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調べ学習のノートを見ながら

９．ハチのひみつ 6月3日～4日

①経験上知っていること、覚えていることを発表する。

②話し合いから生まれた疑問・分かったことを意識する。

③それをもとに調べ学習を行い日記に書く。

④教師：学級通信で広げる。 これを、

④子ども：調べたことをもとに、

発表する。

に変えていく。

ポイント 経験からの発表から調べたことをもとにしての発表に意識

的に変えていく。

比較するもの 幼虫とさなぎ カブトムシ

視点 さなぎになる生き物・ならない生き物

→完全変態・不完全変態

次につなげる視点 ホタルの生態（育つ場所の変遷）

（光るのはオス？メス？）
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【コロッケ№５８～５９】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№５８～５９ ６月３０日（火）

６月３日（水）授業記録

ハチ ひみつ

６月３日（水）５時間目、生活科。

はるなさんの「ハチのす」のお話です。

（ハチ出てくる～）

はるな「出てこない。１回おちたやつは、ハチはこない。だってさあ、ママが

言っていた。」

※はるなさんがもってきてくれた「ハチの巣」をふくろから出しました。

りゅうと（アシナガバチのすだぁ。）

※すを実物投影機で映しました。

（何か、クッキーみたい。）

（お花みたい。）

はるな「これは、ベランダにありました。ママが、パソコンで、ハチのすをど

うやって退治したらいいか調べて、電話をかけたんやけど、その人が退治し

てくれると思ってて、それで何か持ってますかと言われて、それで、もって

いますって言ったら、ママが退治して下さいって言われたの。」

『電話で？』

はるな「そう、それで、えええって。ママがハチに刺された。」

『刺された？』

はるな「それで、ちっちゃかったから大丈夫だったの。」

『大丈夫だったの。』

はるな「何か質問はありますか？」

ゆき「どこで取ったんですか？」

はるな「ベランダで取りました。」

しもたに「何で取ったんですか？」

はるな「長い棒でとりました。」

（どうやって？）

りゅうと「どうやって取りましたか？」

はるな「長いハンガーみたいになってて、ここに引っかけて取りました。」

※すの裏側を大きく映しました。
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【コロッケ№５８～５９】

（うんこみたい。）

こうへい（ニンニクみたいになっている、上から見ると。）

ようこ（球根みたい。）

さくら「どういうところに落ちていましたか？」

はるな「ベランダの上の方にぶらさがっていました。」

『ハチのすって、上にぶらさがっているの？』

（うん。）

こうへい（土に中にすをつくるやつもある。）

りゅうと（それは、スズメバチやでえ。）

『土の中？』

りゅうと（オオスズメバチ。）

いわさ「ハチのすは、ベランダのどこらへんにありましたか？」

はるな「はしっこのほうで、何かベランダを支えている棒みたいなところの上

のかどっこみたいなところです。」

こうへい「何でハチのすなのに、こんなにおもしろい形なのですか？」

はるな「わかりません。」

『誰が作ったの、このすは。』

（ハチ）

（ハチのすじゃあ）

（自分で作ったの！）

『ハチが、自分で作ったの？』

（うん！）

『アリは、何？ アリは、何が作るの？』

（女王アリ）

『女王アリが作った？ ハチのす？』

（働きアリやでえ）

『アリがハチのすを作るの？』

（うん）

（働きアリ）

『これはハチのすでしょう。作ったのはアリ？』

（何でよお）

（ハチのすは、ハチが作って、アリのすは、アリが作るの。）

『はあ。』

はるな「スズメのすは、スズメが作って、人がおちそうになってひゅっとした

ら、そこのすには絶対入らへん。」
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【コロッケ№５８～５９】

