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「知」の共有

１６．紅葉と黄葉 10月28日

国語辞典を使って漢字の時間。

季節の言葉を調べながら…………。

10/21 秋の掲示 掲示は大きく！

↑日記コピー ↑木の実や葉

ポイント 生活科と国語辞典を使った漢字の時間をつなげる

比較するもの 紅葉と黄葉 紅葉（もみじとこうよう）

視点 もみじとかえで

次につなげる視点 11月頃 紅葉の仕組み
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【コロッケ№１７４・１７５】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信コロッケ№１７４・１７５ １月８日（金）

漢字の時間

紅葉と黄葉

10 月 28 日（水）４時間目、岩田先生がもってきてくださった葉っぱをラミ
ネートにしたものを提示して、漢字の学習を始めました。

＊

『これは、このあいだ岩田先生が同じ木から拾ってきたと言われたけど、何で

こんなに色がちがうのかな？』

なわて（こうようしているのと、こうようしていないのがあるから、色がちが

う。）

（こうよう。）

『こうよう？』

あかり（一番上あたりはあかいけど……）

ゆうけい「そのカードでこのふたつがこうようしていて、そのどっちかが。こ

っちが、この葉っぱになる前だとすると………じゅんばんは、こう、こう。」

『こういうじゅんばん？』

（ちがうと思う。）

（赤から黒になる。）

ガヤガヤ

（みどりがさいしょにきまってるやん。）

『みどりがさいしょ？』

（そのつぎ黄色）

（そのつぎ赤）

（ちがうよ）

『黄色？ 赤？ どっち？』

（赤）

（黄色）

（ちがう、ちがう！）

『さいしょは、これ【みどり】？ で黄色？』

（で、赤）

『赤いのが紅葉だっけ？』

（うん！）

『黄色はこうようじゃないの？』
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【コロッケ№１７４・１７５】

こうへい（黄色もこうよう！）

（色がかわることがこうよう）

うか（イチョウとかもこうよう）

（みどりじゃなくて、）

『まとめて言って。はい、ともやくん。』

ともや「イチョウの木はこうようしているんだけど、赤じゃなくて黄色になる。

それも同じやねん。」

『はあ。』

こうへい（色がつくことが、こうよう。）

（どっちもこうよう）

（みどりいがいなら）

れい「何でそれがおなじ木なのに色がちがうかは、太陽のあたりぐあいによっ

てちがう。」

『太陽のあたりぐあい？』

かずき「植物とかは、日に当たっているところのほうが、よくそだつ。」

『日にあたっているほうがいいの？』

かずき「うん。」

こうへい（日にあたっていたら、葉っぱのなかにある葉緑素という成分が、赤

になってきて、葉っぱ全体が赤になる。）

『何が？』

こうへい「葉緑素が！」

『ようりょく……』

（ようりょくそ）

『よう？』

（よう！）

りゅうと（でも、カエデは黄色にならへん。）

『じゃあ、色が変わればこうようっていうのね。』

れい「葉っぱの中には、色がかわるクロロフィルがあるから、そして、アント

シアンが赤」

（みどり？）

（みどりはないけど、赤やった。）

れい「なかなか、その名前が………思いうかばない。」

『これは、色のもとなの？』

れい「そう！」

『じゃあ、何色にでもかわれば、こうようって言うのね。』
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【コロッケ№１７４・１７５】

