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4月に連絡帳で学校と家庭をつなぐ出発点

１．「つくしあるかな？」 入学式翌日の４月８日の連絡

１年生の最初は、実物を話題にする。

実物が子どもの手で教室に運ばれてくるように導く。

実物は、子ども達に経験を語らせてくれる。

そこに子ども同士の共感が生まれる。

そして、経験の違いから「はてな？」が生まれる。

授業の中で何気なく季節の物：「つくし」を

話題にする。

帰りの会の連絡ノートに「つくしあるかな？」

と書かせる。

その後の子どもの動きを捉えて、保護者へ教

師の教材観・授業観・指導観を伝えていく。

ポイント どこにでもあって教室に持って来やすいものを話題にする。

子どもの動きを作って、保護者に伝えていく。

比較するもの つくしとすぎな

視点 土の中で根でつながっている

次につなげる視点 ６月頃 たんぽぽとシロツメクサ

３月頃 冬の植物園での観察（宿根草）
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【コロッケ№２】

８日（水）の連絡帳に「つくしあるかな？」と書きました。

すると、連絡帳に次のように書いてくる子がいました。

つくし、ひかげにあったよ。 4/8（みわ けいたくん）

ひかげって、どういうところかな？ ←◆担任からのコメント

おともだちとつくしをとりましたんぽぽ 4/8（いしはら るかさん）

たのしいなあ。

かわにいったけど、つくしはみつからなかったので、たからがいけにい

ったら、つくしがみつかりました。おさんぽをしてたひとにもみつけても

らいました。すぎなのちかくにつくしがはえているとおしえてくれました。

たいへんでした。 4/8（おおぜき ようこさん）

スギナとちかくなんだね。何でだろうねえ。

ありませんでした。けど畑にお茶のみがありました。バトミントンをが

んばってやりました。自転車にのりました。きょうは、５じはんにおきた

ので、目があきませんでした。

がっこうからかえってくると、あつかったので、パンジーがしおれてい

ました。おみずをあげてしばらくすると、げんきになりました。

うちに、かぶとむしのようちゅうが 62 ひきいます。がっこうに、なん
びきかもっていっていいですか？ 4/8（きたはた けいすけくん）

おみずは、まほうみたいですね。

じてんしゃではたけにいったけど、みつかりませんでした。きんじょの

小林さんにきいてみました。すると、ロケットこうえんにあるかもしれな

いとおしえてくれました。いそいでいってみると、ともだちの上のしょう

へいくんが、ここにあるよとおしえてくれました。土のついたまま、もっ

てきました。 4/8（たいら ゆうけいくん）

ロケットみたいに大きくなるといいですね。
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８日に子どもが書いてきた日記を学級通信№２に、左のように載せた。

