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子どもの調べてきた日記を起点にして

１１．お花とめ花 7月2日授業

２つの花を

よ～く見てみると……

クリになるのは

どこ？

ポイント 子どもが自分の体験をもとに気付いたことを調べてきたと

き、それをもとに授業をつくる。

その場合、読み聞かせをして全体に広め、間に個々の調べ学

習ができるようにする。

比較するもの 雄花と雌花、おしべとめしべ

視点 単性花・両性花・オスの木とメスの木

次につなげる視点

クリの花
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【コロッケ№５～６】

ようこさんの

クリの花 ６／９

６／１９め花

はてな？

お花
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【コロッケ№９５】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№９５ ９月２日（水）

どうしてかな？

きょう、ずかんを３さつもしらべたらありました。おしべのかふんがめ

しべのちゅうとうにつくことを、じゅふんといいます。じゅふんしたあとに、

じゅせいがおこなわれるとしぼうはせいちょうして、かじつ（くだもの）に

なり、そのなかのはいしゅもせいちょうして、しゅし（たね）になります。

はなは、しそんをのこすためにしゅし（たね）をつくるためにさくのです

ってかいてありました。

じゅふん（受粉） おしべからのかふんが、めしべのちゅうとうにつく

こと。

しそん（子孫） そのひとのちをひいているひとびと。

おはなは、たねをつくるためにさくことがわかってびっくりしました。

6/23

きょうは、つぼみをしらべました。じしょでしらべてみると、こうかい

ていました。

つぼみ（蕾） はなのまだひらかないもの

ってかいてありました。だから、つぼみははながさくじゅんびをしている

ものです。どんないろのはながさくのかたのしみです。わたしは、うすぴ

んくのはながさいてほしいです。6/24 （おおぜき ようこさん）

いろんなひみつがあるようですね。
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【コロッケ№９５】

日記に書いてきたことを読み聞かせ（本人の発表も入れて）をした。

そして……
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前日の帰りの会の連絡ノートに次のように書いた。