（…………）

『じゃ、みどりから青になったっていいんだ？』

（だめ！）

（だめっていうか、青はない！）

『じゃあ、黄色と赤だけなの？』

（青になったとしたら、くさったってこと。）

『こうようって、どう書くの？』

ななこ「糸へんに……かたかなのエに、葉っぱ。」

（ななこちゃん、すごい！）

『糸へんに……かたかなのエに、葉っぱ。紅葉。』

るか（先生、紅葉って書いてある。）

『これ【紅葉】でこうよう？』

（こうようって、こっちに書いてある。）

（黄色が………）

『黄色って、こっち、赤だよ！』

（黄色……）

（黄葉って、黄色で書いてあった。）

『これ、赤だって。』

（黄色）

（いっしょだった！）

（いっしょ。）

『それは、字がまちがっているんじゃない？』

（黄葉、黄色に葉っぱって書いてある。）

『えっ』

（こうようって、いっぱいある。）

（黄葉と紅葉がある）

（４つもある）

（どっちもある）

（紅と黄色がある）

…………………

（ああ、いっしょやあ）

こうへい（黄色くなること紅くなることが、黄葉と紅葉。）

（黄色の黄葉と、紅の紅葉。）

『みんなのは、こっち【紅葉】しかのっていないの？』

（どっちもある！）
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【コロッケ№１７４・１７５】

（ななこちゃんの字であってた。）

『黄色っていうのは、ある？』

（のってる～）

（どっちもあってる！）

『どっちもあってる？』

（うん！）

ようこ（どっちも同じこと）

（同じいみ）

『同じいみ？』

ようこ（１つめの紅葉は、秋になって木の葉が紅くなること。もう１こは、イ

チョウの葉のように秋に黄色くなること。）

（ななこちゃんの紅葉であってる！）

（どっちもあってる。）

（ななこちゃんのほうがあってる。）

『ななこちゃんのほうがあってる？』

（ななこちゃんのほうがあってる。）

『るかさんのほうは、まちがい？』

（うん）

（どっちもいっしょ）

（どっちもいっしょかもしれない。）

『るかさんの黄色の葉っぱで黄葉っていうのは、どのくらいある？』

（は～～い）

（どっちもある）

『じゃあ、紅い葉っぱとしかのっていないのは？』

（は～い）

『ときどき、のっていないこともあるからね。』

（りょくようはない！）

『こうようってことばには、２つあるみたいですね。こうようするって言うけ

ど、さっき言った黄色い葉っぱって書いた黄葉もこうようっていうんだね。

紅って書いているけど、口紅の紅って、これは赤だね。こうへいくんのノー

トを見せて。』

※こうへいくんの日記帳をかりました。

『きょう、おうちのちかくにある二条じょうをみたら、はっぱがこうようして

いました。ぼくのおうちは、マンションだから、高くてよく見えました。は
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【コロッケ№１７４・１７５】

っぱは、赤色にこうようしていたのと、黄色にこうようしてました。きれい

でした。』

（だれの？）

『こうへいくん。どっちもひらがなで書いたら、「こうよう」って同じことだ

な。じゃあ、こうした紅くなった葉っぱのことを何て言う？』

（紅葉）

（どっちも同じだから、こうようとしか言えない。）

（じゃあ、別の字にしたらいいのに。）

『これは、１つの読み方で２つのかん字があるよね。こうようするので、一番

きれいな葉っぱは何だか分かりますか？』

（もみじ！）

『もみじ？ もみじのこと何て言うかなあ？』

（かえで）

『かえでともみじは、同じかなあ。』

（ちがう）

（同じやでえ）

『かえでって調べてみて。』

（あった！）

『ゆりこさんのかえで、』

ゆりこ「葉が手のひらのかたちをした木。秋には赤や黄色に色づく。４・５月

ごろ、紅色をした小さな花がさく。」

『なんかべつに書いてあるよ。』

ゆりこ「かえる手からかわったことば、葉っぱの形がカエルの手ににているの

でこの名がついた。もみじとも言う。」 １５：２１

『漢字で書いてない？ かえでって。』

（木へんに風）

『楓ハウス手をあげて。』

（はい！）

ななこ「ふつう、もみじとよばれているらくようじゅ。葉が手のひらがたで、

秋うつくしく紅葉するものが多い。」

はな「葉が小さな手のひらににた形をした木。秋になると葉が赤く色づくしゅ

るいが多い。もみじとも言う。」

（ええ？）

あおい「かえで、山に生えていたり、にわにうえたりする木。タネははねがあ

り、葉はカエルの手ににている。秋に赤く紅葉するイロハカエデや、黄色に
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【コロッケ№１７４・１７５】

