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朝の会からスタート 金木犀の「はてな？」

１５．金木犀 10月14日～

朝の会の健康観察のひととき

何気ない発表から始まった「金木犀」の追究。

朝の会 → 日記 → 朝の会

その延長上に授業が位置づけられた。

４月から毎朝行ってきた健康観察での一言。

それが、こうした形で学びを生む時間となっていく。

＊

金木犀の香り

甘い香りに隠された世界。

ポイント 生活場面で見つけたものから「はてな？」が生まれ、

みんなで追究する中で新しい世界が見えてくる。

「学び」の創造を共有していく。

比較するもの 「いいにおい」と「嫌なにおい」

視点 何のためのにおいか

植物の不思議

次につなげる視点 ツバキの受粉は、虫？
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【コロッケ№１６０】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６０ １１月２６日（木）

朝の健康観察

＜ 10月 14日（水）朝の健康観察から＞

いわさ「今日朝おきて、カメボウを見てみると水がとてもきたなくて、カメボ

ウは、よくくさい水にもぐれるなあと思いました。」

＊

あらた「きのう、ずかんで調べてみてふしぎなことを思いつきました。」

『どういうこと？』

あらた「は虫類とか、ちょっとちがうのに、なんか１つだけいっしょのことが

あった。呼吸するとか。」

『呼吸って、肺でハーハーとするのと、エラ呼吸と、もう１つあるらしいよ。』

こうへい（皮膚呼吸？）

『そうそう。ここ（皮膚）でも呼吸をしているらしい。』

ようこ（そうやあ。ここで。）

『調べた人いた？』

ようこ（調べた。書いてあった、皮膚呼吸もあるって。）

『だから体をきれいにあらわないと呼吸ができなくなるんだ。』

＊

ななこ「今日学校へくると中、いいにおいがするなあと思ってたら、オレンジ

の花のにおいで、いいにおいでした。」

『どういう花？』

ななこ「ちっちゃい花。」

『ちっちゃくて丸いんでしょう。』

こうへい（金木せい）

りゅうと（土星、金星、木星）

『せいって、星じゃないよ。いいにおいがするね。』

ゆりこ（公園にさいている。）

（いいにおい。）

＊

ようこ「昨日、魚はぜんぶエラ呼吸なのか調べたら、びっくりしたことがあり

ました。」
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『何？』

ようこ「ほとんどの魚はエラ呼吸なんだけど、ウナギとか、何かへんな名前で

思い出せないけど、外の空気をすうことができる魚がいる。クジラは、魚じ

ゃない。」

りゅうと（ほ乳類やでえ）

ようこ「魚の中にはクジラみたいに外の空気をすえる魚がいる。」

『肺があるってことかな？』

＊

りょうた「昨日、調べてみたら、電気ウナギっていうのがいて、約 600万ボル
トぐらいの電気をだすと書いてあったのでびっくりしました。」

『電気ウナギは、つくった電気で何をするの？』

りょうた「魚とかを電気でビリビリとして、食べる。」

あおい（きずつくんぜえ、そのかわり自分が。）

『自分もビーンってなってたおれちゃうの？』

（ちがう）

ななこ（しょうげきえいぞうのテレビで見たことある。）

『何？』

ななこ「ワニをびっくりさせてた。」

『ワニをその電気ウナギがびっくりさせるの？』

いわさ（ワニが電気ウナギを見て、食べようと思って、電気ウナギとワニがか

さなって、下が電気ウナギで、電気ウナギが死にそうだから電気でビリビリ

として、ワニをよせないようにする。）

『作った電気を冷蔵庫とかに使うんじゃないのね。電気を自分を守るためにつ

かうのね。』

れい（でも、ワニも皮膚がすごくかたいから、ただの電気ではあまりこうかが

ないから、すごい電気を出す。）

『電気って水の中だとみんなにひろがっていくから、さっきあおいくんが言っ

ていたけど、自分もその電気でビビビビッてこないんだろうか？』

（…………）

『電気ウナギが自分の電気でたおれたっていったら、おかしいなあ。』

（ハハハハ）

ひな（前、テレビでやっていた。）

『ひなさん、どういうこと？』

ひな「電気ウナギがなあ、下にいて、ワニが上にいてビリビリって。」

りょうた「昨日調べて、下に行ってテレビを見ているとき、人が電気ウナギを

- 198 -

【コロッケ№１６０】

もってきて、電気ウナギに何かつけて、だれかにもここらへんにつけて、電

気がどんだけくるかためしてみようってなって、ビリビリってきて、うえー

ってなった。」

『電気ウナギの電気で？』

りょうた「うん。雷みたい。」

『あっ雷さんも電気だもんなあ。』

ようこ（ピカチュウも）

（10万ボルトやでえ）
＊

自由な発表、意見の交流の中に知的な気づき・発見が生まれています。

これが、日記での調べ学習につながっていくのがすごいところです。

自分の意見を発表しながら、友だちの発表をしっかり聞ける子は、どんどん

伸びていきます。

今日、家にかえって「エイも、はいこきゅうなのかな」

と思って図鑑でしらべてみると、「小さいえら穴がある。」

とかいていたから、えらこきゅうかなと思いました。

見たらシビレエイというエイがのっていました。なん

と「50 ～ 60 ボルトの電気でちかくの小魚をしびれさせて
食べる。」とのっていました。

ガンギエイというのものっていました。

オスとメスの見わけかた

ガンギエイのしっぽには、ぎざぎざがあって、オスは

１れつで、メスは３れつになっています。エイには、背面
はいめん

と腹面というのがあります。エイのせなかが背面で、お腹
ふくめん はいめん なか

が腹面です。
ふくめん

オニイトマキエイイトマキエイの見わけかた

オニイトマキエイのしっぽが短いです。イトマキエイ

のしっぽは、長いです。オニイトマキエイは、泳ぎなが

ら口をあけてプランクトンを食べるけど、イトマキエイはプランクトンが

くるのをまって、きたら食べます。 10/14（岩浅ゆうきくん）

ひらべったいほうがいいことがあるのかな？
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【コロッケ№１６１】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６１ １１月２６日（木）

金木犀
きんも くせい

ふしぎな、ふしぎな花です。

わたしのいえのちかくのこうえんに、金もくせいがあります。いつもこ

のきせつになると、いいにおいがします。金もくせいは、モクセイか、た

かさは４～８ｍ、かい花じきは、９～ 10 月、げんさんちは中国です。と
くちょうは、つぼみのときからあまいかおりがします。花色を金にたとえ

て、このなまえがあります。金もくせいのなかまでギンモクセイもありま

す。それは、色がちがいます。あわい黄色をおびた白い花を銀にたとえて、

この名まえがあります。あまいかおりがします。金もくせいは、いいかお

りがするので、おかあさんのこうすいみたいでした。

10/14（藤本はづきさん）

すてきなにおいですね。しあわせなにおいです。

きょう、キンモクセイをしらべました。おかぶとめかぶがありますが、

日本にはおかぶしかないといわれています。花はよいかおりがします。

10/14（東出まなとくん）

オスの木と、メスの木ですね。

ぼくのいえのにわに、金木せいがあります。まい年、秋になるとオレン

ジ色の小さな花がたくさんあつまってさきます。とてもいいかおりがしま

す。そとにあるトイレのすぐちかくにあります。

10/14（平ゆうけいくん）

小さな花なのですね。

きょう、５じかんめの生かつのじゅぎょうで二十日大こんと大こんをみ

にいきました。大こんをしらべてみると、はたけにつくるやさいの１つ。

白くてふといねをたべる。はるのななくさの１つで「すずしろ」ともいう。
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二十日大こんは、もうすぐで１こめのあかいみができそうです。大こんは、

