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学びは教科を越えて

１８．ツバキ（椿） 1月8日

ツバキの花とサザンカの花。

にているけども、

つばきとさざんか、うめとももとさくらは、にたすがたをしています。

つばき 冬から春のはじめにかけてさきます。つぼみをおおうぶぶん

は、つるつるしている。あかのほかに白やピンクの花がさきます。ちると

きは、花がまるごとぽったりとおちます。

さざんか 秋のおわりから冬にかけてさきます。つぼみは、こまかい

けにおおわれている。白のほかに、あかやピンクの花がさきます。ちると

きは、花びらは１まい１まいばらばらにちります。みためはにてるけど、

こまかいところはちがうんだなと思いました。 1/12（梅田ひなさん）

花のちりかたがちがうのですね。

ツバキを椿と書くことから、どういうふうにつなげて広げていくことができ

るか。

ポイント 生活科から漢字の学習へ。

学びは、教科の縛りから解放され、どんどん広がっていく。

比較するもの ツバキ・サザンカ 椿・榎・楸・柊

視点

次につなげる視点 １月下旬 冬の植物園の観察

２月 柊（節分）
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【コロッケ№２２７】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２２７ １月２９日（金）

１月８日（金）５校時）

ツバキ（椿）

『これからさくのかな？ さきおわったのか

な？』

ゆうけい「さきおわっている。」

（ツバキって、冬にさくの。）

（うわあああ）

ツバキの花を実物投影機で拡大して映しました。

ゆうけい「昨日の夜にお母さんが、にわにツバキの花がさいているよって言っ

てくれて、朝、お母さんがとってくれて、漢字のことも考えてみたら、漢字

は……」

※ ゆうけいくんは、ホワイトボードに「椿」と書きました。

ゆうけい「木へんに春と書いてツバキと読む。」

『これでツバキ』

（木に春）

（春にさく？）

しょうひ「ツバキ、あたたかい地方に多く生える木の一つ。一年中つやのある

かたいみどりの葉をつけており、春先に赤や白の花がさく。タネからツバキ

あぶらをとる。」

ななこ「ツバキ、じょうりょくの高木。冬から春にかけて赤や白の花がさき、

タネからあぶらをとる。」

れいか「ツバキ、あたたかい地方に多く生える木の一つ。一年中つやのあるか

たいみどりの葉をつけており、春先に赤や白の花がさく。タネからツバキあ

ぶらをとる。」

はな「ツバキ、あたたかい地方に多く生える木の一つ。一年中つやのあるかた

いみどりの葉をつけており、春先に赤や白の花がさく。タネからツバキあぶ

らをとる。」

『これをおぼえているかな？ ゆうけいくんがもってきてくれた……かたい、

かたい、ツバキのたねだね。』

※ 教室にゆうけいくんが前にもってきてくれたツバキのタネをとっていまし

た。ふしぎな形のタネです。

りょうた「ツバキ、木の名。つやのある、かたい葉をもち、春に赤や白などの
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【コロッケ№２２７】

花がさく。実からあぶらをとる。」

『実から？ タネから？』

（実からって書いてある。）

（タネからって書いてある。）

（実とタネ、同じものだと思っているのかな？）

※ この視点は、辞書をうのみにしない、学習したことをもとに考えられるよ

うになっています。

タネが入っていた「から」を映しました。

『これ、おぼえているかな？』

あらた（これ、はじけるタイプ。）

※ タネの遠くへ行く５つの方法のうちの１つ、【はじけて飛ぶ】のことを言

っています。すごいです。

『ゆうけいくん、質問？ お話をする？』

ゆうけい「ああ、ちょっと……朝、間に黄色い

ものがあるから見てみたら、花粉みたいなや

つでした。」

『それは、なんだろう？』

（おしべ）

（おしべ）

あらた（おすの花とめすの花にわかれているのかな？）

『どっちだろう、これは？ お花とめ花だったら、め花は、どこかにあるかな？

両生花だろうか、単性花だろうか？』

（単性花）

（両生花）

『単性花というのは、１つの花におしべかめしべ、どちらかがついているんだ

ったね。』

（両生花）

（…………）

『どっちだろうね。』

『今、花がさいて、この後タネができるんだよね。』

ゆうけい「うん。」

『タネができるのは 10月ごろ？』
ゆうけい「春の間さいていて、夏は………。」
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りゅうと「この花は、花ごとおちる。」