最初の日記

この年、最初から５人の子が日記を書いて来たのは、入学式の後の保護者の

方へのお話で、担任の指導を理解してくれたからか、これまでの私の指導法を

保護者の方々が知っていたのか、定かではない。

多くの場合、１年生の子が最初の日から日記を書いてくるとは考えられない。

だからこそ、こうした時は、すぐに学級通信に載せて伝える。

最初の実物

大きな関心が子どもを動かし、「実物・物」を教室に持ち込んできたとき、

できるだけ早く対応することが重要となる。

授業・関心 → 家庭・実物 → 授業

このサイクルが、子どもの日記を生んでいく。

事実をもとに認め、伝えていく

この後、授業にどのように「つくし」が使われたか。

子ども達が教室に持ってきた実物が、授業の中でどのように活用されたのか、

その事実を授業記録の形で保護者に伝えていく。

教室で授業がどのように行われているかを知ることは、

子どもの活躍を認めることになるのは勿論のこと、

ともするとブラックボックス化しがちな「教室」・「授業」をライブの形で伝

えることによって、保護者の安心へと変えていく。

それは、入学当初の 1年生の保護者に、学校全体への信頼を生み、授業への
協力（子どもを連れて実物を採りに行く。話題を広げる。図鑑を子どもに与え

る……）を生むことになる。

子どもの追究心が断たれる一番の原因は、学校の門を出た後に授業と家庭の

話題が繋がらないことにある。

思考の継続なしに柔軟な追究は生まれない。

子どもが持って帰った学級通信を保護者が読み、子どもにその事実を確認す

ることで、授業と家庭での話題が繋がる。保護者のことばを受け、子どもの意

欲も高まる。結果として、「一緒に行ってみようか（やってみようか）」と親子

での追究が生まれる。そこに個性的でユニークな追究が生まれる。学ぶことの

楽しさが生まれる。
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【コロッケ№２・３】

９日（木）朝、

「つくしを持ってきました！」

「近くにあったよ。」

「これ！」

教室につくしを手にした子がやってきました。昨日の連絡帳に書いた「つく

し」の本物がやってきました。

５時間目の生活科の授業で、実物をもとにお話と質問をしました。つくしを

持ってきてくれた子が前に出て、つくしを電子情報ボードに映して行いました。

４月９日（木）５時間目 生活科授業記録

つくしとスギナ

『持ってきてくれた人、少しお話ししてもらおうかと思う

んだけど。つくしってこういうふうになっているんだね。

上から入れたのかな。中に土が入っているんだね。これ

は大きくなるかな？』

ゆうけい「近所の公園で見つけました。」

あらた「どうやってペットボトルに入れたんですか。」

ゆうけい「ペットボトルの上を切って、中にゆっくりいれ

ました。」

しょうひ「どこでとったんですか。」

ゆうけい「公園のつくしがたくさんのびている場所でとり

ました。」

れいな「どこの公園でとりましたか？」

ゆうけい「近くのロケット公園でとりました。」

いわさ「どうやって、つくしと土ごととったんですか。」

『つくしだけ、ぴょんととったら、土はとれないものね。』

ゆうけい「スコップで。」

『ゆうけいくんありがとう』（拍手）

『けいたくんは、紙にぬらして入れてきました。どうして、ぬらしてきたのか

な？』

けいた「かれたらだめだから。」

『水につけているとかれないの？ 先生は、なんでかなと思って、つくしがお

しっこしたのかなって。』
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【コロッケ№２・３】

（へへへへへ）

『ぬらしておいた方がいいのね。……あれ？ 何で

つくしと別の物も持ってきたの？ これは何？』

けいた「スギナ」

『これは、スギナ。つくしは、これ。何で一緒に持

ってきたのかな？ 聞いてみたいことはあります

か？』

あやね「どこでつくしをとってきたんですか？」

けいた「近くの公園の前。」

れいか「何でつくしとスギナを一緒にとってきたん

ですか？」

けいた「？」

『何かひみつがありそうだな。』

しもたに「どこの公園でとれましたか。」

けいた「マンションの近く。」

『必ず公園にあるのかな？』

（道にもあんでえ。）

あおい「どうして、つくしをいっぱい持

ってきたんですか？」

けいた「もう、ちょっと、なくなってきていたから。」

『あまりなかったの？ そろそろなくなるころなのか。』

いわさ「どうやって、つくしだけとったんですか？」

『つくしだけいっぱいあったの？ どこかにつくしだけちょこっとあったの？』

けいた「どこかにつくしだけあった。」

『つくしがいっぱい、ぱーっとあったのではなかったの？』

けいた「３月ぐらいだといっぱいある。」

『じゃあ、だんだんつくしは減ってきているのですね。』

けいた「うん。」

『なぜか、スギナと一緒に連れてきました。ありがとう、拍手～』（パチパチ）

『次は、ゆりこさん。ゆりこさんも、なぜか一緒に（スギナを）連れてきまし

た。』

ゆりこ「つくしがちょっとしかなかったから、かわりに違う葉っぱも入れてき

た。」

『ああ、これ何だろう。さっきのと似ているなあ、これ。』
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【コロッケ№２・３】

（一緒や）

（スギナ）

『けいたくん、これ何？』

けいた「スギナ。」

『ゆりこさん、これ、緑の知らない？』

ゆりこ「知らない！」

『あらららら、けいたくん、来て。これ、スギナかどうか見て。』

けいた「スギナ。ここで分かる。」

『スギナだそうです。』

ようこ「つくしをどこでとりましたか。」

ゆりこ「家の前の駐車場の所につくしがはえていたから、とりました。」

ひな「つくしは、どこで拾ったんですか。」

ゆりこ「家の前の駐車場で、お父さんがダンプをおいているところにはえてい

たから、そこでとってきました。」

しょうひ「何を使ってとったんですか？」

ゆりこ「もう少しつくしがつながっていて、

長すぎたから、だから、ちょっとだけ折

ってもってきた。」

『一番長いのは、こんなにあるよ。』

ゆりこ「もうちょっとだけ、長かった。」

『長い～ （なが～） 先生の顔よりも長

いんじゃないか？』

（ハハハハ）

（同じくらい）

『つくしってこんなに長いんだあ。こうなって、ぴょんってなっているのかな。

こうなってお昼寝しているのかな？』（ハハハ）

ゆりこ「何か、かれてきていたから。」

『何で必ずこれを連れてくるんだろう、一緒に。』 （ハハハハ）

あらた「どうやって、２つをとったんですか？」

ゆりこ「つくしは、つくしでとって。草は草でとりました。」

『草か、そうかあ。ありがとう、拍手～』 （パチパチパチ）

『さくらさん、これすごいね。何と、こうなっています。』

（実物投影機で回しながら映しました。）
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【コロッケ№２・３】