めが少しでていました。大こんのたねを、もう１つまいたから、大こんで

ペットボトルにはいらなくなるとたいへんです。

金もくせいをしらべてみると、おかぶとめかぶがありますが、日本には

おかぶしかないといわれています。花はよいかおりがします。

①キンモクセイか

②じょうりょくしょうこうぼく

③３～６ｍ

④ 10月
⑤中国げんさん

花は、とてもいいにおいがします。 10/14（西川しょうひさん）

中国からきた花なのですね。

金もくせいについて

金もくせいは、モクセイ科です。

①花のくきや木の高さ→約４メートル

②花がさく時期→９月

③花の色 → だいだい

④とくちょう →花に強いかおりがある。

おかぶとめかぶがあるが、日本にあるものは、おかぶといわれ実がなら

ない。

春にさくバラやジンチョウゲ、夏にさくクチナシ、秋にさくキンモクセ

イなどは、すぐにわかるかおりをただよせます。これらの花ほどではなく

ても、植物は花、葉、くきからどくとくなかおりを放ちます。かおりを出

すのも、美しい色と同じように、虫を引きつけるためです。

感想 朝のけんこうかんさつで言ったら、みんな知っていたのでびっく

りしました。今度は、おしべとめしべじゃなくて、おかぶとめかぶなので、

ややこしいです。花がいいにおいなのは、人間のためじゃなく、虫をよせ

つけるためだったので、ちょっとがっかりです。

◎良太くんと竜人くんとせりあちゃんと翔妃ちゃんで４時まであそびまし

た。そして、帰りに阪きゅうにのったら、BS の４年生がいたのでびっく
りしました。電車に乗ったら、めずらしくテレビがありました。ずっと見

てたら、何県か分からなかったけど４才の男の子が新型インフルエンザで

死亡（死んだ）と書いてあったので、「まだ小さいのにかわいそうだなあ」
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と思いました。私たちもインフルエンザにかからないように心がけましょ

う。 10/14（長尾ななこさん）

花がにおいをだすのは、なにかのためなのですね。

きんもくせいは、いいにおいがします。おかぶとめかぶがありますが、

日本にはおかぶしかないといわれています。おかぶは、お花とめ花がべつ

べつのかぶにつくしょくぶつのうち、お花がつくかぶのこと。

10/14（梅田ひなさん）

めかぶは、どういう花がさくのかなあ？ いいにおいかなあ？

今日は、国語とさんすうがたくさんありました。生かつの時間は、二十

日大こんと、大こんのかんさつをしました。金もくせいとどんぐりをしら

べてみました。

金もくせいは、オレンジ色の花がたくさんさき、よいかおりがします。

トレのほうこうざいにもつかわれています。また、秋をあらわすき語です。

き語とは、はいくで春・夏・秋・冬のきせつのかんじをあらわすために、

よみこむことばとかいてありました。

はいくとは、自ぜんのうつくしさなどを五・七・五の十七音であらわし

たみじかいしのことです。えど時代にさかんに作られはじめました。

金もくせいは、すごくいいかおりをしているんだなあと思いました。

どんぐりのことをしらべてみました。どんぐりは、木のたねです。どん

ぐりをつける木は、日本に１０しゅるいいじょうあります。木のしゅるい

によって、どんぐりの形はちがいます。だから、長細いのもあれば、ふと

っちょなのもあると思います。いまから、その木をしょうかいします。ま

てばしいと、みずならと、こならや、かしわや、しらかしや、くぬぎ、あ

らかしに、つぶらじいや、あかがしに、すだじいです。何かおもしろい名

前の木のほとんどがどんぐりの木です。どんぐりは、木からおちる前は、

ぼうしがついています。だから、おちたらぼうしがとれちゃいます。でも、

公えんにあったどんぐりの木からおちたどんぐりは、ぼうしをかぶってな

いのが多かったけれど、よくさがしてみたらぼうしをかぶったままおちた

どんぐりもありました。

どんぐりには、花がさきます。お花からめ花に花ふんがつきます。つい

たばしょがぼうしになります。ぼうしの中で、どんぐりがそだちはじめま
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す。まだみどりのがじゅくすと茶色になります。どんぐりについているぼ

うしは、かくとといいます。どんぐりをほごするやくわりがあるといわれ

ています。どんぐりにもめ花とお花があるんだなと思いました。

いろいろなことがわかるので、たのしいです。自分がわからなかったこ

とや、ふしぎに思ったことを、じしょやずかんでしらべたらのっていたり

するから、たのしくしらべられます。 10/14（縄手れいかさん）

たくさんのどんぐりがなって、じめんにおちて、それがたねだったら、どう

してどんぐりの木だらけにならないのかなあ？

朝の会で最後に話題になった「雷」

今日、妹のおむかえのかえり、雷がひかっていました。かえってから、

雷はどうして光るのかしらべてみました。雷は、電気です。その電気が空

気の中をながれます。このとき、雷の電気がながれたところのくうきのお

んどは、かなりたかくなります。すると、あつくなった空気は光り、この

光が雷のピカピカの正体なのです。 10/14（喜多あやねさん）

電気は、だれがつくるのかな？

きのう、かみなりが、ぴかっとひかったのでこわかったです。おとはな

らず、ひかっただけでした。よる、こわかったのでねれませんでした。

10/14（藤原さくらさん）

おちたらこわいですね。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６２ １２月９日（木）

朝の健康観察10/15

＜ 10月 15日（木）朝の健康観察から＞
ゆうけい「今日の朝、目が半分あいてな

き よ う あさ

くて、何かいいにおいがするなあって、

においをかぎながら外まででてみたら、

金木犀が用意されていたから、もって
きんもくせい よう い

きました。」

『おかあさんが準備してくれたの？』
じゆん び

ゆうけい「昨日、外の近くに金木犀が咲
き の う きんもくせい さ

いているって言って、あるから、みん

なに見せてあげようと思って。」

『あまいにおいがするでしょう。』

（うん。）

（食べたいなあ。）
た

ゆうけいくんがもってきてくれた金木犀のすてきな香りが教室の中に広が
きんもくせい かお きようしつ

って、とても気持ちのよい朝になりました。
き も あさ

＊

さくら「昨日、かみなりがピカって光って、横に線が出ていたので、おちたと
き の う ひか よこ せん

思いました。」

『かみなりさま？』

さくら「横に、きいって線ができたから、おちたと思いました。」
よこ せん

『かみなりって、おちてくるんだよね。かみなりさんがおちてくるの？』

（ちがう、電気。）
でん き

『電気がおちてくるの？』
でん き

れいか（入道雲にたまった電気が、かみなりになって、それがおちてくるの。）
にゆうどうぐも でん き

＜ガヤガヤガヤ＞

『もう一回、教えて。』
かい おし

れいか「かみなりぐもの中に、電気みたいのがたまって、それがかみなりにな
でん き

っておちてくる。だから、マンションは高いから、避雷針というのが、棒み
たか ひ らいしん ぼう

たいのがあって、おちてもだいじょうぶなようになっているけど、家にはそ
いえ

ういうのがないから、家におちたら燃えちゃう。そういうのをテレビで見た
いえ も
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ことがある。」

『電気がおちてくるのね。』
でん き

（避雷針って？）
ひ らいしん

『避雷針は、下にある？ 上にある？』
ひ らいしん

（上）

れいか「うん、マンションの上にある。」

こうへい（避雷針に電気が通ったら……。）
ひ らいしん でん き とお

『これがあるとだいじょうぶなの？』

（そう。）

れいか「そこに電気がたまって……。」
でん き

りゅうと（そこから、はねかえって行く。）

『かみなりは、上からくるんでしょう。これ、パキンってはねかえっていくの？』

れいか「たぶん、そうだと思う。」

『かみなりさんが、こう、いるわけね。』 ※かみなりさんの絵を描きました。
え えが

るか（かみなりさんなんていないと思うけど。）

『悪いことをした子に、ドーンとくるんだね。さくらさんが、昨日かみなりを
わる き の う

見たと言うことは、何か悪いことをしたから、かみなりさんからおしおきを
わる

うけたんだな。』

さくら「ちがう～。」

（ハハハハ）

かずき「ちがうでえ、先生。」

こうへい「マンションの電気とかになる。」
でん き

『なる？ これ。』

れい（なると思うよ。）

かずき「かみなりができるのは、水蒸気で水が上に上がって、あついのに、雲
すいじよう き くも

の上で何か知らないけど事情があって。」
し じ じよう

『事情があ。』
じ じよう

かずき「氷になって、氷と氷がぶつかって、静電気ができて、静電気がた
こおり こおり こおり せいでん き せいでん き

まると電気になって、かみなりがきておちる。」
でん き

れいか「かみなりぐもの中で。」

『かみなりさんは、雲にのっているってことだな。』
くも

（ちがうよお）

（ハハハ）

『じゃあ、雲からかみなりが出てくるの？』
くも

（うん）
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『とんがっているから、いた～いと言って、ピョ～ンって？』