『アサガオだって、花びらがおちてきたよ。』

りゅうと「花ごとおちる。」

『何で？ でも、実はできるんだよね。何でだろう？』

『冬にさく花だよね。ほかにもあるのかな？』

（ウメ）

『ウメがさくかあ。』

るか（ヒイラギ）

りょうた「この白いのは何ですか？」

ゆうけい 「花粉だと思う。たぶんおしべだと思う。」

ゆりこ「ツバキの花びらは、だいたい何枚くらいついているんですか？」

ゆうけい「６枚か７枚。」

いわさ「そのツバキは、ゆうけいくんが見つけたか、ほかの人が見つけてゆう

けいくんを呼んだか、どっちですか？」

ゆうけい「お母さんが教えてくれたの。」

『これ、いっぱいさいているの？』

ゆうけい「いっぱいではない。」

『このぐらいの木？』

ゆうけい「もっと高い。」

（ゆうけいくんより高い。）

あらた「この葉っぱは、本当にかたいですか？」

ゆうけい「はい。」

『ゆうけいくん、おかしくないか？ 今さいたら、チョウチョがこないだろう。』

（たしかに！）

『これ、だれが花粉をはこんでくれるの？』

（虫） （虫とかが……）

『虫、いる？』

（今は、いない！）

『あっハチかあ。』

（ハチもいない！） （はじけて）

『あっテントウムシだ。』

（テントウムシは、春！）

ゆうけい「これが春まであって、春から虫たちがよってくる。」
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【コロッケ№２２７】

『ずうっとさきっぱなしなの？』

（風）

『花粉は、どうするんだろう？』

あおい「そのツバキのタネは、かたいか、少しやわらかいか、どっちですか？」

※ あおいくんにタネをわたしました。

あおい「かたい！」

るか「ツバキの色は、その色だけなんですか？」

ゆうけい「さっき言っていたけど、白もある。」

しょうひ「これは、もっと大きくなったらこれになりますか？」

『これは何なの？』

ゆうけい「それはつぼみで、大きくなる。だから、もう少しでさく。」

『そんなに大きくなるの？』

ゆうけい「これがひらいて大きくなる。」

はな「何であながあいているんですか。」

ゆうけい「これは、花がさく前に出てくるから、冬眠する前に虫たちが食べた

かも知れません。」

『木の春だそうです。木の冬と書いて？』

（…………）

『木の夏と書いて？』

（ない）

『ない。木の秋と書いて？』

（…………）

『木の春だけかあ。』

（木の夏あると思う。）

（冬あるかもしれない。）

（木の夏ってひまわり？）

アボカドのタネの発芽

を映して見ました。

これも、タネなのですね。

あらたくんがヤシの実の変化を発表してくれ

ました。

これからどうなっていくのかな？
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【コロッケ№２２８】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２２８ １月２９日（金）

漢字発見①

椿・榎・楸・柊

「椿」は、ツバキと読みます。しらべてみたら、「柊」は、ヒイラギと読

みます。だから、「榎」もあるかなと思いました。そして、しらべてみま

した。「榎」は、エノキとかいてありました。春に花がさいて、秋にみが

なります。なぜ榎と書くのに春に花がさくのかなあと思いました。秋には、

のぎへんがついているから「楸」というかん字はないとぼくは思ったけど、

おとうさんがさがしてくれたらありました。楸はひさぎとよみます。ひさ

ぎは、アカメガシワのことです。春夏秋冬どれも木へんがつくんだなあと

思いました。 1/11（高橋こうへいくん）

おもしろいですね、春夏秋冬そろったね！

榎はエノキです。楸は、本にはなかったけど、いとこの名字のひさぎで

す。柊はヒイラギです。

ゆうけいくんがもってきたツバキは、ヤブツバキです。ツバキでいちば

んよくみられる花です。あとは、カンツバキ、カモホンアミ。カモホンア

ミは、白色です。イワネシボリ、ケワネシボリは、赤と白い色。アカコシ

ミノトクマザカとオトメツバキは、なかのきいろいのがなくて赤色です。

あと１つは、花車です。

ツバキやサザンカは、ふゆにさく花です。だから、とりがはこんでくれ

ます。ツバキは、りょうせいかです。 1/9（石原るかさん）

アサガオみたいにまんなかにめしべがあるのですね。

小寒のいみがあまりわからなかったので、しらべてみました。冬至のあ

と 15日目（寒の入り）から 15日間。大寒についで寒さがきびしい。参考、
１月６日ごろはじまる。対、大寒って書いていました。

つぎに反対の大寒をしらべてみました。昔の暦で１年のうちで一番寒い

とされているとき。小寒のあと 15日間で１月 20日ごろから２月３日まで。
対、小寒って書いていました。
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【コロッケ№２２８】