なるイタヤカエデなど。」

『黄色になるのもあるんだ。』

（いろんなしゅるいがある。）

そんりん「カエデ、葉が小さな手のひらににた形をしている木。秋になると葉

が赤く色づくしゅるいが多い。」

（もみじって、紅葉って書く！）

（紅葉）

あかり「秋に木の葉の色が赤や黄色にかわること。また、その葉。紅葉。」

『おかしくないか？ まちがった辞書じゃない？』

（みな、おなじやでえ）

なわて「もみじ、秋に木の葉の色が赤や黄色にかわること。また、その葉。紅

葉。」

『漢字がおかしくない？ どれと同じ？』

（もみじと紅葉）

（やっぱり紅葉やあ）

ななこ「秋に木の葉が赤や黄に色づくこと。その葉。紅葉とも言う。カエデの

べつの名前。」

『カエデのべつの名前。字のかくにんをするよ、これ【紅葉】で何と読む？』

（こうよう）

（もみじ）

『これ【紅葉】でこうようってさっき読んだけど、もみじという字は、これ【紅

葉】だって。これ【紅葉】は、こうようって書いて、もみじとも読むんだな。

もう一度読んでみて。』

ななこ「秋に木の葉が赤や黄に色づくこと。その葉。紅葉とも言う。カエデの

べつの名前。」

『カエデともみじは同じ？』

（同じ）

（同じじゃない）

（名前がちがうだけ）

りゅうと（花のずかんに書いてあった。）

『何て書いてあった？』

りゅうと「いっしょのしゅるいで、名前がちがうだけで、形はまったく同じで、

同じしゅるい。」

（１つの名前にすればいいのに。ややこしい。）

＜もみじ、秋に木の葉が赤や黄に色づくこと。＞
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【コロッケ№１７４・１７５】

※ みんなで声を合わせて読みました。

『色がつくことをもみじって言うんだね。そしたら、これ【色づいた葉】はも

もじ？』

（ちがう）

（ええ？）

（トウカエデ）

（にてないし）

『もう一回読むよ。もみじ』

＜もみじ、秋に木の葉が赤や黄に色づくこと。＞

※ また、みんなで声を合わせて読みました。

『色がつくことをもみじっていうの。じゃあ、色がついてるこの葉っぱは？』

（もみじ）

るか（トウカエデやから、もみじのなかまは、もみじと同じカエデ……）

『色づくことってなっているよ。木のことを言ってるの。』

ゆりこ「赤や黄に色づくことってなっているから、それも、もみじ。」

（そう）

（カエデは、とんがっているところはないけど、もみじは、とんがっていると

ころが３まいか５まいあるの。）

『もみじっていう木はあるの？』

（ある）

（ない）

『これは、永遠のテーマだな。』

『色づく木って書いてないんだよ。色づくことだよ。みんなをもみじにしてあ

げようか？ 木の葉のかわりに、口の歯を赤や黄色にぬってあげると、みん

なはもみじになるわけだ。』

（いやだあ）

（絶対いややあ）

『もみじは何色？』

（みどりと、黄色と、赤）

（信号）

『ああ、みどりが黄色と赤にかわるものね。もみじは、信号だったんだあ。』

※ ずかんを実物投影機でプロジェクターに映して見ていきました。

『これは？』

（イロハモミジ）
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【コロッケ№１７４・１７５】

『これは？』

（オオモミジ）

『これは？』

（ヤマモミジ）

『これは？』

（コウチワカエデ）

（分かった！）

『カエデともみじは、ちがうじゃん。』

かずき「色がつかないカエデは、ふつうのカエデ。」

『あああ、たしかにコウチワカエデは、色がつかない。色がつかないカエデを』

（カエデ）

『それ、すごいなあ。たしかに、このカエデも色はつかない。山もみじは？』

（つかない！）

『もみじでもつかないのがある！』

（あれ？）

るか「名前があって、その名前にもみじとかつかなかったらカエデとか。その

名前にカエデとかにあわなかったら。」

『にあう、にあわないがあるか。』

ゆうけい「もみじは、色とかじゃなくてえ、形。」

『よく分からなくなりました。こうようと書いてちがう

漢字があります。』

『１つの漢字【紅葉】を、もみじと読んだりこうよ

うと読んだりする漢字もあります。』

『ほかにこういうのがあるかな？ ちがうのに同じ漢字。同じなのにちがう漢

字。先生、１つ知っている。』

（あっ）

『ほーら、書き終わってから「ほ～らやっぱり」って言うんだな。』

（ハハハハ）

『これ【日本】を何と読む？』

（にほん）

（にっぽんとも読む）

『これ【今日】は？』

（きょう） （こんにち）

『あとあるかな？ では、秋の辞書引きをしましょう！』

こうよう

紅葉 黄葉

紅葉

もみじ こうよう
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【コロッケ№１７９】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１７９ １月１３日（水）