（ハハハ）

（避雷針におちて……）
ひ らいしん

『避雷針というところにおちるのね。そして、かみなりさんが、ズクッとささ
ひ らいしん

って、いたいよう～って……。』

（違う、違う！）
ちが ちが

（ハハハ）

『また、分かったら教えて下さい。』
わ おし

＊

いわさ「昨日、図鑑でエイは肺呼吸なのかなと思って調べてみると、おなか
き の う ず かん はい こ きゆう しら

がわに小さいエラというあながあって、そこから息をだしているから、エラ
いき

呼吸かなと思いました。元気です。」
こ きゆう げん き

『おなかにエラがあるの？』

いわさ「そう、ここらへんに。」

＊

ななこ「昨日、金木犀を調べたら、金木犀は、実がならないと書いてあったの
き の う きんもくせい しら きんもくせい み

でびっくりしました。」

『実がならない？』
み

ななこ「書いてあった。」

『実がならなかったら、花から実がならないの？』
み み

りょうた（そうなら、どうやってタネを植えるの？）
う

かずき（おそらく花の中に入っているんじゃない？）

れいか（ヒマワリみたいに入っているんじゃないの？）

『花の中に？ でも、タネがならないんでしょう？』

りゅうと（小さいつぶみないの。）

ななこ「わからない。」

『実がならないってことは、タネがならないってことでしょう。……金木犀は、何
み きんもくせい なに

を植える？』
う

りゅうと（アサガオと同じなんじゃない？）
おな

（実はなるでえ。）
み

『アサガオは、実がならない？』
み

れいか（ヒマワリもならなかった。）

『ヒマワリは、ならなかったあ？』

れいか（ヒマワリは、タネができるけど、実がならない。）
み

『何でだろう。実がならないのはふしぎだなあ。』
なん み
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ことばの広がり

ふしぎなものです。

わずか数分間の間に、たくさんの知識が引き出され、そして、つながっ

ていきます。

雷の仕組みについて、れいかさん、かずきくんは、いつどこでこんなこ

とを知り、そして、この瞬間に思い出すことができたのでしょうか。

前日の 14 日の朝に、ななこさんが話題にした金木犀。今朝は、ゆうけいくん

が実物を持ってきてくれて、その素敵な香りの中、話が広がりました。

いわさくんのエイの肺呼吸は、２日前の生活科の授業で話題になったカ

メのブーちゃんの呼吸が肺呼吸であるということ、そこからつながり、前

日の日記で調べたことがもとになっています。

知識とは、紙にまとめて書く段階から、活用して伝えることができる段

階になってこそ、意味があります。

ななこさんの金木犀が実がならないことへの気づき、すてきなことです。

ななこさんの気づきも、日記での調べ学習から生まれています。

りょうたくんが言った「そうなら、どうやってタネを植えるの？」とい
う

う言葉には、これまで授業で学習してきた様々な植物の生態が隠れていま

す。確かな知識をもとにした言葉です。こういう「はてな？」が出る瞬間、

言葉はスッと子どもたちの中に入っていきます。

りゅうとくんとれいかさんが、タネと実の違いについて、大きな気づき

を表しています。すぐに答えは出さなくても、この後、じっくりみんなで

学習していきたいと思います。

「答え探し」ではなく、

これまでの知識を生かしての「疑問探し」

不思議さの共有、

おもしろさの実感、

そうしたものが、子どもたちの大きな成長、

学びの深まりの土台となっていることを感じます。

知識の生産とは、こうした時間の中で、話し合いの中で、じっくり行わ

れていくのではないかと思います。子どもたちの姿を見ながら、そう教え

られました。 （沼澤）

この時間に生まれた疑問、分かったことをもとにして日記での調べ学習が自

然と行われて行きます。思考の継続が、どんどん学びを深めていきます。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６４ １２月９日（水）

金 木 犀
き ん も く せ い

金木犀がいいにおいを教室中に運んでくれます。
きんもくせい きようしつ はこ

すてきなすてきな花です。でも、かなり秘密がありそうです。
ひ みつ

めかぶは、おばなとめばながべつべつのかぶにつくしょくぶつのうち、

めばながつくかぶのことです。

きんもくせいは、中国でできたしょくぶつなので、おかぶしか日本には

いってきていません。中国には、めかぶはあります。めかぶより、おかぶ

のほうが花がきれいだからです。 10/15（梅田ひなさん）

めぶがなければ、こまっちゃいますね。

きんもくせいのかんじは「金木犀」でした。このせいは、きんもくせい

のせいとかしかつかいません。

あきにあまいかおりの花をさかせる。モクセイのなかまのじょうりょく

じゅ。たかさ３～６ｍ。げんさんちは中国。めかぶとおかぶがあるが、日

本にはおかぶしかないので、みはできないといわれています。花は、ふつ

ううすだいだいだが、まれに白い花をつけるものもある。

「じょうりょくじゅ」をしらべます。じょうりょくじゅは、１ねんじゅう

みどりのはをつけている木。はんたいは、らくようじゅといいます。金も

くせいは、たねがなくてもさしきでふやせます。

「さしき」しょくぶつの中には、きりとったくきやはっぱをしめった土に

さしておくだけで、やがてねをだしてそだつものがあります。こうしてふ

やすほうほうをさし木と言います。 10/16（石原るかさん）

さし木とは、ふしぎなほうほうですね。

きんもくせいは、おかぶしか日本にはいっていないので、はながさいて

も、たねはできません。さしきでふやします。

さしきとは、しょくぶつのくきやえだの一ぶを切りとって土の中にさし、

ねをださせてふやすこと。 11/16（梅田ひなさん）
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どんなしょくぶつでも、さし木でふやせるのかな？

きょう、金もくせいの花がきれいで、いいにおいなことをクラスのおと

もだちがきょうしつにもってきてくれたので、はじめてこんな花があるこ

とをしりました。うちのきんじょにもありました。とても大きな木で、あ

まいかおりがただよっていました。

うちにかえってから、金もくせいと、銀もくせいがどんなちがいがある

かしりたくて、ずかんをみたら、中国からきた花で、つぼみのときからあ

まいかおりがして、花の色を金にたとえて金もくせいというなまえがある

とかいてありました。銀木せいは、あわい黄色をおびた白い花を銀にたと

えて、この名まえがあるそうです。あまいかおりがするのは、金木せいと

おなじです。ゆうけいくんがもってきたのは金木せいよりもうすい色だっ

たけど、銀木せいよりは色がこいからなんでだろう？ 10/16（片桐れいなさん）

つぼみのときからにおいをだしているのですね。

きょう、はづきちゃんとゆうけいくんがきんもくせいをもってきたので、

きょうは、きんもくせいのことをかきます。じしょにはのっていなかった

から、ずかんをみたらこうかいていました。キンモクセイ、おばなとめば

ながありますが、にっぽんにはおかぶしかないといわれています。はなは、

よいかおりがします。おかあさんが、きんもくせいのことをしらべてくれ

ました。はながうつくしく、かおりがいいので、にわやこうえんなどにう

えられます。しゆういしゅで、にっぽんには、おかぶのみがはいっていま

す。ひんしゅによって、はないろがちがい、はなのしろいものがギンモク

セイ、たんおうしょくのはなは、ウスギモクセイ。いずれも、くうきがき

たないところでは、はなをつけません。

しゆういしゅ おかぶとめかぶがべつべつのしょくぶつ。

ひんしゅ（品種） おなじさくもつや、かちくなどを、そのとくちょ

うによってわけたもの。しなもののしゅるい。

たんおんしょくは、うすきいろのことです。キンモクセイのほかにも、

ギンモクセイや、ウスギンモクセイがあるっていうことがわかりました。

キンモクセイや、ギンモクセイや、ウスギンモクセイは、においがちがう

のかなとおもいました。 10/16（大関ようこさん）
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空気がきれいなところでしか花がさかないなんて、すごいですね。

