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多様な目で季節をとらえる

１３．秋はどこから？

植物園で春を感じ、夏を感じる。

京都市府立植物園は、最高の専門家がそろい、季節感いっぱいの植物の世界

を堪能させてくれる。

難しいことなど分からなくても、その世界にどっぷりと浸ることは、子ども

達の感性を高めることになる。

どっぷり浸ったその後で、

季節をさまざまな物を通して捉えさせる。

子ども達は、

秋は、どこから？ 秋を秋でとらえている。

秋さがし 秋をいろんな物や場面でとらえよう

としている。

ユニークで生活色が表れている「秋さがし」のような物の見方を育てていき

たい。

ポイント 秋は、植物園の中にだけあるのではなく、いろんなところに

隠れている ＝ 学習の生活化

比較するもの 春と夏の植物園

視点 季節感を育む

次につなげる視点 １２月頃 冬さがし

３月頃 春さがし
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信コロッケ№１２３・１２４ ９月２５日（金）

秋は、どこから？

休みが明けて、急に涼しくなってきたように感じます。

夏？ 秋？ 今は、どちらなのでしょうか？

「セミの声が聞こえなくなりました。」

「まだ、聞こえるよ。」

「トンボを見たよ。」

季節の境目です。

季節を捉える目、感性が表れます。

8月 28日（金）の連絡
さくぶんのテストをします。なんでもいいよ。

あきは、どこからくるのかな？ なつは、どこへいくのかな？ はるは、

いまなにをしているの？ そろそろなきむしがいるかな。

し・正青赤 にっき

今日、秋がどこからくるのか、なつはどこへいってしまうのか、春はい

まなにをしているのかじ分でかんがえてみました。

秋は、日本が夏のときにどこかわからないけれど、その国から日本にき

て、夏はハワイやほかの国にいってしまうんだとおもいます。

春は、オーストラリアやほかの国国にいってしまうんだとおもいます。

でも、その国がとおかったら、もしアメリカから日本にふゆがくるときは、

すごくはなれているから日本にくるとちゅうにほかのしまや国をとおるん

だとおもいます。

きせつって、かんがえるといろいろなことがうかぶから、きせつはたの

しいなとおもいました。 8/28
今日は、秋がどこからくるのかしらべてみました。秋は、どこからくる

かわからないけれど、風のすずしさや、とんぼがとんでいたり、すず虫が

ないていたり、うろこぐもがあったりしたら秋をかんじます。

秋のはじめには、夏の太平よう高気あつがとおくなり、大りくからの高

気あつがぶつかるばしょで、前せんができます。これを秋さめ前せんとい

って、ひがし日本を中心に秋の長雨をふらせます。長雨のいみは、秋に長
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くふる雨だとおもいます。

秋さめのいみをしらべました。

秋さめのいみは、秋にしとしとふりつづけるつめたい雨。とかいてあり

ました。天気はしらべなかったらどうしてかなとおもうけど、しらべてみ

たら、おもしろいし、わからなかったことがりかいできるのでたのしいで

す。 8/30（縄手れいかさん）

秋雨（あきさめ）がふったら、秋ということなのでしょうか。

あきには、はっぱがおちたり、ちょっとさむくなったりします。にいが

たは、もうあきになっているかきいてみました。まだにいがたもせみがな

いていて、でもすずしくなって、なつとあきがまざっているきせつです。

ずかんをしらべたら、だいはっけんをしました。こうようぜんせんとい

うものをはっけんしました。はるのさくらのかいかとおなじように、カエ

デのはっぱがきいろくなるこうようは、あきがきためやすにされています。

こうようぜんせんは、きたからなんかしていきます。ほっかいどうは、10
月 10 日ごろで、にいがたは 11 月 10 日ごろで、わたしがすんでいるきょ
うとは 11月 20日ごろです。
あと、でっかいやまのうえのほうがカエデやもみじのはっぱのいろがか