【6 月 30 日（火）さようなら。きみはきみはとおくへいってしまうのね。さ
びしくなるなあ。げんきにしててね。みなづきくん。あしたは、おはなのは

なしをします。けんきゅうしててね。 し・田力男 にっき おんどく】

7 月１日は学年での「まちたんけん」が入り、実際は、授業は 2 日に行われ
ることになった。

【コロッケ№９６】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№９６ ９月７日（月）

お花・め花

お花とめ花、おしべとめしべって、どうちがうの？

きょうは、おばなとおしべ、めばな

とめしべがどうちがうのかしらべてみ

ました。ずかんでは、

ふつうの花→

りょうせいか

（両性花）

◎おしべしかない花をお花といいます。

◎めしべしかない花をめ花といいます。

これらの２つをたんせいか（単性花）

といいます。

人げんとおなじように男と女がわかれている花があるんですね。たとえ

ば、カームグラやアレチウーゴキジル、アオキなどです。

6/30（みやざき ゆりこさん）

ふつうの花は、おしべとめしべのあるりょうせい花なのですね。

１つの花におしべとめしべがあるものをりょうせい花、おしべかめしべ

のどちらかしかない花をたんせい花といいます。たんせい花には、お花と

め花があります。
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【コロッケ№９６】

イチゴは、ばらのなかまでりょうせい花です。ふつうは、めしべの下の

しぼうというところにみがなるけれど、イチゴやリンゴは、花しょうがは

ったつしてみができます。イチゴのしぼうは、イチゴのひょうめんにあり

ます。 6/30（うら はなさん）

おしべだけのお花、めしべだけのめ花をたんせい花というのですね。

きょうは、かぼちゃのはなみたいなおばなと、めばなの２つのはながさ

くはなをしらべます。

１つのはなのなかに、めしべかおしべのどれか１つだけしかもっていな

いはなを、たんせいか（単性花）といいます。おしべをそなえているはな

をおばな、めしべをそなえているはなをめばなといいます。

めばなとおばなをおなじかぶにつけるものをしゆうどうしゅといいます。

マツ、スギ、アケビ、カボチャなどがあります。めばなとおばなをべつの

かぶにつけるしょくぶつをしゆういしゅといいます。イチョウ、ヤナギ、ホ

ウレンソウなどがあります。ちょっとえらくなったきがします。

6/30（おおぜき ようこさん）

おすの木、めすの木などがあるものをしゆういしゅというのですね。

きょうのカボチャができるのは、めばなです。ずかんにかいてあって、

しんじてたとおりでした。それいがい、めばなにできるものは、ヘチマ、

ヒョウタン、トウガン、マスクウリ、キュウリ、スイカくらいです。

きょう、あさがおをみたら、はながさいていました。みんなほとんどさ

いていました。でも、あおいくんのあさがおがいちばんはやいとおもいま

す。 6/30（やすもと ともやくん）

あさがおは、りょうせい花？ たんせい花？

めばながカボチャになります。おばなにみつばちがきます。みつをすっ

て、かふんをつけて、こんどはめばなにとんでいきます。めしべにおしべ

のかふんがつくと、めばなのもとにあるめが大きくなります。

6/30（たいら ゆうけいくん）

お花のかふんって、どういうのかな？
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【コロッケ№９６】

きょうは、ユリについてしらべて

みました。なぜユリをしらべるかと

いうと、ぼくはようちえんのときユ

リぐみでした。そして、いまありち

ゃんもユリぐみだからです。

ユリの花びらは６まいに見えます

が、そとがわの３まいはがいかひと

よばれ、がくにあたります。うちが

わの３まいはないかひとよばれ、花

びらにあたります。

がくです。

がくは、花のいちばんそとがわに

あるぶぶんで、おおくのばあいみど

りいろです。花びらのようになって

いるのもあります。 6/30（かとう あらたくん）

ガクアジサイというのも、花に見えるところががくなのですね。

こうした流れの中で、自分の関心のあることを調べて来る子もいる。

アゲハの羽化の観察とセミ幼虫の観察は、これまでみんなで学んできたこと

へのさらなる追究となっている。

きのう、チョウコ

とおなじようにさな

ぎのときのチョウの

なりかけは、ちょっ

とはねのかたちがで

てくろくなりました。

29 日には、もうチョ
ウになっていました。

6/29（きたはた
けいすけくん）
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【コロッケ№９６】

さいしょは、くろく見

えるのですね。

はねがのびるとくろく

なくなるのがふしぎです

ね。

きょう、チョウゾウがかえってきました。

あめがふっているからしんぱいしていたの

であんしんしました。もうしばらくうちに

いてね。6/30（きたはた けいすけくん）

ちょっとあまやどりですね。

【あまやどり】雨をさけるために、のき下な

どにしばらくみをよせること。

またまたびっくり！ セ

ミのようちゅうでも、オス

とメスがわかります。

オスのおしりは、これで

す。オスは、まるいかたち。

メスのおしり。メスは、

まるのかたちではなく、も

ようもたくさんある。

6/29
（かなもり りゅうとくん）

すごいですね。よう虫のと

きからオスとメスのちがいが

わかるのですね。
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【コロッケ№１００・１０１】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１００ ９月８日（火）