小寒から大寒は長いと思います。でも、どうして中寒はないのかな？

ツバキをしらべました。葉があつくて、つやがあり、一年中みどりいろ

をしている木。春に赤・もも色・白などの花がさく。種から油をとる。木

はかたくてしつがよいので、そろばんの玉やくしなどをつくる。→口絵２

口絵は、さいしょのページぐらいにあるので、さがしてみると絵がのっ

ていました。

牛の子の顔をつん出す椿かな 小林一茶

1/8（西川しょうひさん）

口絵でもさがすなんて、しらべることがとてもじょうずになりましたね。

小寒は、一年のうちで大寒についで寒さがきびしいとされるころ。１月

６日ごろ。大寒とは、こよみのうえで 1年中でいちばんさむいといわれる
ころ。１月 20日ごろ。
１月 20日は、わたしのたんじょうびです。
木に冬とかいて、ひいらぎとよみます。ひいらぎは、おかぶとめかぶが

あります。わかいきのはは、とげじょうですが、ろうぼくはとげがなくな

ります。 1/11（梅田ひなさん）

ひなさんは、たんじょうびおめでとう！

きょう、ツバキの花にだれがかふんをつけるかをしらべてみました。つ

ぐみと、めじろというとりが、かふんをつけます。きいろいかふんです。

それは、ふゆに虫がいないからとりなんです。

ツバメとかは、あたたかいくににいます。ツバメとかは、あかたたかい

ところにいるから、日本にはあいません。つぐみが日本にいるからじゅふ

んできます。 1/9（浦はなさん）

とりがいるからだいじょうぶなのですね。ツバメは、なにしにとおくにいっ

ているのかな？
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木へんに春は、ツバキ。木へんに冬は、ヒイラギ

です。木へんに夏をしらべてみたら、ありました。

エノキとよみます。木へんに秋をしらべてみました。

ヒサギとよみます。アカメガシワというしょくぶつ

のべつめいだそうです。

２月のせつぶんには、柊のえだ葉を戸口に立てて、

その葉のとんがりでおにをおいはらうとかいてあり

ました。 1/11（喜多あやねさん）

おにをおいはらうとは、すごいですねヒイラギくん！

きょうは、お寺でしん年のあつまりがありました。ぼくのおてつだいは、

おべんとうやおはしなどをテーブルにならべたりしました。みんないそが

しそうでした。1/9
きょうは、りっとう市しぜんかんさつの森にいきました。きょうは、「冬

芽」をかんさつしました。春になると冬芽は葉や花になるそうです。冬芽

を虫めがねで見ると、目や口があって、まるで生きものの顔みたいでした。

たかのつめや、ひのき、くぬぎ、ほうば、くり、かえで

ひのきのおちた実をわって小さくして、においぶくろをつくりました。

1/10
楸 きへんにあきはありました。よみかたは、ひさぎ、きささげ。のう

ぜんかずらかのらくようぼく。ささげににたみをむすぶ。ひさぎは、かた

くてごばんにてきする。ごばんのことを「楸局」と書いて「しゅうきょく」

と読む。

木へんのしょくぶつにかんけいする漢字をしらべてみました。

杉 すぎ 松 まつ 柑 みかん

椛 もみじ 椿 つばき

椚 くぬぎ 柊 ひいらぎ 榎 えのき

楓 かえで 桐 きり 1/11（平ゆうけいくん）

ほかにもいろんな漢字があるのですね。
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【コロッケ№２２９】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２２９ １月２９日（金）