さくら「お母さんの会社の近くのガレージで、つくしがいっぱいあったけど、

かれちゃったから１本しかない。」

こうへい「このつくしは、何で曲がっているのですか？」

『考え事でもしているのかもしれませんね。』

しおたに「どこでとったんですか。」

さくら「お母さんのガレージの近くにありました。」

れいか「どうやってとったんですか？」

さくら「指をつっこんでとりました。」

『土ごと持ってきてくれたんだね。』

いわさ「どうして、これだけとったんですか。」

さくら「いっぱいとると、かわいそうだから。」

『いっぱいとるとかわいそうだから！ これ教室におい

ていていいかな。』

そんりん「何でとりましたか？」

『指でとったそうです。ありがとう、拍手！』（パチパチ～）

『これは、ほらたくさん。どこでこんなに。』

(うわあ～) （すごい）

『全部出すと大変だから、このぐらいにします。』

（うわあ）

るか「お家の近くにある畑でとった。」

ようこ「何でそんなにいっぱいとったのですか？」

るか「畑の人がつくったと思う。」

はるな「何でとったんですか？」

るか「手でとった。」

あかり「何でそんなにいっぱいとったんですか？」

るか「いっぱいあったから。」

ゆりこ「何で全部短いのですか？」

『そうか、そうか。何で？ 短いのかな、全部。』

るか「長すぎて、いっぱい入らなかったから。」

『本当はもっと長かったの。けいたくんのが一番長いな

あ。けいたくん、先生ぐらいのつくしはあった？』

けいた「このくらいのはあった。」

かずき「どこでとったんですか？」

るか「お家の前の畑。」
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【コロッケ№２・３】

『ありがとう、拍手。』

『ようこさん、何でまたこれを一緒に連れてきたの？

何で、これとこれがセットなんだろうなあ？

（ハハハハ） これは、何ですか？』

ようこ「スギナ。」

『こっちは？』

ようこ「つくし。」

（また、スギナの登場や！）

ようこ「どこでとったか、わからん。」

『誰が見つけたの？』

ようこ「お散歩中の人がな、最初見つけてくれはった。」

『お散歩していた人からもらったのね。』

ようこ「ちがう。もらったん、ちゃう。最初見つけてくれはっただけ。」

せりあ「何でとったのですか？」

ようこ「手でふつうに、まんなかあたりから、ぽきってとった。」

るか「何で、スギナごととったんですか？」

ようこ「………わからない。」

あやね「どうやって、スギナをとったんですか？」

ようこ「手でまんなかあたりから、ぽきってとった。」

『スギナって、大きいのかな？』

ようこ「歩いている人から、スギナの近くにつくしがはえているって。」

『あれ？ この近くにこれがはえているの？ さっきから考えたら、けいたく

んも一緒にとってきたよね。そして、ゆりこさんも一緒にとってきたよね。

何でなんだろう？ これ、お友だちなんだろうか？』

（何か関係がある。）

（親子）

『何か考えられる人？ ここからは、名探偵コナンくんみたいに秘密を考えら

れる人？』

ゆうけい「同じ場所でとったの。」

『同じ場所ね、何で仲良く並んでいるんだろう。』 （ハハハ）

あやね「根っこがつながっているから。」

『これとこれが、根っこでつながっている？』

ようこ「１本だけ、これ立ってたときにな、これが、まあるくこれを囲んでい

た、このつくし。」
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【コロッケ№２・３】

『つくしのまわりにスギナが囲っていたの？ だから、今、名探偵あやねは、

根っこがつながっていると言ったのですね。これは、コナンくんだな。これ

とこれは、つながっているのかもしれない。』

けいた「スギナは、つくしの親。」

『これは、親子！』

（子どもと思うけど、スギナ。）

『じゃあ、つくしが大きくなったらスギナになる。すばらしい考えだ。根っこ

がつながっているというあやね探偵の話、あと、けいた探偵は親子だと言っ

ている。』

こうへい「けいた探偵の逆。スギナが子どもで、つくしが親。」

（そうや）

りょうた（つくしがおじいちゃんなんや）

『りょうた探偵は、つくしがおじいさん！』

ハハハハ