キンモクセイの花がさいているところは、きれいな空気のあるところなので

すね。

きょう、おばあちゃんに金木せいがおにわにあるかきいてみたら、ある

っていってくれて、そとにでてとりにいって、においをかいでみたら、い

いにおいがして、あきいろいろなとこにずーっとひろがって、あきだけし

かにおいがでないとおもいました。

金木せいをじてんで２つしらべてみました。１つはずかんで、２つめは

きせつのずかんです。

まず、ずかんからしらべてみました。

金木せいは、おかぶとめかぶがあります。日本には、おかぶしかないと

いわれています。花は、いいかおりがします。それで、そんなにじてんに

いいかおりとかいてあったので、かんしんしました。

つぎは、きせつのずかんをしらべてみました。

金木せいは、白しょくの花をつけるぎんもくせいのへんしゅです。イチ

ョウとおなじように、おかぶとめかぶがありますが、めかぶは、げんさん

ちのちゅうごくから日本へ入ってきてないといわれています。

それで、わたしはおもったけど、土木せいってあるのかな？

10/16（下谷ゆうきさん）

２つのじてんでしらべているのですね。すごいです。

そして、おもしろい！ 土木せいは、これからできるのかもね！

今日、金木せいをしらべました。すると、10 月ぐらいに金木せいがさ
くそうです。金木せいには、おかぶとめかぶの木があり、中国から日本に

入ってきたのは、花が多く香りの多いおかぶの木ばかりです。だから、実

はなりません。日本では、さし木をしてふやしていきます。

サツマイモは、すずしい地方では、めったに花がさきません。なので、

種はできにくいです。ふつうは、なえからふやします。

10/16（喜多あやねさん）

おかぶのほうが、いいのですね。だから、おかぶばかりなのかあ。

きんもくせいをしらべてみたら、ちゅうごくから日本にやってきました。
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日本は、おかぶしかありません。だから、お花しかさきません。

さつまいもは、たねはありません。さつまいもからめやねがでて、めか

らさつまいもができます。このさつまいものことを、たねいもといいます。

だけど、ふしぎなことがあります。いちばんさいしょのさつまいもは、ど

こからうまれたんだろう。にんげんもどこからきたんだろう。

むらさきいろのさつまいもが、いえにありました。あしたがっこうにい

って、みんなにみせようとおもいます。ほかに、白やきいろ、オレンジの

さつまいもがあるらしいです。 10/16（浦はなさん）

いちばんさいしょは……………どうなのかなあ？

金木せいの漢字は、こういうふうに書きます。金木犀と書きます。おか

ぶとめかぶを調べてみたら、イチョウもありました。イチョウは、お花だ

けがさくおすの木（おかぶという）、め花だけがさくめすの木（めかぶと

いう）に分かれている。実のギンナンは、めかぶにだけなります。ほかに

も、ヤナギにもおかぶとめかぶがあります。イチョウとヤナギは、おかあ

ぶとめかぶ両方あるのに、金木犀は、おかぶだけ。でも、残念ながら金木

犀のたねのことはのっていませんでした。続きは、また今度です。

10/16（長尾ななこさん）

金木せいだけでなく、ヤナギもイチョウもおかぶ・めかぶなのですね。

きょうは、金木せいをしらべてみました。金木せいには、なかまがあり

ます。ぎん木せいや、うすぎん木せいなどがあります。あきになると、よ

いかおりの星のような小さい花をたくさんさかせます。花びらは、４まい

です。おかぶとめかぶがあります。日本には、おかぶしかないといわれて

います。にわによくうえられています。花をたくさんさかせるためには日

あたりのいいところにうえるといいそうです。金木せいのいいにおいもす

るし、ぼくがすきなハローウィーンもあるし、あきっていいな。

11/16（加藤あらたくん）

日あたりのいいところ………そういえば、毎朝見

てくる金木せいは、日あたり

のいいところにあります。とってもいかおりです。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６５ １月７日（木）

金木犀

10 月 16 日（金）、５時間目、いろんな発表がありました。その中で、はづ
きさんとゆうけいくんの金木犀の発表から。

＊

はづき「金木犀は、近くの公園でとりました。」

ゆうけい「この金木犀は、ぼくの家のトイレの近くでお母さんが見つけました。

お母さんがとってくれました。」

あらた「何で、２つ色が違うんですか？」

はづき・ゆうけい「……………」

あおい「その金木犀は、できたばかりだからオレンジなんですか？」

はづき・ゆうけい「……………」

ゆうき「何で、これとこれは花びらの数がちがうんですか？ こっち３まいで、

こっちは４まいだった。」

（ええ？）

『花びら４まい？』

ゆうけい「だいたい４まい」

ひな「金木犀には、めかぶとおかぶがあって、おかぶは、日本に入ってきてい

るけど、めかぶは、まだ中国にある。」

『これは、どこからきたの？』

ひな「中国。」

『おかぶが、中国からきたのね。めかぶは、きていないの？』

ひな「まだ。」

『中国からまだきていないの？ おかぶしかないの。』

ゆうけい（これ、おかぶってこと？）

『これは？』

ひな「たぶん、おかぶ。」

『じゃあ、めかぶはないのね。』

ひな「めかぶよりおかぶのほうが花がきれいだから。」

『どっちがおかぶ？』

ともや（はづきちゃんのほう！）

『えっ？ こっちがおかぶ？』
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ゆうけい（そんなわけない）

『どうして？』

ゆうけい「だって、日本にあるのがおかぶやろう。」

なわて（めかぶがないから、どっちもおかぶなんじゃない。」

ゆうけい「ぼくもそう思う。」

『どっちもおかぶ？』

なわて（色がちがっても、木がちがっても、どっちもおかぶだと思う。）

『ともやくん、それでいい？』

ともや（うん）

『そうか、そうか。』

まなと「おかぶとめかぶがありますが、日本には、おかぶしかないと言われて

います。」

『めかぶは、中国からきていないのね。金木犀に男の子と女の子があったら、

日本には男の子しかいないわけね。』

しょうひ「まだ、めかぶは中国にある。」

はづき「私の家の近くの公園に金木犀があります。いつもこのきせつになると、

いいかおりがします。金木犀は、モクセイか、たかさは４～８ｍ、かい花じ

きは、９～ 10 月、げんさんちは中国です。とくちょうは、つぼみのときか
らあまいかおりがします。花色を金にたとえて、このなまえがあります。金

木犀のなかまでギンモクセイもあります。」

（ギンモクセイ？）

『金と銀のギンだなあ。』

（ドウモクセイもあるの？）

はづき「それは、色がちがいます。」

るか（じゃあ、ギンモクセイと金木犀かもしれない、それ。）

はづき「あわい黄色をおびた白い花を……………」

こうへい（ギンモクセイもちょっとだけいいかおりおがする。）

はづき「銀にたとえて、この名まえがあります。あまいかおりがします。金木

犀は、いいかおりがするので、おかあさんのこうすいみたいでした。」

※はづきさんは、14日に書いてきた日記を読んでくれました。

『日本には、おすのかぶしかないんだから、この花は、何の花？ お花？め花？」

（お花）
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『めかぶのほうにある花は？』

（め花）

『２つがいっしょになってタネができるんだったね。これで、こまったことは

ないですか？』

あらた「おかぶとめかぶがないと、タネができないのに、何でさいているのか

な？」

りゅうと（ここまで、とどくんかな？）

なわて（もしかしたら、中国からタネをもらっている。）

はるな「おかぶしかないのに、なんで。」

『なんでだろうねえ。タネができないそうです。あらたくんが言うように、ど

うやってふやすんだろう？』

なわて「中国からタネをもらってくるんじゃない。」

かずき「日本のタネをつくっている人たちの子どもが、クリスマスのとき、サ

ンタさんから毎回毎回金木犀のタネをくださいって、もらっている。」

『タネがないからどうやってふやすのかわからないね。さっきのサツマイモは、

タネがあるの？』

（ある）

はるな（タネでできるの。）

『サツマイモのタネを見たことある人？ どこで見た？』

はるな「サツマイモほりに行ったときに、ニンニクみたいのがあって、おじさ

んに、これ何ですかって聞いたら、サツマイモのタネですって。」

（きゅうこんじゃない？）

ともや「公園で、なんかいっぱいおいてあった。」

（たまねぎみたい？）

『どのくらい？』

はるな「このくらい。」

（きゅうこんや）

（きゅうこんやと思う。）

『サツマイモをうえるの？』

（うん）

『えええ？』

ひな「めかぶとおかぶは中国でできて、それで、おかぶが入ってきて、めかぶ

が入ってきていないから、なんでかなと思った。」

るか（戦争とかで、うらみをもって、もってこないとか。）
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『そう？ りょうほうもってくればいいのにねえ。』