漢字発見②

椿・榎・楸・柊

柊の字はあったよ。ヒイラギとよむよ。左のへんが木で、右のつくりが

きせつをあらわす春夏秋冬になっていることに気づきました。

椿ツバキ 榎エノキ 楸ヒサギ 柊ヒイラギ

というかんじをかきます。

椿【ツバキ】 ゆうけいくんがもってきてくれたのは、赤いからヤブツ

バキで、ピンクや白、こい赤色のものもあります。わたしのおうちには、

カンツバキとよばれるサザンカとのざっしゅとよばれるものと、サザンカ

の花がおにわにありました。とてもきれいです。ヤブツバキのみからとれ

るあぶらは、つばきあぶらといい、むかしの人は、いまのリンスのように

かみにぬってつかっていました。

榎【エノキ】 じんじゃの林などによく生えている木です。えだがよこ

に広がって丸い形になるのがとくちょうで、秋に６ｃｍぐらいのオレンジ

色のみをつけて食べることができます。ほしがきのようなあまみがあると

本にかいてありました。

楸【ヒサビ】 ヒサギではのっていないから、いまのよびかたでアカメ

ガシワならのっていました。ずかんのせつめいがむずかしいので、しゃし

んの花やたねをはります。

柊【ヒイラギ】 ヒイラギは、キンモクセイやギンモクセイとおなじモ

クセイるいのなかまです。白いギンモクセイににた花をさかせます。ヒイ

ラギは、ギンモクセイがへんかしてできたものとかいてありました。

もう１つ本を見てしったことは、ヒイラギのみがオリーブのみとよくに

ていて、よくにた木のなかまだとおもいました。はっぱは、形がちがうけ

ど、みとたねと花はよくにていました。

「椿の花ふんは、だれがつけるの？」

虫が花のみつをすいにきて、そのときに足が６本あるから、椿のおしべ

はたくさんあるから、そのときに足にくっついて、つぎの花のみつをすう

ときにそのつぎのめしべに足についていた花ふんがひっついていくとおも
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います。 1/8
きょう、朝おきてから、いえにさいているヤブツバキとカンツバキとサ

ザンカをとりにいきました。そして、おしべとめしべがあるかみてみまし

た。そうしたら、ぜんぶの花に、めしべとおしべがありました。おしべも

たくさんあって、めしべは１本だけど、さきっぽがカンツバキとサザンカ

は４本にわかれてて、ヤブツバキのさきっぽは３本にわかれていました。

ふしぎです。

めしべがあったことをみつけられてうれしかったし、ちょっとふしぎな

こともはっけんできてよかったです。とてもにおいがくさかったよ。きれ

いな花なのにくさいのは、ちょっとやだな。1/9（片桐れいなさん）

おしべとめしべさがし、すごいですね。

ずかんのしゃしんもたくさんはっていてすごいです。
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今日、わたしがツバキになったつもりでツバキのことを書きます。