『スズメのすはスズメが作って、ハチのすはハチが作るのね。』

ようこ「球根みたいな形なのに、どうして穴があいているんですか？」

はるな「ハチが入るところやから。」

りゅうと（ハチのたまごが入っているの。）

ようこ（ハチのたまごが入ってて、でっかくなるの……。）

（みつが入っているみたい。）

『本当は、この中に何が入っていたの？』

（たまご）

『ハチのたまごって、どういう形？』

（まあるい形）

（それ、たまご？）

※ 何か白く見えるところをたまごと勘違いしているようです。

（そしたら、おいといたらあかんやあ）

『たまご？』

（たまごは、でっぱってんでえ。）

はるな「たまごは、ぶらさがってないとできひん。」

さくら（でもさあ、生まれたらどうするの？）

はるな「生まれへん。だって、おちたやつは絶対使わへん。」

あらた「どこのベランダですか？」

はるな「２階のベランダです。」

あらた「家のベランダですか？」

はるな「家のベランダです。」

ひな「たまごってやわらかいんですか？」

はるな「かたいです。」

『たまごは、さわった？』

はるな「つんつんってさわった。つまようじで。」

れい「何ていう名前のハチですか？」

はるな「長い……」

（アシナガバチ）

『アシナガバチ？ ハチにはいろんな種類があるの？』

（クマンバチ）

（ミツバチ）

（スズメバチ）

はな「ハチのすを取ったとき、ハチはいましたか？」
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【コロッケ№５８～５９】

はるな「きました。大きいハチがみはってた。アシナガバチのお母さんだと思

う。」

『お母さん。』

ゆりこ「ハチは、何匹くらいいましたか？」

はるな「穴の」

りゅうと（数だけ？）

はるな「うん。めの……。」

（めの数だけいるねん、それやったら。）

『うん？ 飛んでいたハチでしょう？』

はるな「違う、中に。」

『飛んでいたハチがこの中に入っていくの？』

（うん）

るか（入っていくねん、そこすやから。）

『飛んでいるハチは……』

るか（人間でいったら家みたいなもんや。）

『中に入っていくの？』

（家やから）

（ふ～ん、そうなの）

『へえ、この中でくらすの、ハチは。たまごがあるの？ ハチがすんでいるの？

どっちなの？ この中は。』

（たまご）

（たまごとハチ）

こうへい（幼虫がすんでいる。）

『幼虫？』

こうへい（たまごから大きくなって、幼虫までここにいて、さなぎになって、）

（ならへん）

こうへい（大きくなったら……）

（さなぎにならへんでえ）

はるな「さなぎ、ならへん。」

（なあ。）

（ただの脱皮だけ。）

『ハチは、さなぎにならないの？』

（脱皮だけ）

りゅうと（幼虫からいきなり脱皮して、ハチになんねんでえ、なあ。）

（そうやあ。）
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【コロッケ№５８～５９】

『じゃあ、ここにハチって書いておくよ。たまごから、幼虫になって、』

りゅうと（いきなり成虫）

『さなぎになるの？』

（な～い）

りょうた（ある）

（でも、アメンボは……）

（ないでえ）

『ハチが、さなぎになると思う人、いない？』

（あるよ）

（ないよ）

（種類によって違う。）

（するやつも、しいへんやつもある）

『ハチはさなぎになると思う人？ さなぎにならないと思う人？』

（なるやつとならないやつがある。）

『へええ』

こうへい（さなぎになるやつもあるし、ならへんやつもある。）

りゅうと（アシナガバチは、ならへんほうのはずなんだけど。）

『じゃあ、幼虫は、どういう形をしているの？』

はるな「何か、いもむしみたいな形。」

『じゃあ、いもむしみたいな形の幼虫が、さなぎにならないでそのままハチに

なるのか。』

（そうかあ。）

（さなぎかあ。）

（さなぎになるやつもある。）

『幼虫（いもむし）みたいな形のハチは、さなぎにならないでハチになるの？』

はるな「スズメバチはなるけど、アシナガバチはならない。」

（アシナガバチはならない）

（クマンバチもならない）

『いもむしみたいな形から、急にハチになるの？ ポンって。』

（うん）

※ ハチの成虫の絵を描きました。

（描ける）

（描ける人描いてあげたら。）
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【コロッケ№５８～５９】

（全然ハチに見えない。） ※温かい言葉を頂きました。

『じゃあ、ハチがさなぎになるのかならないのかを研究してみよう。載ってい

るかな国語辞典に。』

（絶対のっているでえ。）

ガヤガヤガヤ

（ハチの巣ものっているかもしれない。）

（ハチあった！）

（ハチない！）

（ハチの絵があった。スズメバチが一番大きい！）

いわさ「４まいの羽があり、むねとはらのあいだがほそくくびれている昆虫。

メスがしりのさきにどくばりをもつものもある。ミツバチ、アシナガバチな

どの種類が多い。」

『どくのある針をもっているのは、どっち？』

（オスかメスのどっちか。）

（針をもっているのはメスやでえ。）

『メスだけなの。メスってひどいなあ。』

（ハチあった。）

※ 調べて発表する子、やっと探し出した子、考えを発表する子、それぞれが

活動をしながら話が進んでいきます。

『ハチは、ここまでにします。メスが針を持っているってゆうきくんが言って

たけど、オスは針をもっていないのかもしれないね。』

（もっているよ。さしても痛くないよ。） 【１８分間】
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■帰りの会での連絡板書■