あらた「つくしは、もうちょっとで枯れるから、そのかわりにスギナが出る。」

『さっき、つくしとスギナを持ってきた人は、どっちが多かった？』

（こっち）

『さっき３月のころはつくしが多かったけど、段々減ってきたよと言ったのは

誰だっけ？』

（けいたくん）

『けいたくんね。今はこっち（スギナ）がいっぱいあった？ じゃあ、これ（つ

くし）がこれ（スギナ）になるんじゃないの？』

（合体するんちゃう？）

『合体か。これとこれ、色が違うよ。』

るか「さっき、持つところが緑だったから、スギナからつくしになると思う。」

いわさ「つくしとスギナは、親戚だと思う。」

『親子の次は親戚があったな。先生は、お友だちなのじゃないかなと思います。

じゃあ、ここまでにします。ようこさんに拍手。』（パチパチパチ）

入学式の翌々日、しかも、５時間目に 35分間も話をすることのすばらしさ。
正直驚きました。すごい子どもたちだと思います。

この後の帰りの会で、前日書いてきた子の文を読みました。

この授業を受けて、この日の日記は コロッケ№４
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【コロッケ№４】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№４ ４月１６日（木）

土の中

９日（木）の連絡は「つくしとすぎなはおやこかな し・しのうら」

すぎな のはらやどてにはえるシダ。はる、ちかけいからつくしがでて

きて、かれたあとにほそいはがでてくる。

つくし はるさき、どてなどにはえるほうしをつけたスギナのくき。ふ

でのようなかたちをしている。つくしんぼ。

ほうし ほうししょくぶつにできている、こなのようなさいぼう。これ

によって、そのしょくぶつがふえる。 4/9（いのうえ あおいくん）

つくしがでてきてかれたあとにでてくるほそいはって、なんだろう？

つくしとすぎなは、おやこです。 4/9（いしはら るかさん）

どっちがおやかな？

のはらや、どてなどにはえるくさ。はるのはじめ、ちかに

のびたくきからつくしがはえる。わたしのそうぞうず

4/9（みやざき ゆりこさん）

じぶんでそうぞうできるなんて、すごいすごい！

つくしとすぎなのくきは、土の中でつながっています。つくしがかれる

と、すぎながおおきくなります。 4/9（うめだ ひなさん）

おおきくなったすぎなは、なにになるのかな？ すぎのきかな？

ナズナは、三かくけいで、うすいみのかたちが、しゃみせんの音がでる

から、ぺんぺんぐさというなまえでもよばれています。

つくしは、２月には、あたまがみつかります。4/9（なわてれいかさん）
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【コロッケ№４】

なずなをしらべたのですね。おもしろいですね。

ずかんには、おやことはかいてませんでしたが、

じしょでは、

つくし はるさきに、ちかにのびた「すぎな」の

くきからでるふでのようなかたちをしたもの。

すぎな のはらやどてなどにはえるくさ。はるの

はじめ、ちかにのびたくきから、つくしがでる。

だから、つくしとすぎなは、おやこです。おやは、

すぎな、子はつくし。

4/9（きたはた けいすけくん）

そうですか。すぎなのくきからでるつくしは、こどもですか。

おやこです。 4/9（うら はなさん）

ひとことでまとめていて、すばらしい！

つくしとすぎなは、じめんのなかでつながっています。つくしは、すぎ

なのたまごです。 4/9（まるやま りょうたくん）

かわいいたまごですね。

つくしは、おおきくそだつと、あたまからこなをだします。このこなを

ほうしといいます。ほうしから、すぎながめばえます。そして、おおきく

なると、つくしがはえてきます。

くさばなのほんに、そうかいていました。つくしからでてくるほうしと

いうのは、たねです。つくしとすぎなは、おやこだとおもいます。つくし

がおやで、すぎながこどもだとおもいます。つくしは、おかあさんだとお

もいます。おとうさんは、いないとおもいます。

4/9（おおぜき ようこさん）

ほうしとたね、すごいことにきづきましたね。
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【コロッケ№４】