わたしの名前はツバキです。わたしのふるさとは、日本。いまでは、せ

かいじゅうの人気ものになってるけど、もともとはヤブツバキとユキツバ

キの２しゅるいだったのよ。学名といって、せかいきょうつうの名前は、

カメリア・ジャポニカというんだー。わたしは、ほっかいどうよりみなみ

のあたたかいところがすきでした。なのに、なぜ冬のいまに花をさかせる

とおもう？ さくらさんなどの日本にむかしからある木は、夏から秋にか

けてつぼみをつくって、９月ごろになると、そろそろ冬がきたなとかんじ

て、ふかいねむりにはいるんだー。そして、３月から４月になると、ねむ

りからさめて花をさかせるのよー。さくらさんたちは、ぐっすりねむれる

のね。それにくらべて、わたしたちのねむりは、あさいのよ。だから、き

おんのちょっとしたちがいにびんかんに目をさましてしまうの。そして、

１月～２月に少しでもあたたかい日があると、花をさかせてしまうのよ。

そんなさむいときに、わたしたちの花ふんをはこんでくれるのが、とり

さんです。そのとりさんたちのために、わたしたちは、いろんなくふうを

しているのよ。

その①つが、わたしたちの花びらなの。ふつうの花のかんかくからみる

と、花びらがいっぱいにみえるけど、じつは下のほうでぜんぶの花びらが

つながった１まいの花びらなの。だから、大きいとりが、わたしたちのみ

つをすいにきてぶつかるようなことがあっても、花はちらないのよ。

そして②、つめ花のねもとを大きながくでまもって、うちがわもおしべ

が、かたいつつのようにつきだしていて、とりがわたしたちのしょうめん

からしか、みつをすえないようにして、とりさんに花ふんがべったりつく

ようにしているのよ。それで、とりさんたちに、花ふんをはこんでもらっ

てます。

これで、お話はおわりです。

じっさいに、わたしが公園のツバキをのぞいてみたら、たくさんのとう

めいのみつがあふれていました。それをなめてみると、にんげんでもすご

くあまかったです。そして、手もかふんだらけになりました。とりたちに

とっては、おいしいデザートみたいなものなのかな？ いまでは、1000
しゅるいをこえるといわれています。 1/12（宮崎ゆりこさん）

びっくりしました。調べたあとに、自分がツバキになってお話みたいに書く

ことができるなんて。すごいです！
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【コロッケ№２３０】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２３０ ２月１２日（金）

朝の会

１月 12日（火）の朝の会から

けいたくんが、もってきてくれたスイセンです。

花→タネ と 球根

ふしぎです。

球根でさく花には、タネがつかないのかな？

タネがつくのだとしたら、タネはうえないの？

ゆりこ「きのう、ツバキのことを調べたら、ツバキはかふんのところが１つの

ばしょにかたまっていて、ツバキの中にみつがいっぱい入ってて、そのみつ

を食べようと思って鳥がとんできて、そのかふんが鳥のおなかについて、そ

れではこばれると書いてあったのでおもしろかったです。」

『ツバキのかふんは、チョウじゃなくて……』

ゆりこ「鳥。」

『鳥がはこぶの？』

ゆりこ「ひなどりとかが。ツバキの花びらは、ぜんぶくっついているって書い

てあった。」

『ツバキの花は、今は鳥がいるからだいじょうぶってことか。』

＊

るか「ツバキは木へんに春で、木へんに夏がエノキで、木へんに秋は、じしょ

にのっていなかったけど、いとこの名字のイシサギで、木へんに冬がヒイラ

ギで、ツバキのかふんは鳥がはこんで、ツバキは両生花だと思うけど、めし

べとおしべで虫がはいらないようにしていると書いていました。」

『ツバキは、虫が入らないようにして、鳥がくるようにしているの？ へえ～』

＊

こうへい「きのう日記で、木へんに春はツバキで、木へんに夏はエノキで、木

へんに冬はヒイラギで、木へんに秋はヒサギで、木へんに秋のヒサギは春に

花がさくってかいてあったので、なんで春に花がさくのに木へんに秋ってか

くのかなと思いました。」

『ふしぎだなあ。』
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＊

かずき「きのう、木へんに冬をしらべたらヒイラギで、木へんに夏をしらべた

らエノキっていう木で、木へんに秋をしらべたらヒサゲで、だけどツバキは、

冬にさくのに春ってかいてあって、どうようにヒサゲも同じようになってい

て、だから昔の人は、１月、２月、３月のことを春って思っていたのかなと

思いました。」

＊

いわさ「きのう、動物のずかんでヘビをしらべてみると、鳥類、カエル、魚、

ワニを食べるヘビがいるとかいてあったので、そのヘビがこわいです。」

『ヘビがワニを食べるの？』

かずき（ぎゃくやろう、ふつう。）

れい（ずかんで見たことがある。）

『鳥類って、とんでいる鳥でしょう？ ジャンプするんだろうか？』

いわさ「鳥が、下にきて、まちぶせして食べる。それと、水をのみにくる小が

たから中がたのワニも食べるそうです。」

ようこ（そのワニは、でっかいの？）

いわさ「それは知りません。」

りょうた（そのヘビは、どこらへんにいますか？）

いわさ「南アメリカです。」

（どっちや？）

いわさ「ブラジルとか。」

教室正面のホワイトボードには、８日

（金）の授業で書いたことを消さずに残

しておきました。

それを見ながら、自分が日記で調べて

きたことをもとに、発表する子がいるか

らです。

その発表を聞いて、調べてくる子も出

てきます。

思考力を高めるには、継続した問いが

必要だと思います。

発表した子に自然なかたちで質問する

子も出てきました。

伝え会うということは、考え合う空間を築いていきます。
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きょう、鰆をじしょでしらべてみました。でも、じしょにのっていなか