７月２日（木）生活科

お花のひみつ

ひな「実がつくのは、め花だと私は思います。辞書には、ヘチマ、キュウリ、

イチョウ、マツなどにあり、実を結ぶお花、おしべがあって、めしべのない

花、おしべは、花のいちぶでかくふんができるところ、かふんがめしべのさ

きにつくと、実ができる。めしべは、花の中しんにあり、おしべのかふんを

うめて実ができるところ。め花に実ができます。。」

『今、でてきたことばの中で４つほど新しいことばがあるんだけど。』

（めしべ）

（おしべ）

『どっちがまんなかにあるって言ってた？』

（めしべ）

（めしべとおしべどこにあるか書いてきた！）

※ノートを見ながら探している子がいます。

『お花の中のほうにおしべとめしべがあるのね。』

はな「１つの花におしべとめしべがあるものをりょうせい花、おしべかめしべ

のどちらかしかない花をたんせい花といいます。たんせい花には、お花とめ

花があります。

イチゴは、ばらのなかまでりょうせい花です。ふつうは、めしべの下のしぼ

うというところにみがなるけれど、イチゴやリンゴは、花しょうがはったつ

してみができます。イチゴのしぼうは、イチゴのひょうめんにあります。」

『はなさんの言ってくれたことばに、たんせい花とりょうせい花、むずかしい

ことばだな。なかまにわけると、はなさん、たんせい花ってどういうのを言

うの？』

はな「お花とめ花があるの。」

『お花とめ花があるのね。め花ってなんだろう？』

（めすの花）

『お花ってなあに？』

（おすの花）

『じゃあ、め花にあるのは、おしべ、めしべどっち？』

（めしべ）
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【コロッケ№１００・１０１】

ゆりこ「きょうは、おばなとおしべ、めばなとめしべがどうちがうのかしらべ

てみました。ずかんでは、おしべしかない花をお花といいます。めしべしか

ない花をめ花といいます。」

『ちょっとストップ。おしべしかない花を？』

（お花）

『めしべしかない花を？』

（め花）

『りょうせい花っていうのは、おしべとめしべが１つの花にある。たんせい花

っていうのは、おしべとめしべが花でそれぞれがべつべつにわかれている。』

かずき（なるほど。つまり、たんせい花は、おしべとめしべがあって、りょう

せい花は、おしべとめしべが１つの花にあるから、お花とめ花はない。）

『こっちは、めしべだけの花をめ花と言って、おしべだけの花をお花と言って、

りょうほうおしべとめしべが入っているこっちは、ただのおはなといいま

す。』

こうへい（両方やから両性花っていう。）

『続きをどうぞ！』

ゆりこ「これらの２つをたんせいか（単性花）といいます。人げんとおなじよ

うに男と女がわかれている花があるんですね。たとえば、カームグラやアレ

チウーゴキジル、アオキなどです。」

あらた「おしべで花ふんができます。めしべは、その花ふんをおしべからうけ

とります。そして、実ができます。だから、めしべに実ができます。花ふん

をもらえなかっためしべは、どうなるかな？」

『あらたくんは、おしべから何が出るって言ってた？』
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【コロッケ№１００・１０１】

（花ふん）

（おしべが花ふんをつくる。）

『おしべが花ふんをつくる。かふんというのは、花ふんと書いて、花ふんがと

んで、これがめしべにつくと、実ができるのね。これ（両性花）は、ここか

らここにいくだけだから』

（かならず実ができる？）

『これ（単性花）は、誰かが運んでくれなければいけない。お花からお花へ。』

（ハチが運ぶんだ。）

『運んでくれるのは何て書いてあった？』

あらた「運んでくれるのは、たぶんハチやと思う。」

（ミツバチ）

『はなれていてもだいじょうぶなようです。』

あかり「たねのできかた。おしべのやく（かふ

んぶくろ）にできたかふんが、めしべの先（ち

ゅうとう）につくことをじゅふんという。じ

ゅふんご、かふんかんは、めしべのかちゅう

の中を、しぼうにむかってのび、その中のは

いしゅにたっし、じゅせいがおこなわれる。

じゅせいしたはいしゅは、たねになり、しぼ

うはかじつとなる。なお、じゅふんは、花に

あつまる虫によるもの、かぜによるものなど

のほか、人手によってもおこなわれる。」

＜なんと 6/9の日記からです＞

『アサガオの花がさいたら、ぶんかいして見てみたい

と思います。さっき、花ふんがとんでいくって言っ

てたね。これは、おしべとめしべがあるから、花ふ

んがとんでいかないやつなんだけど、ここにおしべ

のさきから花ふんがついたとします。ここに花ふん

がつくと、ここまでずーっと花ふんが入っていきま

す。そして、ここのところがふくらんできます。』

（ふくらんでなんかできる。）

『夏みかんの、どっちが先だってやったよね。ここが

ふくらんでたべるものにかわるらしい。だとこうな

るんだそうです。これは何ですか？』
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【コロッケ№１００・１０１】

あかり「かぼちゃの花」

『これも、お花の下のところがふくらんでくる。これは、何ですか？』

あかり「すいか」

『こっちは？』

あかり「きゅうり」

『ここから読んで下さい。』

あかり「スイカやキュウリ、カボチャなどうりの

なかまのはなは、おばなとめばながあるよ。みの

なるめばなのつけねは、はじめからみのかたち

をしているよ。」

『めしべとめ花ね。ここがふくらんでくるのね。

これが実になるのね。こっち（お花）は実は？』

（ならない）

『花ふんをとばしてやるだけ。』

（すぐなくなる。）

『かれていっちゃう。』

こうへい（かふんがなくなって、かれていくっていうこと。）

『そうそうそう。教室にあるイチゴは、お花、め花ではなくて、おしべ、めし

べのこっちがわ両性花だと思います。』

（アサガオも両性花。）

『アサガオも両性花。だから、中を開いてみるとめしべとおしべがはっきりわ

かります。だから、アサガオは、ほとんど全部花がさきます。でも、こっち

のお花とめ花があるのは、花ふんがとんでいってつかないと実ができません。

こっちの花（お花）は、実のできない花。こっちの花（め花）は、実のでき

る花。』

ようこ「きょうは、お花とめ花は、どっちが実ができるのか研究しました。カ

ボチャには、お花とめ花の２つの種類の花がさきます。めしべは、ふくらん

でいるところがあるけど、おしべにはありません。」

『どっちがお花で、どっちがめ花？』

（こっち）

『こっちはなあに？』

（お花）

『男の花、お花。こっちは？』
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【コロッケ№１００・１０１】