紅葉のひみつ

きょうは、がっこうのかえりみちに、なんでもみじはあかくなるのに、

いちょうはあかくならないのかふしぎにおもったので、しらべました。は

っぱは、もみじもいちょうも、みどりいろのときはクロロフィルというみど

りのしきそと、カロチノイドというきいろいしきそをもっています。あきに

なると、みどりのクロロフィルがこわれてなくなります。もみじは、はっ

ぱでつくられたとうぶんが、はっぱにのこっていて、それがアントシアンと

いうあかいしきそにへんかするので、赤くなっていきます。

イチョウは、はっぱでつくられたとうぶんは、みきにきゅうしゅうされ

てしまうので、アントシアンがつくられず、カロチノイドのきいろだけの

こってしまいます。

はっぱがなるかならないかは、はっぱにとうぶんがあるかないかのちが

いでした。

きょう、ほいくえんのまえのこうえんで、はっぱひろいをしました。ひ

ろったのは、トウカエデと、プラタナスと、ポプラと、イチョウです。も

みじのはっぱは、まだみどりいろで、ぜんぜんおちていませんでした。

10/28
（ 大 関

よ う こ

さん）
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【コロッケ№１７９】

イチョウの葉は、さいごまで木にようぶんをいおくっているのですね。

きょう、山のこうえんにいきました。そして、

おべんとうをたべました。そのとき、はっぱをひ

ろってきました。これは、もみじです。この２ま

いは、おなじ木からとったもみじです。こうよう

していないののちがいは、お日さまのあたりぐあ

いによって、こうようのいろがちがっていました。

お日さまのよくあたるところは、よくこうようし

ます。お日さまのあまりあたらないところは、こ

うようはあまりしません。

つぎに、紅ようと黄ようのちがいについてしら

べました。はっぱには、クロロフィルというみどり

色のものがあります。紅のばあい、秋になるとク

ロロフィルが分かいされて、つぎに赤色のアントシ

アンがつくられます。みどりのはっぱには、もと

もとカロチノイドという黄色のしきそも入っていま

す。

イチョウなど黄色になるものは、アントシアン

がつくられないため、クロロフィルが分かいされるとカロチノイドの色が

目だつようになります。黄色は、いろづいたのではなく、色がのこったと

いうだけのことです。

かんそう 同じこうようでも、しくみがちがうんだなとわかりました。

ぎもん

①もみじとか、ふつうこうようすると赤になるものを、みどりのときにと

ると、アントシアンがつくられなくて、カロチノイドの黄色になるのか

な？

②アントシアンは、お日さまがあたらないとできないのかな？

10/31（宮崎ゆりこさん）

すごい考え方ですね。①は、ほんとうにすごいです！

こうしたことまで調べ・考える子が出てくる。一年生とはいえ、すごいもの

だと思う。
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「知」の共有

この授業で、なぜ子ども達から紅葉と黄葉が出てきたのか、不思議に思うか

も知れない。

それまでの授業で特に扱ってきたわけではない。

子ども達は、日記に様々な調べ学習を行うようになっていた。

その中に数名、「黄葉」について調べていた子がいた。

授業者が、そうした子どもの存在を看取り、

授業の中に登場する場面を設定しただけである。

その「知」がみんなと共有されるように授業に取り上げて、

個が学んだことが全体に伝わり、学び合えるように導いていく。

こうすることによって、

調べ学習が自然に生かされていく授業となっていく。

自然体になっていく。

おもしろい内容も

調べた誰かがすごいというのではなく、

「それは、おもしろい。」

「そういうことだったのか。」

と内容に共感し、

そして、「じゃあ、これは、どうだろう？」と新しい追究が生まれるための

ものと位置づける。

そんな中で、「私も自分で調べてみよう。」と友達が発表したことを自分の手

で目で確かめて実感していく子が登場することになる。

速さや量の競争ではなく、

友達の意見を聞いて、じっくり自分の中で実感していくことの大切さ。

それを共有できる場が授業であり、教室である。

こうした子ども達の中で、

子どもなりの授業観が創られていくのだと考える。