（めかぶより、おかぶのほうが、花がきれいだから）

『めかぶより、おかぶのほうが、花がきれいだから、おかぶだけつれてきたの

ね。そうしたら、タネがならないじゃない。』

るか（戦争の前に、花がきれいなおかぶだけもってきた。）

こうへい「金木犀は、だいたい９月から 11月のあいだにさく。」
『でも、かわいそうだなあ、これ。タネがつけられないのかあ。』

朝の健康観察から 10/17

しもたに「きのう、おばあちゃんに金木犀あるって聞いたら、あるって言った

ので、そこにとりに行きました。元気です。」

※しもたにさんのもってきてくれた金木犀が、とってもいいにおいです。

＊

るか「きのうの先生のしつもんは、さし木っていうもので、木を切って水につ

けて、土に入れて何日かしたら、ねっこが生えてそだつってかいてありまし

た。」

『何の話？』

るか「金木犀は、タネじゃなくて、さし木をする。」

『さし木って？ さす木って書くの。これでふやすのね。あのまま【ペットボ

トルにうえられているもの】生きるのかな？』

るか「水につけて、土の中に入れたら、何日かしてねっこがついてくる。」

＊

はるな「きのう、サツマイモを家でしらべてきたら、サツマイモは、ねっこは

えいようがないからくさるけど、でも、おいもはぜったいくさらないと書い

てありました。」
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６６ １月７日（木）

金木犀のにおいのひみつ

金木犀はどうしていいにおいを出すのかな？

アサガオは、どうしてにおいを出さないのかな？

金木せいと銀木せいのあいだの木せいるいの花をしらべたら、ウスギ木

せいがありました。これは、銀木せいのへんかしたもののようです。銀木

せいより、はがすこし小さくて、はばはややひろい。花が黄白色（クリー

ム色）。銀木せいよりも花がやや大きい。かじつは、ながさ２ｃｍのだえ

んけいで、５月ごろにくろかっ色にじゅくします。オリーブのみによくに

ているなあとおもったら、花のさきかたもオリーブの花とよくにていまし

た。オリーブはオリーブぞく、金木せいは木せいぞくだけど、木のしゅる

いとしては、しんせきなのかもしれないよ。木せいるいには、ほかにヒイ

ラギ、ヒイラギ木せい、しまもくせい、おお木せい、りゅうきゅうもくせ

いなどがあるよ。みがつかないのは、銀木せいと、金木せいだよ。あとは、

みがなるんだよ。金木せいの花を白ワインにつけこんだおさけで、あまく

ていいかおりがする中国の「けいかちんしゅ」というおさけがあるんだよ。

それぞれのはっぱにもちがいがあって、ギザギザがあるはっぱもあってび

っくりしました。

金木せいは、どうやっていいにおいをだすのかな。とおい中国のめかぶ

をおもって花をさかせるのではないでしょうか。いいえ、ちがいました。

金木せいの花のにおいせいぶんのガンマーデカラクトンには、虫をさける

こうかがあるそうです。虫にたべられてしまわないためのみをまもるため

のにおいだったんだね。おどろきました。

アサガオは、どく草のしゅるいで、においがなくても虫にたべられない

からにおいをだすひつようがないんだとおもいます。 10/17（片桐れいなさん）

においのひみつですね。すごいね！

金木犀は、虫を引きつけるために、いいにおいがします。なぜ、虫を引
ひ

きつけるかというと、たぶん昆虫によって花ふんを運ぶからだと思いま
こんちゆう はこ

す。でも、日本には、おかぶしかないからどこに運ぶのかな？
はこ
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なぜ、朝顔はにおいがしないのかというと、虫を引きつけなくてもいい
ひ

からだと思います。朝顔は、つぼみのうちに、

①おしべ・めしべがのびて、

②おしべが、めしべに追いつき、
お

③花ふんが、めしべにつく

という自家受ふんだからです。
じ か

ほかの花ふんの運ばれ方は、
はこ かた

①風→松・杉・とうもろこしなど
まつ すぎ

②水→クロモ・キンギョモなど

③鳥→ツバキ・サザンカなど

≪葉っぱひろい≫
は

買い物に行く道で、いろんな葉っぱを見つけました。まずはじめに金木
か もの みち は

犀の葉っぱをとりました。花はいいにおいがするけど、葉っぱはあんまり
は は

いいにおいがしませんでした。

次に、ハナミズキを見たら、春とはちがい、紅葉して赤い実ができてい
はる こうよう み

ました。あと、小さい小さい 紫 の実がたくさんついているのと、白っぽ
むらさき み

い実がついているのを見つけました。
み

帰ってから名前が分からないので、植物図かんの「秋の野草」で探し
かえ しよくぶつ あき や そう さが

たら２つともすぐ見つかったので嬉しかったです。コムラサキとシロシキ
うれ

ブでした。最後に柿がなっている木があったので、まだ紅葉していない緑
さい ご かき こうよう みどり

の葉っぱを母に背のびをしてとってもらいました。 10/18（長尾ななこさん）
は せ

朝顔は、自分のおしべの花ふんを自分のめしべにつけて花をさかせることがで

のですね。

金木犀は、虫をよぶためにいいにおいをだして、花ふんをおしべからめ

しべまで、はこんでもらいます。アサガオは、つぼみのときに、めしべは

上で、おしべは下ですが、つぼみのあいたよるからあさのあいだに、おし

べがめしべをおいこしてめしべが下でおしべが上になって、おしべがめし

べに花ふんをつけてたねができるから、いいにおいで虫をよばなくていい

からにおいがしないけど、本とうはアサガオにもちょっとだけにおいがあ

ります。 10/18（石原るかさん）

じぶんでじゅふんするじかじゅふんですね。
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きんもくせいのいいにおいは、花ふんをはこばせるため。花ふんをはこ

ぶ虫はきまっています。きん木せいの花のにおいのせいぶんの１つガンマ

ーデカラクトンには、虫をさけるこうかがあります。このにおいがへいき

なのは、ホンヒラタアブというあぶです。このあ

ぶだけが、金木せいの花につくので、開花きかん

のながくないきんもくせいの花は、アブがじゅふ

んしてくれることにより、こうりつてきにじゅふ

んができる。

じゅふんとは、おしべのかふんが、めしべの柱

とうにつくこと。

10/17（梅田ひなさん）

金木せいとホンヒラタアブは、お友だちですね。

今日、おとうさんと北ほりこうえんに、はっぱをみつけにいきました。

みつけたはっぱは、シダレザクラ、大でまり、かし、かつらです。あとの

はっぱは、ずかんでしらべてみてものっていませんでした。とおくにいて

も金木せいのにおいはしたけど、ちかくにいるとにおいがきつすぎてくさ

かったです。 10/18（北畑けいすけくん）

いいにおいでも、つよすぎるとくさくなるのですね。

きんもくせいのにおいは、いいかおりだけど、虫にとってはいやなにお

いだそうです。「か」もこのにおいがきらいだから、きんもくせいのかお

りをうでにつけると「か」にさされません。わたしは、いいにおいだけど、

虫にとっては、きらいなのかなとおもいます。 10/18（浦はなさん）

かもよってこないのですね。

金木犀は、じゅひがサイのひふににていることから名前がつけられたモ

クセイ。金木犀は、そのなかまのうちでもっともにおいがつよく、ジンチ

ョウゲ、クチナシとともに３こう木といわれています。しゆういしゅで、

日本ではみがならないおかぶがひろくうえられています。 10/17（宮崎ゆりこさん）
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ジンチョウゲとクチナシは、どういうにおいかな？