わりやすいです。だから、あきは、きたのたかいやまからやってきます。8/28
はるは、きれいな花がたくさんさくきせつです。もしもいまはるだった

ら、おはながいっぱいさいているとおもいます。はるは、ちょっとすずし

いので、あきのはじめににています。わたしは、いちばんはながおおいの

は、はるだとおもいます。

にほんは、もうあきになりそうだから、にほんのとなりにはあきがあっ

て、あきのとなりにふゆがあって、ふゆのとなりにはるがあるのかなとお

もいます。もしもちきゅうがメロンだとしたら、メロンのえだのところが

はるだったら、おしりのところはあきだとおもいます。ほんとうに、あき

や、ふゆや、はるなど、どこからきたのかわかったら、びっくりするとお

もいます。だから、はやくせいかいをみつけたいです。8/29
（大関ようこさん）

あきは、こうようぜんせんがつれてくるのですね。

秋雨前線 紅葉前線 桜 前線
あきさめぜんせん こうようぜんせん さくらぜんせん
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なつは、ちきゅうのうらがわにいくとおもいます。あきは、ちきゅうの

うらからくるとおもいます。はるは、ちきゅうのうらがわのまん中で、は

るのしごとをしているとおもいます。 8/30（石原るかさん）

ちきゅうのどこかに、はるがあって、なつがあって、あきがあって、ふゆが

あってと、それがうごいているのですね。すごいなあ。

今日、となりのとなりのいえのこおろぎが、シュルルルリンリンとない

ているのがきこえました。すごくきれいなこえでした。あきだなとおもい

ました。なつがみじかかったなあ。早くよるがくるし、ちょっとさみしい

かんじがします。いえのひまわりがかれてしまいました。なつ休みは、お

日さまがあつくてビリビリといってたけど、学校がはじまってからのお日

さまは、ちょっとやさしくなってにこにこわらっているようにみえました。

8/28（河田せりあさん）

お日さまに夏と秋のちがいをかんじるせりあさんは、すごいとおもいます！

きょう、カエデがありました。カエルの足みたいでした。プロペラのな

かのたねをだしました。みどりでした。どんぐりももってかえりました。

赤いカエデをみた。なんで赤くなるのかは、はのないぶには、みどりのし

きそクロロフィルと、きいろのしきそカロチノイドなどがあります。あき

になると、はでつくられたとうぶんがえだにおくられず、はの中で赤いし

きそのアントシアンにかわります。どうじに、クロロフィルがぶんかいさ

れ、アントシアンがめだってくると、はが赤くみえるようになるのです。

8/28（増田れいくん）

むむむ、むずかしいのですね。

きょう、びわこにいってバーベキューをしました。びわこのみずうみで

およぐと、さかなもたくさんいました。水草もたくさん生えていました。

おともだちと、こ年のなつのさいごのおもい出をつくってきました。とて

もいい、たのしいなつでした。

ゆうがた、いえへかえってくると、リーンリーンやリリリリリやギギギ

ギというむしのこえがきこえていました。とってもきれいなこえでした。
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ひるはあつかったけど、よるのすずしさとむしのこえは、もうすっかりあ

きでした。8/30 （加藤あらたくん）

ひるはなつで、よるはあき。そうやってきせつがゆっくりかわっていくので

すね。

あきは、だいぶすずしくなって、せみのなくこえがすくなくなってきた

こと（だけど、つくつくぼうしはないています。）、かえでのはっぱもきい

ろくなってきました。まつぼっくりや、くりのみもできてきました。おみ

せには、まつたけや、ぶどう、なしがみられました。

よるには、むしがなきます。す

ずむしは、おすだけなきます。お

すのなきごえにひかれて、めすが

やってきてけっこんしてたまごを

うみます。

こおろぎやすず虫は、はねをこ

すりあわせてなきます。あしをつ

かってなく虫もいます。

かみなりがすくなくなって、た

いふうがだんだんおおくなってきます。なつのあたたかいくうきと、あき

のすずしいくうきがけんかしてたいふうになるとおもいます。

8/28（浦はなさん）

たくさんみつけましたね。秋になってかわったところは、こんなにあるので

すね。

＊

私は、季節を捉える感性こそが最高の知だと思っています。身体中の五感を

使って、それまでの経験から育まれてきた眼を生かし、決して見えない「秋」

ということばの世界、広がりを感じ、そして創り上げていくのです。

うまく表せないのですが、皮膚と頭脳が一緒になって心を動かされ（動かし

てではありません）て感じるものだと思っています。

映画に例えると、涙を強制されて泣かされるような映画ではなく、ふと自分

の過去と重なって泣いてしまうような映画……（例えになっていませんか）…

……のようです。

むしの名前 なきごえ

すず虫 リーンリーン

こおろぎ コロコロリー

くつわ虫 ガチャガチャ

うまおい スイッチョン

きりぎりす ギーッチョン

まつ虫 ちんちろりん



- 187 -

【コロッケ№１２５・１２６】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信コロッケ№１２５～１２６ ９月３０日（水）