（め花）

（下の方にまるいのがあってわかった。）

『花ふんをつくるのはどっち？』

（お花）

ようこ「お花の中にはおしべがあって、おしべに花ふんが

ついています。花ふんをけんびきょうでみたら、カエル

のたまごみたいです。」

『これが花ふんだそうです。』

（えええ？）

（あわみたいな）

『めしべの中は、こうなっているそうです。』

ようこ「め花の中に、めしべがあります。めしべの

先をちゅうとうと言います。ちゅうとうの先は、ね

ばねばしています。めしべのもとには、しぼうがあ

ります。しぼうというのは、子どものへやというい

みです。ちゅうとうは、かふんがつくように、ねば

ねばしているのです。」

『これ、しぼうというのは、子どものへやっていうの

かな。子ぼうって、ここが大きくなってくる。みん

ながたべているのは、ここ。』

ちう「カボチャのはなし。実を

たべる夏の代表的なやさい。

カボチャの草がつるになりじ

めんをはって、長くのびます。

カボチャの花は夏にさいて、

お花とめ花があります。め花にあるつ

けねがどんどん大きくなっていって実

ができます。」

ゆうけい「めばながカボチャになります。

おばなにみつばちがきます。みつをす

って、かふんをつけて、こんどはめば

なにとんでいきます。めしべにおしべ

のかふんがつくと、めばなのもとにあ

るめが大きくなります。」
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【コロッケ№１００・１０１】

『どっちがお花？』

ゆうけい「………」

『め花に実がなるんだよ。』

（め花、実がついているほう、左）

ゆうけい「こっち」

『そっちがめ花だよね。』

いわさ「この前、けいたくんがもってきた綿毛

は、アリウムカラタエイセという花の綿毛と

わかりました。」

『よくわかったね。あの後、調べたんだね。』

『もう１こだけ仲間があるのをお話しします。両性花と単性花は、こういうふ

うにちがいます。だけど、もう１つちがうのがあります。先生の家の庭にあ

るキウイがそうなんだけどね、木全部がメスの木、木全部がオスの木。だか

ら、メスの木についている花は何ですか？』

（めしべ？）

（め花）

『この木は、全部め花のあつまり。こっちは？』

（お花）

『お花のあつまり。単性花は、１つの木にお花とめ花がつながっています。こ

っち（単性花）は、お花１こにおしべとめしべがくっついています。こっち

は全部お花だけの木です。こっちは全部め花だけの木です。だから、３つに

わかれる。アサガオは、これ（両性花）、教室にあるイチョウはこれ（オス

の木、メスの木）。サクラは、どれだと思いますか？』

（両性花！）

『カエデはどちらでしょう？』

（単性花）

（両性花）

『両性花だと思う。果物は、ほとんどこれ！ こっち（単性花）は、カボチャ。』

（アジサイ？）

『アジサイは、わからないなあ。スイカ。後は？』

（キュウリ）

（ピーマン？）

『ピーマンこっち（両性花）。今度お花さいているなって思ったら、こっちか

とっちか分かったら、もう５年生の理科です。』
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【コロッケ№１００・１０１】

るか「先生、全体がめ花の方は何て言うの？」

『これ？ オスの木、メスの木でいいよ。ギンナンって知っているかな？ ギ

ンナンがなるのは、メスの木でしょうか？ オスの木でしょうか？』

（メスの木）

『キウイもオスの木とメスの木がある。』

※この後 10分間、板書をもとにしたまとめを A4の用紙に自由に書きました。
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【コロッケ№１００・１０１】

生活の時間にお花のひみつをべんきょうしました。
せいかつ じ かん

花には、

①がく ②花びら ③めしべ ④おしべ の４つ

がそろっている「完全花」がある。おしべとめし
かんぜん

べ両方をもっているから「両性花」ともいう。
りようほう りようせい

「不完全花」
ふ かんぜん

①がく ②花びら ③めしべ ④おしべ

のうち、１つでも欠けている花が
か

ある。

１つの花にめしべかおしべの１

つしかない花を「単性花」という。
たんせい

○めしべだけある方をめ花
ほう

○おしべだけある方をお花
ほう

花びらやがくのない花（たとえ

ば、イネ、トウモロコシ、松など）があってびっくりし
まつ

ました。 7/2（ながお ななこさん）

トウモロコシの花って、どういうのかな？

＜日記コピー＞