金木せいのにおいで、もんしろちょうはにげていきますが、ハナアブと

いう虫は、このにおいが好きです。このハナアブは、中国ではおかぶから

めかぶへとかふんをはこんでいきます。 10/17（喜多あやねさん）

日本では、どこにはこんでいくのかな？

今日、じてんしゃではしっていると、金もくせいがありました。金もく

せいは、おれんじいろの小さなはながたくさんさいています。あまくてい

いにおいがしました。そんなにいいにおいなら、虫がたくさんあつまって

きそうです。 10/17（河田せりあさん）

とてもいいにおいですよね。

金木せいは、どうしていいにおいをだすのかしらべました。小さい花は、

虫に見えなかったりするから、いいにおいを出して虫にみつをすいにきて

もらって花ふんをはこんでもらいます。

アサガオは、花が大きいからにおいをださなくていいんです。虫が見つ

けられるからです。だから、金木せいは、花が小さいからいいにおいを出

します。アサガオは、花が大きくて目立つのでにおいを出さなくても虫が

やってきます。ぼくは、そうおもいました。 10/18（高橋こうへいくん）

花の大きさで、こういうふうに考えられるのは、すごいです！

金木せいがいいにおいをするわけは、２しゅるいかんがえられます。

①じゅふんをするときに虫のたすけをかりるため、いいにおいで虫をひき

つけるから。

②くすの木みたいに、花はさかないけど虫をさけるために虫のきらいなに

おいを出すから。

金木せいは、②のほうだとおもいます。ずかんにはのっていなかったの

で「りっとうししぜんかんさつの森」でしらべました。

10/18（平ゆうけいくん）

２つのりゆうがありそうですね。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６７ １月７日（木）

秋

金木せいをしらべてみました。金木せいは、「しゆういかぶ」で、日本

ではおかぶしかなく、おしべが２本とふかんぜんなおしべをもちます。「し

ゆういかぶ」の「しゆう」は、かん字で「めすとおす」とかきます。

金木せいのにおいが、どうしていいにおいなのかしらべてみたけど、の

っていませんでした。自分でかんがえてみました。わたしは、ちかくの花

に虫がとまったら、「こっちにも花があるよ」といっているんだと思いま

す。それで、虫がそのにおいにつられて、金木せいのばしょにいったりす

るんだと思います。そにために、においをだしているんだと思います。金

木せいにも、いろんなはたらきがあるんだと思います。

さつまいもをしらべてみました。さつまいもは、たねではなく、なえか

らつくります。なんまいかのはがついたツル（くき）を土にさして「不定

根」をはっせいさせるとかいてありました。さつまいものめは、くぼみや

はしのほうからでてきますが、うえつけには、めが 20ｃｍから 30ｃｍに
のびたころ、たねいもからきりはなし、土にふせます。ふしから出たねに

いもができ、せい長していきます。

わたしたちが食べているさつまいもは、太った「ね」であることがわかりま

した。 10/19（縄手れいかさん）

ねっこを食べていたのですね。

きょう、ぼくのいえにいる「ぜにガメ」の子が、ぼくのべんきょうして

いるところを、じーっと見ていました。カメは、はいこきゅうです。

アサガオは、じかじゅふんだから、じぶんでじゅふんするので、虫をに

おいでよばなくていいからです。

「キンモクセイのなかま」の花は、合弁花で、ほとんどが先に４つにきれ
ごうべん か

こんでいます。がくは、つつじょうで先が小さく４つに切れこむ、花には

よいかおりがするものが多い。 10/17
ハトムギは、いねかのしょくぶつです。花がさくのは８月～ 10月です。

みがなるのは９月～ 10月です。キンカンは、みかんかのいつもはっぱが
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みどり色のひくい木のことをまとめて「キンカン」といいます。よしのザ

クラは、バラか。さくらぞくのしょくぶつのうち、ウメ、もも、あんずを

のぞいたものの、まとめたいいかた。10/18 （三輪けいたくん）

いろんな発見があるのですね。

きょう、ひらいしんをみました。

かみなりがおこるしくみ

せきらんうんの中では、はげしい上しょう気流と下降気流がおこってい

ます。小さな氷のつぶや、あられがぶつかりあうことで、電気が発生し、

かみなりが発生します。せきらんうん（にゅうどうぐも、かみなりぐも）

らい雨やひょうなどをふらせるくもです。まっすぐ上にはったつしたとき

には、10 ｋｍいじょうにまでとどくこともあります。ちょう上は、氷の
つぶからなっていて、平らであることが多いです。10/19（梅田ひなさん）

せきらんうんという雲の上にかみなりさまがいるの？ あれ？

おすの花からめすの花にかわるのは「やつで」のことでした。

キンモクセイは、「しゆういしゅ」で、日本にはおかぶだけが入っていま

す。花の白いものがギンモクセイ、うすいきいろの花はウスギンモクセイ

といいます。空気がきたないところでは、花はつきません。

「しゆういしゅ」おばなとめばなが、それぞれべつのかぶにつき、おばな

がつくかぶをおかぶ、め花がつくかぶをめかぶといい、このような花のつ

きかたをするもの。 10/19（西田あかりさん）

イチョウもしゆういしゅですね。

19日朝の健康観察から
なわて「前にさつまいものことをしらべたら、さつまいもは太い根っこって書

いてあった。」

『根っこ？』

なわて「だから、根っこを食べていることになる。」

『さつまいもは、たねじゃなくて根っこね。』

＊
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ゆりこ「キンモクセイは、工場とかのあるところではそだたなくて、いなかと

かそういうとこしかそだたないので、空気がよげれているところでは、キン

モクセイがぜんぜんないので、キンモクセイで空気がよごれているか、よご

れていないかがわかるとずかんにかいてあったので、びっくりしました。」

『空気のよごれがわかるのか。』

ようこ（よごれているところでは、花をつけないの。」

※ ふとしたときにでるこうした話題……「考える」ということは、こうした

思考の継続からうまれるものだと思います。

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６８・１６９ １月７日（木）

金木犀のにおい

『このあいだ、はづきさんとゆうけいくんが金木犀の発表をしてくれました。

金木犀は、おかぶとめかぶがあって、おかぶのほうにお花があって、それが

とてもいいにおいを出しました。ひなさんが、原産地が中国だよって言って

いました。めかぶは、日本には？』

（な～い）

るか「それは、むかしの話で、今はめかぶが日本にきているかもしれない。」

『そうかもしれないね。』

あらた（先生、「言われている」だから、本当はないかもしれないけど、ある

かもしれない。）

『そうだな。ふやすときは、さし木でふやすって言ってたね。いっしょにさつ

まいもを発表したのは……たねは、どうなるのって話だったね。ねっこだよ

ってなわてさんが話してくれたね。今日は、金木犀のにおいについて調べて

きた人がいるので、そのお話をしてもらおうかなと思います。』

こうへい「金木せいは、どうしていいにおいをだすのかしらべました。小さい

花は、虫に見えなかったりするから、いいにおいを出して虫にみつをすいに

きてもらって花ふんをはこんでもらいます。

アサガオは、花が大きいからにおいをださなくていいんです。虫が見つけら

れるからです。だから、金木せいは、花が小さいからいいにおいを出します。
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アサガオは、花が大きくて目立つのでにおいを出さなくても虫がやってきま

す。ぼくは、そうおもいました。」

『金木犀のいいにおいは、何のため？』

こうへい「いいにおいは、小さな花だから虫にここにあるよって知らせるため。」

『小さな花だから……だれに教えるの？ これ。』

こうへい「虫に。」

りゅうと（花ふんをはこんでもらうのかな。）

『ああそうかあ。アサガオは？』

こうへい「アサガオは花がこれぐらいで、虫にも見えるからにおいを出さない。」

『虫のためにね。』

＊

はな「きんもくせいのにおいは、いいかおりだけど、虫にとってはいやなにお

いだそうです。」

『えっいやなにおい？ いいにおいじゃないの？』

はな「かもこのにおいがきらいだから、きんもくせいのかおりをうでにつける

とかにさされません。わたしは、いいにおいだけど、虫にとっては、きらい

なのかなと思います。」

『いやなにおいなの？』

（ええ？）

（いやなにおい？）

こうへい（だけどよってくる。）

『どうして？』

あやね「ハナアブは、そのにおいが大すき。」

『だれが？』

あやね「ハナアブ」

こうへい（アブって、ハチみたいなの）

りゅうと（かまれるといたい。）

『ハナアブには、いいにおい。じゃあ、ほかの虫には？』

（いやなにおい）

ともや（人間にとってはいいにおいだし、ハナアブにとってもいいにおいだか

ら、人間とハナアブはにている。）

なわて（もしかしたら、動物にもいいにおいかもしれない。」

ゆうけい「さっきこうへいくんが言っていたから、いやなにおいはしないって

言っていたけど、はなちゃんのずかんやったら、いいにおいがしないって。」

『どっちなんだろう？ ハナアブには、いいにおいなのね。ほかの虫はいやな
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のね。「きんもくせいのかおりをうでにつけると、かにさされません。」とい