【シツンソリヲヨロコブ】

似ていて間違いやすいかたかな学習の確認

帰りの会の短時間で定着を確認する。

この日の日記が続く

６／３ ふたばとほんばは、さわってみるとち

がうのよ。あついけど、おひさまは、かくれてい

ます。かげもありません。ハチのさなぎはおいし

いよ。いなごもおいしいよ。

し・さんプ にっき シツンソリヲヨロコブ
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【コロッケ№５９～６０】

ハチの研究

はるなさんがもってきたハチのすは、ちいさいけれど、とてもかっこいいか

たちをしていました。ハチは、どうやってあんなにきれいなかたちのすをつく

ることができるのかな？

今日、せいかつの時間にはちのすを見ました。こわ

かったです。

そして、家に帰ってしらべてみると、おすのはちに

は針がありません。ハチの針は、たまごをうむくだが

へんかしたものだからです。針があるのは、メスの女

王バチと、働きバチだけです。同じハチでもミツバチ

だけは、針にかえしというギザギザがあって、１回さ

したらぬけなくて、ハチは死んでしまいます。女王バ

チやスズメバチの針は、てきをひきさき、なんどもぬける針です。さされ

たことはないけど、こわいからちかよりたくないです。

6/3（ながお ななこさん）

はりのかたちがちがうのですね。

きょうは、はるなちゃんのもってきたはちのすをみました。はちはいま

せんでした。はちのすをもつと、こわれそうだったけど、われなくてよか

ったです。たまごから、ようちゅうになり、さなぎになります。しゅうれ

いようちゅうは、まゆをつくって、はちのすの中でさなぎになります。

まゆは、わたげみたいです。なぜ、まゆをつくるのかな？ わたしは、

ほかのむしたちにたべられてしまうから、まゆでふたをしているのだとお

もいます。 6/3（うら はなさん）

いろんなくふうがあるのですね。

ながのけんでゆうめいなとくさんぶつで、クロスズメバチのようちゅう

で、ハチのこというたべものがあると、ママにおしえてもらいました。な

がのけんにあそびにったときたべてみたいです。みつばちがつくるハチミ
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【コロッケ№５９～６０】

ツがあるのはしっていたけど、まさか、ようちゅうがたべれるとはしりま

せんでした。

きょう、いえにかえってから、みなづきさんというおかしをたべました。

なごやには、こんなおかしはありませんでした。おもちみたいで、うえに

あんこがのっていました。わたしにとっては、はじめてのたべものでした。

あんまりおいしくなかったです。なごやめいぶつは、みそとんかつや、み

そにこみうどんや、きしめんです。 6/2（かたぎり れいなさん）

みなづきさんをたべるといいことがあるのかな。

ハチは、たまご→よう虫→さなぎ→せい虫 という「かんぜんへんたい」

をおこないます。「かんぜんへんたい」は、このように「体の形を大きく

かえて、大きくなり、せい虫になること」をいいます。

さなぎとは、かんぜんへんたいをするこん虫が、よう虫からせい虫にな

る間で、いちじかつどうをやめているじょうたいにあるものだとじしょに

ありました。

きょうは、えいごのじかんに、Ｔぐみさんとなまえをこうかんしました。

しらない人とやると、ドキドキしました。でも、たのしかったし、まだお

ともだちになっていないひととなかよくなりたいです。わたしは、じゅぎ

ょうのなかでいちばんすきなじゅぎょうは、音がくです。音がくのじかん

で、うたをうたったり、けんばんハーモニカでふいたりして、たのしいで

す。うたをおぼえるのはたいへんだけど、がんばっておぼえたいです。こ

くごのじかんは、カタカナをかいたり、きょうかしょをよんだりします。

カタカナは、ひらがなよりもかんたんです。かたかなは、かくかくロボッ

トみたいになっているからです。きょうかしょをよむほうは、「はなのみ

ち」というおはなしをよんできました。つぎは、なにをよむのかたのしみ

です。 6/3（なわて れいかさん）

たまご→よう虫→さなぎ→せい虫 の 「かんぜんへんたい」ですね。

アシナガバチは、スズメバチのなかまで、かれ木のせんいですをつくり

ます。かぞくには、はたらきバチ、じょおうバチ、おすバチがいます。は

たらきバチは、かふんとみつをあつめたり、じょおうバチとようちゅうの

せわをします。

じょおうバチは、まいにちたくさんのたまごをうみます。おすバチは、
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【コロッケ№５９～６０】