つくしとスギナのお話は、またいつか登場することになります。

調べてくることができるのは、すばらしい。

自分の考え、予想を書くことができるのは、すばらしい。

何よりも、

学校で話題になっていることを、お家に帰ってからも考え続けることができ

ること、それがすばらしいことです。

「つくしあるかな？」

が、実物を教室に呼び込み、

実物を手にしながらの話し合いで、子どもたちの経験を呼び起こし疑問が焦

点化され、

また、新しい活動が生まれる。

最初の一週間でこんなことができるとは思いませんでした。

ところで、

つくしとスギナが親子だとすると、どちらが親だと思われますか？

胞子を出すということに関しては、つくしが親、

しかし、

そのつくしは、スギナから出ています。

不思議なものです。

10日（金）の帰りの会で、れいなさんに、持って
きた資料を読んで説明してもらいました。

「スギナの一生」という説明の中にある絵が、みご

とにつくしとスギナの姿を表しています。

プロジェクターに映した絵を見ながら、れいなさ

んの説明を聞いて、

「そうか！」

「そうなの。」

植物の不思議な姿を知ることができました。
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【コロッケ№４】

連絡帳から

一ヶ月ほど前、「お母さん、庭で春をみつけたよ！」と嬉しそうに「つ

くし」を摘んできました。その折り、「つくし」は漢字で「土筆」と書く

ことを調べました。

又、昨日は、ご近所の方々に自ら質問したり、農薬で茶色に変色したり、

数が減っていることが見聞でき、充実した様子でした。 4/9

すてきなお話ですね。

誰でも知っている「春」。何度も言葉に出していながら、聞いていながら、

誰もそのものの姿を見たことはありません。見えない春をイメージするための

ものは、いろんなところにあるのに………。

「春」という抽象的な言葉を説明する身の回りの「物」、

そして、その姿の変化、

その狭間で、言葉に対する実感が育っていくのだと思います。

経験が言葉の意味を深めていくこと、すばらしい学習だと思います。

毎日、学校生活が楽しい様子で、「友だちが３人できた。」「～なことを

した！」と嬉しそうに話してくれます。とてもテンションが高く、今のと

ころ疲れも無く、元気にやっております。ありがとうございます。4/9

入学式が火曜日で、週末の金曜日は、その日から数えて３日目。

ほとんどが新しい友達の中、

また、戸惑うばかりの通学路、そして、「学校」というこれまでにない世界。

ハイテンションでなければ心身共に支えられないような状態だと思います。

何気ない毎日を迎えられるまでの間は、目に見えない疲れがたまっているこ

とと思います。

かく言う大人の私も、疲れはかなりたまりました。

＊

朝一番に教室に入り、子どもたちの登校を待つ毎朝の中、

「おはようございます。」

の声を聞くだけで、誰の挨拶か、そして、その子が今朝はどういう様子なのか

が分かるようになるまでには、まだまだ多くの日々を一緒に過ごさなければい

けません。2009年４月、すてきな子どもたちとの出会いに感謝いたします。
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この９日（木）の帰りの会での連絡は、

「つくしとすぎなはおやこかな し・しのうら」とした。

※ し・しのうら＝宿題はひらがなプリント「し」の裏面

4月に連絡帳で学校と家庭をつなぐ出発点である。
学びの起点が自分たちの持ってきた物、それをもとに質問・意見を交わし、

新しい問いが生まれる。

このサイクルを、じっくり育てていく。

新しい問いは、最初は、子どもの言葉を拾って教師が位置づけても、教師か

ら提案してもどちらでも良い。焦ることはない。楽しくやっていれば、やがて、

子ども達から生まれてくるようになるのであるから。

最初は、このサイクルに慣れることを目標に、じっくり育てていく。

日記帳に何か書いてくることは強制しない。何しろ、まだひらがなの学習に

入ったばかりである。

書いてくれば、認められる。

「すごいね。」と言ってもらえる。

一年生の４月は、それで十分。

勿論、長さや内容など問わない。

書いてきた子の文を学級通信に載せ、帰りの会などで読み聞かせをして、そ

の良いところを認めていくうちに、書いてくる子が少しずつ増えていく。

保護者の方へは、学級懇談会の他にも学級通信で担任の授業の方針を伝えて

いく。

特に、授業記録で具体的に伝えていくのが効果的である。

そうすることによって、子どもに端的に答えを教えてしまうのではなく、関

連する物を一緒に探して、一緒に考えてくれる保護者が多くなってくる。

速く、たくさん

ではなく、

「はてな？」を大切に、じっくり、

答えではなく、その答えを導き出す過程を楽しんでくれるようになる。