うことは、かが、』

（こない）

『こないってことかあ。』

ともや（金木犀のかおりがいやだからこない！）

ゆうけい「じゃあ、虫よけみたいなもの。」

ひな「きんもくせいのいいにおいは、花ふんをはこばせるため。花ふんをはこ

ぶ虫はきまっています。きん木せいの花のにおいのせいぶんの１つガンマー

デカラクトンには、虫をさけるこうかがあります。このにおいがへいきなの

は、ホンヒラタアブというあぶです。このあぶだけが、金木せいの花につく

ので、開花きかんのながくないきんもくせいの花は、アブがじゅふんしてく

れることにより、こうりつてきにじゅふんができる。じゅふんとは、おしべ

のかふんが、めしべのちゅうとうにつくこと。」

『何かせいぶんがあるんだね。ガンマ何？』

ひな「ガンマーデカラクトン」

『からそうだなあ。これが、虫はいやなのね。ひなさんはホンヒラタアブって

いったけど、さっきあやねさんが言ったのはハナアブ。アブのいっしゅなん

だろうなあ。』

＊

るか「金木犀は、虫をよぶためにいいにおいをだして、花ふんをおしべからめ

しべまで、はこんでもらいます。アサガオは、つぼみのときに、めしべは上

で、おしべは下ですが、つぼみのあいたよるからあさのあいだに、おしべが

めしべをおいこしてめしべが下でおしべが上になって、おしべがめしべに花

ふんをつけてたねができるから、いいにおいで虫をよばなくていいからにお

いがしないけど、本とうはアサガオにもちょっとだけにおいがあります。」

『アサガオがにおいがないのは？ さっきは、見えるからって。』

るか「アサガオは、虫たちがいらないから、いいにおいがしなくてもいい。」

『自分でかってにじゅふんしちゃうのね。』

るか「うん。」

『そういうのを何て言う？』

（……………）

ななこ「金木犀は、虫を引きつけるために、いいにおいがします。なぜ、虫を

引きつけるかというと、たぶん昆虫によって花ふんを運ぶからだと思います。

でも、日本には、おかぶしかないからどこに運ぶのかな？」

『何？ もう一回、そこを読んでみて。』
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ななこ「でも、日本には、おかぶしかないからどこに運ぶのかな？ なぜ、朝

顔はにおいがしないのかというと、虫を引きつけなくてもいいからだと思い

ます。朝顔は、つぼみのうちに、

①おしべ・めしべがのびて、

②おしべが、めしべに追いつき、

③花ふんが、めしべにつく という自家受ふんだからです。

ほかの花ふんの運ばれ方は、

①風→松・杉・とうもろこしなど

②水→クロモ・キンギョモなど

③鳥→ツバキ・サザンカなど。」

『さっき、自分でかってにつくのは？』

ななこ「じかじゅふん」

『載っている？』

※ 国語辞典で探しました。

『自分の家って書くよ。「じか」ね。』

（ない！）

（自家）

（自家受粉ってなかった。）

（自家あった。）

かずき「他人とはちがう。自分じしん。」

『自分のことね。』

りょうた「自分とまわりをはっきりくべつさせるための自分。自分じしん、ま

た、自分じしんにたいするいしき。」

『花ふんのはこばれかたってあったけど、花ふんは、ふつうはとんでいくんだ

よね。でも、とんでいかなくても、３つほうほうがあるって。１つは、』

ななこ「風、松・杉・とうもろこしなど。」

『風でとんでいくんだって、花ふんが。』

ななこ「水、クロモ・キンギョモなど。」

『水で花ふんがとんでいく？』

ななこ「鳥→ツバキ・サザンカなど。」

『鳥が花ふんをはこぶって、どういうこと？』

（口にくわえていく。）

（足とかにくっついて、上をとんだときにポトンとおちるとか？）

『自家受粉というのは、かってに自分で花ふんがくっつくのだそうです。だか

ら、鳥をよんだりいいにおいをだしたりする必要がないんだって、アサガオ
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は。みんな、アサガオの花を手でやぶって見たでしょう。おしべと、めしべ。

１本だけだったのは、何だった？』

（めしべ）

『めしべの先を何て言った？』

（柱頭）
ちゆうとう

『ちゅうとうって言ったね。そこに花ふんが自分でついちゃうんだね。こっち

【金木犀】のほうは自分でつけられないから虫や鳥につけてもらうんだ。で

も、こっちはハナアブとはホンヒラタアブにしかいいにおいじゃないんだ。

あとの虫とかは、いいにいじゃないからよってこないんだ。』

こうへい（だから、アブの多いところだったら、長生きする。）

『どういうところに金木犀が多いかと書いていた人がいたけど、だれだった？』

ゆりこ「いなかとか、しぜんがいっぱいの、ガソリンとか工場とかそういうガ

ソリンけいをつかっているところは、金木犀はさかない。」

『どういうところにさくの？』

ゆりこ「いなかとか、しぜんがいっぱいのところ。」

りょうた（森とか？）

ゆりこ「うん！ 赤ちゃんの病院の近くに山があって、その山のところに金木

犀がさいていて、いいにおいがする。」

『赤ちゃんが生まれた病院のところに、金木犀がさいていたの？』

ゆりこ「うん、山があるから。」

『自然がいっぱいだったんだ。いいところだね。』

ようこ「金木犀がさくところは、空がうつくしいとか、かおりがいいから公園

にうえられて、空気がきたないところには、うえられない。うえられるとき

もあるけど、花はさかない。」

あらた「金木犀がよくさくところは、日あたりがいいところ。」

『何でだろう？』

あらた「ひなたぼっこみたいなことをするところ。」

『金木犀は、日なたぼっこがすきなんだ。』

ゆりこ「でもさあ、赤ちゃんの病院の山のところさあ、あんまり日があたらな

いのに、いっぱいさいている。」

『いっぱいって、どのくらい？』

ゆりこ「森中にさいている。」

『あと、金木犀のなかまみたいのを調べた人はいる？』

（ギンモクセイ）
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ゆうけい「金木犀がいいにおいをだすわけは、２しゅるいかんがえられます。

①じゅふんをするときに虫のたすけをかりるため、いいにおいで虫をひき

つけるから。

②くすの木みたいに、花はさかないけど虫をさけるために虫のきらいなに

おいを出すから。

金木せいは、②のほうだとおもいます。ずかんにはのっていなかったので「り

っとうししぜんかんさつの森」でしらべました。」

『ゆうけいくんは、どっちだと思う？ いいにおいで虫をよぶためなのか、こ

の虫だけよぶためなのか。』

ゆうけい「虫だけよぶほうかな。」

『この虫だけよぶため。ほかの虫はこないようにね。』

ようこ「ひんしゅによって、はないろがちがい、はなのしろいものがギンモク

セイ、たんおうしょくのはなは、ウスギモクセイ。」

『金木犀とギンモクセイがあるの？』

ようこ「金木犀はふつうの色で、ギンモクセイはちょっとうすい。ギンモクセ

イは、白い花。ウスギンモクセイは、ちょっとうすい黄色。」

『ぜんぶいいにおいがするの？』

ようこ「たぶん、する。」

あかり「キンモクセイは、しゆういしゅで、日本にはおかぶだけが入っていま

す。花の白いものがギンモクセイ、うすいきいろの花はウスギンモクセイ と

いいます。空気がきたないところでは、花はつきません。

しゆういしゅ、おばなとめばなが、それぞれべつのかぶにつき、おばな

がつくかぶをおかぶ、め花がつくかぶをめかぶといい、このような花のつ き

かたをするもの。」

『しゆういしゅってことばがあったけど、これをおぼえているかな？ ７月の

２日にね、【お花のひみつ】って言ってぜんいん書いたんだけど、ことばが

むずかしかったんだけど、こっちがわがアサガオで、両性花といってめしべ

とおじべが１つの花に入っているよって。お花とめ花がそれぞれついている

のが単性花といって、かぼちゃとかだよって。め花しかついてない木と、お

花しかついていない木があるよって。そのときは、わかりやすくめすの木と

おすの木っていったんだけど、今出てきたことばでいうと？』

（めかぶ、おかぶ）

『めかぶ、おかぶと言います。金木犀は、めかぶ・おかぶになります。』
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『３つにわかれるんだね。１つの花におしべとめしべがいっしょになっている

