

植物園までの途中の川原で、立ち止まって目を閉じて「音」を聞きました。

「川の音」「水」「滝の音」……同じ音を聞いても当然異なった言葉で表します。

帰りの並木道でも、目を閉じて「音」を聞きました。

鳥の鳴き声が聞こえました。「どこにいるの？」「あそこ！」みんなで木の上

を見上げて、鳴いている鳥探しをしました。

カエデ

イチョウサクラ
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観察を終えてからの意見交流

植物園で観察してきたことを教室に戻って来て思い出して発表する。

時間をおいて「物」を「ことば」に置き換えることは、１年生にしては、結

構難しいことになる。

さらに、それを、「色」という視点で捉え直し、分類し、

そして、すべての物を１つのことばでまとめていく。

こうした体験をことばに置き換えて振り返る学び方は、授業でなければ行え

ない。教師が意図的に設定していかなければ生まれない。

観察後に、学習のメタ認知とも言える活動の振り返りを行うことによって、

みんなで発表し合いながら学んでいくことを教える。学び方の学習である。

個々の気づきをカードに書いて終えることも大切だが、

意見の交流を通して、自分の気づきを伝え、友達の気づきを知り、

ガヤガヤ言い合いながら、いろんなことが見えてくる、分かってくる、

意見を言い合うことで理解が深まるという実感を与える。

つまり、話し合うことの意義に気付かせていくということである。

話し合いによる「学級知」の創造

「春は、ピンク。」

学級から生まれた言葉が、共有化されていく。

学級文化と呼べばいいのか、学級知であろうか。

どちらにしても、意識された個々の知を認めながら、みんなで編集し、みん

なで１つのものを創造していくこと。

その実感は、経験を通して着実に学級文化となって身に付いていく。

教師と子どもの単発の問いによる授業では、学級全体で共有できるような「は

てな？」は生まれない。結局の所、全て教師が準備しなければならなくなる。

教科のつながり：学習の転移

こうした視点で授業を行っていくと、１年生の後半になると他教科にも転移

していく。国語の物語文の読解など、『ここで気付いたことはありませんか』

という教師の曖昧な発問を受け、子ども達はいろんな視点から登場人物の読み

取りを行っていく。

意見の交流を行うことは、理解を深めることになる。

その意識化は、普段の授業の中で教師が意図的に設定する中で育っていくも

のである。
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年間通しての観察

植物園での年間通しての観察は、サクラ・イチョウ・カエデは必ず行い、後

は季節の目立った植物の観察を行った。

春のサクラの花、イチョウの芽、チューリップの花、

初夏の紫陽花、夏のヒョウタンなどの実、そして青々とした木々の葉、

秋のカエデ・フウの紅葉、イチョウの黄葉、コスモスの花

冬の宿根草・冬芽・ロゼット。

最初はぐちゃぐちゃなスケッチもやがてそれらしくなってくる。

やがて、

植物園での観察では、その季節だけでなく、四季の変化で考えさせる。

春を見て、夏を思う。

夏を見て、春と比較し、秋を思う。

秋を見て、春・夏と比較し、冬を思う。

冬を見て、春・夏・秋と比較し、そして、一年の季節を思う。

「今見える物」を見ながら、「今見えない物」を思う。

虫などの学習でも、セミが鳴いている時と、セミが鳴かなくなった時、その

２つから２つの意味を感じ取らせていく。