秋さがし

８月 31日（月）の連絡
きみは、あっというまにいなくなるんだね。大すきだったのに。またら

い年きてくれるかな？ なが月さん、なかよくしようね。

あきは、スーパーにきています。コンビニにもきているよ。ベッドにも

きているよ。 し・白百 あきさがしにっき

「きみは、あっというまに」と書き始めると、（まただ！）（葉月のことだね）

という声が聞こえてきます。

『こういうのを何て言った？』 「擬人法！」

季節は、決してその姿は目で見えないけど、いろんなところにあらわれてい

ます。忍者みたいです。

きょう、おとうとが、きあげはのようちゅうをみつけてきました。げは

のようちゅうは、はるからなつにかけて見られるのに、もうあきなのにへ

んだなとおもいます。がんばってそだてたいとおもいます。

きのうスーパーへいきました。なし、りんご、ぶどう、みかん、まつた

け、いちじくがありました。しんまいというお米もたくさんありました。

さんまもうっていました。さんまは、かん字で秋刀魚とかきます。だから、

あきのさかなです。ビールやペットボトルのおちゃのえも、もみじがかい

てありました。

あと、虫のかもだいぶすくなくなってよかったです。

コンビニで、ちゅうかまんや、あんまんをうっていました。ゆうがたは、

はやくくらくなってきました。あさおきるとき、ちょっとだけ、まだくら

いです。 8/31（浦はなさん）

秋は、いろんなところにかくれていますね。

秋さがししていたら、夏が見つかりました。

それは、この間見つけた朝顔のつぼみが急に大きくなって明日さきそうに

なっています。朝顔って夏の花だと思ってたのに……。しらべてみたら、
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朝顔のさくじきは７月～ 10月になっています。
秋①スーパーで秋刀魚や松茸がよく売られています。

秋②最近蝉の声が聞こえなくなってきました。

秋③近くの神社で秋祭りの練習がおこなわれています。

秋④夕方、暗くなる時間は早くなってきました。

秋⑤運動会の練習が体育の時間の時に始まったよ。

初めて４：１５まで遊びました。そして、蟹と蝲蟹の餌やりをしました。

何かちょっと怖かったです。

7/5京都新聞
① ちょっけい３ミリ どんぐりの赤ちゃん

秋になると、私たちの知っているあのどん

ぐりは、７月に入るともう大きな実になるじ

ゅんびをしています。

② ちょっけい１センチ くりの赤ちゃん

秋になると、あの痛

いイガグリも７月で

は、まだこんな緑色の

星の様。

8/8京都新聞
クリの赤ちゃんは、こぶし大の大きさになりま

した。９月の終わりごろから色づき、秋のしゅう

かくとなります。

植物も秋のじゅんびをしているんですね。

8/31（長尾ななこさん）

ふつうは、大きくなったところしか見ていませんね。こういうふうになって

いくのですね。

あきの虫をしらべました。

「スズムシ」えさ、ナス、キュウリ、カボチャ、リンゴ、モモ、ナシ、か

つおぶし、にぼし、ドックフード、スズムシのえさです。あきやふゆは、

ケースをへやにおかないと、たまごから生まれないよ。ぼくの家のそとで、

スズムシとコオロギがいっぱいないていました。8/31
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きょう、家のちかくであきをみつけました。