ものと、お花でおしべとめしべがわかれているのと、木でわかれているの。

でもね、これがふしぎで………昨日あかりさんの日記を読んでいて、しつも

んしたんだけど、【おすの花からめすの花にかわるのは、八つ手のことでし

た。】というのは、前の日に【八つ手の花は、日にちがたつと、おすの花が

めすの花にかわります】って』

（えええ？）

『そういうことがあったら……そんなのあるの？』

（ええええ）

※ この後、日記帳に「金木犀のはてな？」を書きました。
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１７０ １月７日（木）

金木犀のはてな？

金木せいのはてな？

①どうして、虫は、においがきらいなの？

②なんで、金木せいは、オレンジなの？

なぜ花のいろはオレンジなのに、かんじで金木せいとかくのかしらべて

みました。金木せいでつくられたおちゃは、けい花茶といって、すきとお

った金色をしています。けい花ちんしゅというおさけも金色をしています。

だから、金色のおちゃだから金木せいとよばれるとおもいます。

ぎんもくせいという花もあります。花いろは、白色です。

きんもくせいの中には、ガンマーデカラクトンというかおりせいぶんが

ふくまれていて、これが虫がきらいなにおいだそうです。

トイレで金木せいのかおりがします。それは、なんでかというと、虫と

かがこないようにするためにあるとおもいます。 10/20（浦はなさん）

おちゃからつけられたなまえですか。おもしろいなあ。

金木せいのはてな？

①どうして、アブのなかまだけいいにおいで、アブいがいのむしはいやな

においなのかな？

②なんで、しぜんがいっぱいなところにしか花がさかないんだろう？

③どうして、アサガオは花が大きいのに、金木せいは花がちいさいんだろ

う？

④どうして、中ごくからきているのは、おかぶだけなんだろう？

⑤金木せいは、じぶんでできなくて、アサガオはできるのかな？

10/20（石原るかさん）

同じ「におい」でも、いいにおいといやなにおいって分かれるのですね。

金木せいのはてな？

①なんで、アブだけにきてほしいのかな？
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②ほかの虫にはきてもらわなくていいのかな？

③なんでアブいがいの虫のいやなにおいを金木せいは出すのかな？

④なんで日本には、おかぶしかないのかな？ なんで日本にはめかぶがな

いの？ 10/20（三輪けいたくん）

アブと話をしてきめたことなにのかな？

金木せいのはてな？

①どうして、にんげんにはいいにおいだけど、ほかのむしにはいやなにお

いなんだろう？

②なぜ、日本にはおかぶしかないんだろう？

③なぜ、アサガオはにおいをださないんだろう？

④なぜ、ぎん木せいは白いろなんだろう？

⑤なぜ、ほかの虫にはいやなにおいだけど、アブにはいいにおいなんだろ

う？

⑥なぜ、しぜんがいっぱいのところにしかさかないんだろう？

⑦なぜ、日あたりがいいところにしかさかないんだろう？

10/20（丸山りょうたくん）

たくさんの「はてな？」すごいです。

金木せいのはてな？

①キンモクセイとギンモクセイとウスギンモクセイは、においがちがうの

かな？

②キンモクセイのしゅるいは、いくつあるのかな？

③ギンモクセイは、なんでちいさいのかな？

④むしは、いやなにおいなのかな？

きょうは、じぶんでかいた金木せいのはてなをしらべてかきます。おか

あさんが、しらべてくれました。

キンモクセイとギンモクセイの花のにおいは、ちがうらしいです。キン

モクセイのかおりは、よくほうこうざいでうっているにおいです。ギンモ

クセイは、もっとまろやかなにおいがするらしいです。わたしも、キンモ

クセイとギンモクセイとウスギンモクセイは、ちがうにおいがするのかな

とおもっていました。

つぎは、キンモクセイのしゅるいは、いくつあるのかなです。キンモク
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セイは、モクセイかのモクセイぞくというしょくぶつの１つです。なかま

には、ギンモクセイ・ウスギンモクセイ・リュウキュウモクセイ・セイラ

ギモクセイ・ヒイラギがあります。 10/20（大関ようこさん）

すてきなにおいだと思います。ヒイラギもなかまなのですね。

金木犀のはてな？

①虫は、金木犀のにおいがき

らいなのは、どうしてかな？

②アブは、どうして金木犀の

においがすきなのかな？

ずかんのところをコピーし

ました。どうして、おすの花

からめすの花にかわるのか

な？

たぶん、さいしょおすの花

についているのが、どんどん

おちて、さいごどんぐりみた

いなのがのこっているので、

さいごにめすの花にかわるの

かな？

10/20（西田あかりさん）

すごい。どうしてこんなことがおこるのかな？

金木せいは、どうしてにおいがするか、ずかんでしらべたけど、のって

いませんでした。ハナアブだけが金木せいによってきて、モンシロチョウ

とかが金木せいによってこないとかいてありました。

金木せいは、おしべだけあって、めしべがないので、たねができません。

だから、虫がこなくてもいいので、つよいにおいをだして、はっぱをたべ

られないようにしているのかな？

10/20（河田せりあさん）

こうして考えられるせりあさんは、すごいと思います。



- 231 -

【コロッケ№１７０】

ツバキって、かん字では

椿
と書きます。

ちょっとおもしろいなあ。

【コロッケ№１７２】

金木せいのはてなのつづきをかきます。

③キンモクセイの花は、なんでちいさいのかをしらべてもかいていなかっ

たから、じぶんのかんがえをかきます。

じぶんのかんがえ① キンモクセイは、においがつよい花だから、あん

まり大きすぎるとにおいがきつくなりすぎて、みんながきぶんがわるくな

るから小さくさいているんだとおもいます。

じぶんのかんがえ② ②キンモクセイは、１つの木にたくさんさくから、

みんながゆずりあって小さくさいている。

④むしにとっては、いやなにおいなのかな？

キンモクセイのにおいのじっけんをみつけました。キンモクセイときく

ゆ
う
け
い
く
ん
の

ツ
バ
キ

ツバキの実

ツバキのタネ
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のなかまのメランポジウムの花をよういし、モンシロチョウがどちらにい

くかのじっけんです。

キンモクセイの花のにおいのつよさは、メランポジウムの３ばいですが、

モンシロチョウは、みんなメランポジウムにいってしまったそうです。キ

ンモクセイの花のにおいせいぶんのガンマーデカラクトンには、虫をさけ

るこうかがあります。でも、このにおいがへいきなのがホソヒラタアブと

いうアブです。このアブだけがキンモクセイの花につくので、かい花きか

んがながくないキンモクセイの花が、アブがせんもんてきにじゅふんして

くれることにより、こうりつてきにじゅふんができます。ってかいてあり

ました。

わたしは、キンモクセイのにおいはいいにおいだから、虫がいっぱいよ

ってくるとおもっていたけど、しらべたら、ゆうけいくんがいっていたこ

とが正しかったのがわかりました。

せんもん（専門） あるぶんやだけをけんきゅうしたり、あるしごとだ

けにたずさわったりすること。また、そのけんきゅうやしごと。

こうりつ（効率） つかったちからと、できあがったけっかのつりあい。

10/22
きょうのあさ、ムスカリのきゅうこんか

らめがでているのをはっけんしました。で

も、はつかだいこんやあさがおのたねのめ

は、みんなふたばだったのに、きゅうこん

からでためは、おこめのめににていました。

きゅうこんをじしょでしらべました。

きゅうこん（球根） ねやちかけいなどが、ようぶんをたくわえてまる

く玉のように大きくなっているもの。ユリ、ダリアなどにみられる。

10/23（大関ようこさん）

さいごまでしらべるところ、じぶんのかんがえでも書けるところ、すごいと

思います。ゆうけいくんの言っていたこともしっかりおぼえていたのですね。

授業だけでなく朝の会や給食の時間などで自然と生まれた会話の中で調べた

内容が伝えられ、共有されていく。その中で新しい「はてな？」が生まれ、個

々の追究が始まっていく。

本来、同時進行で伝えていく役割であった学級通信が、振り返りの役割に変

わっている。