ったので、おかあさんがネットでしらべてみたら、鰆は「さわら」とよみ

ます。魚夏は、ぶりの小さいころの「わかし」です。鰍は、「かじか」とよ

みます。鮗は、「このしろ」とよみます。全ぶさかなです。魚へんに春夏

秋冬があるんだなと思いました。鳥へんに春夏秋冬と、虫へんに春夏秋冬

はありません。 1/12（高橋こうへいくん）

おもしろいですね。

…………木へんに春、夏、木、冬を見つけられたからよかったです。自分

のじしょでしらべてみたら、糸へんに冬というかん字でおわるというよみ

方でした。お母さんが、「お母さんのじしょがあるよ。」といってくれた

ので、お母さんといっしょにさがしたら、ありました。ぶしゅごとにさが

してみました。

くさかんむり→萩（はぎ）、苳（ふき）

さかなへん→鰆（さわら）、鰍（かじか）、鮗（このしろ）

したごころ→憃（おろか）、愁（うれい）

りっしんべん→愀（うれえる）

くちへん→嗄（かれる）、啾（かぼそいなきごえ）

むし→蠢（うごめく）、螽（いなご）

まだれ→廈（か）

がんだれ→厦（か）

まだれも、がんだれも、よみ方が同じで、形もにていて、かん字の１本

をぬけば同じかん字になってしまいます。

さんずい→湫（水たまり） やまいだれ→疼（うずく）

金へん→鍬（すき・くわ） いとへん→終（おわる）

かわへん→鞦（しりがい） つづみ→鼕（つづみの音）

かわら→甃（しきがわら）

などが見つかりました。この中のかん字で書くのがむずかしかったのは４

こです。かん字は、中国からきたのもあるし、日本で作ったのもあるそう

です。でも、たぶん、かん字は、全ぶむかしの人間たちがかべなどに書い

た絵をかん字にしたと思います。絵からかん字を作るのは、すごいなあと

思いました。 1/12（縄手れいかさん）
こんなにあるのですか。すごいなあ。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２３１ ２月１２日（金）

１月 13日（水）朝の会から

ツバキ サザンカ

しもたに「きのう、ツバキをしらべたくて、おばあちゃんにとってきてもらっ

て、ツバキがこっちで、こっちがサザンカです。」

『こっちがツバキで、こっちがサザンカ？』

（同じじゃないの？）

（にているよ！）

しもたに「サザンカとツバキは、にているってずかんにのっていた。色はいっ

しょの色がさくの。」

『こっちは何？』

しもたに「こっちがサザンカ。」

『サザンカのほうは、花がいっぱいおちているよ。こっちは何で花びらがおち

ないの？』

しもたに「だってまだつぼみだもん。」

れい（さくじゅんびをしているの。）

『これからふくらむのね。つぼみって言うのね。こっちは、パラパラおちたの

ね。』

しもたに「つんできたときはおちてなかったけど、さわったらパラパラおちた。」

『これ、おしべとめしべ、どっちだろう？』

しもたに「書いてあったとおりに、サザンカは花がパラパラおちるって書いて

あって、そのとおりおちていった。でも、ツバキはそのまま花がポコッてお

ちる。」

りゅうと（ぼくが歩いていたら、ツバキが花がごろごろおちていた。）

『これは、花ごとポロッておちちゃうのね。』

しもたに「つぼみから花がさいて、花がポロッと。」

『サザンカのほうは、花がパラパラおちてくるの？』

ゆりこ（むかしは、ツバキの花は、首を切られるみたいで、いやなかんじがし

たからきらわれていたの。）

『こっちのツバキのほうは、花がボロッとおちちゃって、首が切られるみたい

になってたから？』

るか（うん、だから、びょうきの人にはおくってはいけないの。）
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『そうなの？ これ。』

ゆりこ（そう！）

るか（死んでいるみたいになっているから。）

『みんなの歯みたいにパラパラぬけるほうがいいってことね。いっぺんにボロ

ッとぬけてはこまるわけね。』

しもたに「ちるときはにてないけど、でも、色のしゅるいはいっしょ。」

しもたに「サザンカは、おしべとめしべが、バラバラにこういうふうにひらい

ているけど、ツバキはかたまっている。こうやって。でも、サザンカはこう

やっている。」 ※ 体で表してくれました。すごい！

サザンカ ツバキ