あきの花です。花ざくろとハギとまつです。

まつもプロペラがあります。でも、カエデと

はちょっとちがうよ。これから、おかあさん

が、おちばそうじでいそがしくなるだって。

9/1（金森りゅうとくん）

プロペラでも、ちがいがあるのですね。よく気づきましたね。

きょう、スーパーへいってあきをみ

つけました。まず、やさいコーナーへ

いくと、まつたけやくりをみつけまし

た。くだものコーナーへいくと、なし

がありました。つぎに、さかなコーナ

ーへいくと生さんまがありました。

さんまは、はる・なつ・ふゆはどこにいるのかな？ くりは、あまいくり

はくだものやにうっているのに、なぜ生のくりは八百やにうっているのか
や お

なあ？ ほんとうはどっちかな？ じつにまったくふしぎです。

くだものをうるみせは、くだものや、さかなをうるみせは、さかなやな

のに、なぜやさいをうるみせは八百やなのかふしぎにおもったので、しら
や お

べてみると、やさいはむかし「青もの」といわれていました。だから、「青

ものや」とよばれていたのが、「青や」になって、「やおや」になりまし

た。「八百や」のかん字は、あとからつけられました。たくさんのしゅる
や お

いのやさいをうっているかんじがつたわるように、かずが多いといういみ
おお

の「八百」がつかわれたといわれています。 8/31（加藤あらたくん）

さんまは、秋に生まれてすぐ大きくなるのでは、ないですよねえ。
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きょうは、きょうとファミリーにあきをさがしにいきました。さいしょ

は、おさかなやさんにいきました。さかなやさんのなかのあきは、さんま

と、さばと、もどりがつおがあきのさかならしいです。

つぎは、スーパーにいきました。スーパーのあきは、まつたけと、なし

と、すだちと、ぶどうと、さつまいもがありました。秋味のビールがあり

ました。おこめのところに、しんまいということしできたおこめをうって

いました。おにくやさんには、あきがなかったです。パンやさんには、か

きのはいったパンをうっていました。

さいごにいったのは、はなやさんです。

おみせのおねえちゃんが、あきのおは

なをいっぱいおしえてくれました。あ

きのおはなは、コスモスと、われもこ

うと、ケイトウと、リンドウと、キク

と、キビです。あきのおはなをしょう

がっこうにもっていくように、おかあ

さんが１本ずつかってくれました。

8/31（大関ようこさん）

おにくやさんには秋がなかった、というのはすごい発見ですね。すてきな秋

のお花、ありがとうございました。

今日、秋をさがしてみました。秋は、すずしいかぜや、かきや、くりと

かがあります。おへやの中には、だんぼうがきたりするので、秋になると

もうすぐさむいきせつになるしるしだから、せんぷうきとかクーラーとか、

かきごおりをそつぎょうしなくちゃいけないんだとおもいます。夏もたの

しかったけれど、ふゆもたのしいことがたくさんあります。ふゆは、こた

つにはいりながら、みかんをたべたり、ゆきでいろいろつくったり、あそ

んだり、スケートがあったり、スキーをやったりできます。

秋と春がどうしてあるのかがわかりました。ふゆから夏にかわってしま

ったら、すぐに夏ようのようふくをだしたりしなくちゃいけなくてたいへ

んだから、ふゆから夏にかわるまえに、あわてなくても春の間にちょっと

ずつようふくをかえればいいんだとおもいます。8/31（縄手れいかさん）

しんごうが、青から赤にかわる間の黄色みたいですね。
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価値規準
①「先生に言うぞ」

という決め言葉が理由なく通るのが低学年です。

そこにしめる「何を」は、あまり問題にされません。

②「先生、それは違うと思います。」

と、平然と言う子が１年生にもいます。

その子にとっては、先生が言ったか誰が言ったかに関わらず

「それ」の是非が問題となっています。

①の子は、判断規準が、「誰か」にあります。

②の子は、その事実の「是非」にあります。

多分にその子のこれまでの成長過程での様々な出来事・経験から築き上

げられたことだと思います。

①お母さんに叱られるから

②それは悪いことだから

評価の規準が他者にあるか、自分の中にあるかの違いでもあると思いま

す。

これらが、学習面においては、問題に直面したとき、

①答えを知りたい。○がほしい。

と、

②本当はどういうことなのだろう。

の違いになって生まれ、

同じ正答を得られても、

①「あたってよかったあ。誉められる。あとは、遊ぼう。」

と、

②それでよかったのか。じゃあ、こうだったら、どうなるのだろう？

ためしてみよう。

こんなに極端ではないにしても、違いが大きく表れてくるのではないか

と思えてなりません。

生活力が学習とつながっているように思えてならない一場面です。