１日１かいけっこんするため、そとでとびまわります。ハチは、べつのい

きものとちがって、おすとめすだけじゃなかった。おどろきました。

6/3（たかの ちうくん）

はたらきばちは、おすなのかな？ めすなのかな？ どちらでもないのか

な？

長野県の人は、ハチをたべます。なぜかというと、長野県は、むかした
なが の けん ひと なが の けん

んぱくしつがとれるものがすくなくて、魚があまりつれなかったし、米
さかな こめ

もあまりとれなかった「はちのこ」→はちのようちゅう。いなごもたべて、

かいことか、ザリガニみたいなものもたべたりしたと、おばあちゃんがお

しえてくれた。 6/3（みよし かずきくん）

はちのこって、さなぎだとおもっていましたが、ようちゅうだったのですね。

いなごは、だいすきです。

すをつくるのは、じょおうバチ。はちのすは、４月につくりはじめます。

しんじょおうバチとオスバチは、夏のおわりごろにあらわれ、こうびご女

王バチだけが、えっとうします。よくねんの春になると、女王バチは、す

をつくってさんらんしょう虫をそだてます。

6/3（まるやま りょうたくん）

女王バチだけで、どうやってふゆをこすのかな？

つばめのこどもがうまれました。おやがくると、なきはじめて、おやか

らえさをもらいます。 6/3（みわ けいたくん）

すごいね。おやがとんでくるのは、どうしてわかるのかな？ なにか、あい

ずでもあるのかな？
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【コロッケ№６１～６２】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№６１・６２ ７月１日（水）

６月４日（木）授業記録

完全変態

『昨日連絡に書いたのは、ハチがさなぎになるかならないかということでした

ね。』

（なる。）

『先生、さなぎを食べたって言ったけど、よく考えたらさなぎではなかったよ

うだな。』

（幼虫やあ。）

『調べたことを教えて下さい。』

はな「きょうは、はるなちゃんのもってきたはちのすをみました。はちはいま

せんでした。はちのすをもつと、こわれそうだったけど、われなくてよかっ

たです。たまごから、ようちゅうになり、さなぎになります。しゅうれいよ

うちゅうは、まゆをつくって、はちのすの中でさなぎになります。」

「ハチのこどもの足は、なんと３８本もあります。」

『ハチの子ども？』

（３８本）

（右足１９）

『ハチの子どもって何？』

「いもむしみたいなやつ。」

『それを何ていうの？』

（幼虫）

『幼虫は３８本足があるの。』

こうへい「ハチの幼虫は、テレビでも言っていたけど、塩をかけてプライパン

でやいてもおいしいし、先生が言っていたように魚釣りのエサにすることも

できます。ぼくはいちどやいた幼虫を食べてみたいです。塩でやくからしお

からいと思います。どんな魚がつれるのかな？」

『魚をつるときのエサにするからね。』

れい「ハチのなかまには、カッコウとよくにているものがある。チョウのよう

ちゅうなどにたまごをうみつける、キセイバチがいる。」

『何バチ？』

れい「キセイバチ。」

『何かにくっついちゃうんだね。』
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【コロッケ№６１～６２】

はるな「ハチは、うまれたてのたまごでは、○○○○○○。」

『たまごは、ハチのすからはなれない？ ずっとすの中？』

はるな「それで、出てきたらはなれる。」

『さなぎではなれる？』

はるな「出たばっかりではなれない。」

『たまごから幼虫になって、これ、すの中にいるのね。さなぎになるの？』

はるな「さなぎにならない。」

（なるでえ）

（なる）

（なるやつもあるし、ならないやつもある。）

『さなぎがあるよって書いた人はいなかった？』

ちう「アシナガバチは、スズメバチのなかまで、かれ木のせんいですをつくり

ます。かぞくには、はたらきバチ、じょおうバチ、おすバチがいます。はた

らきバチは、かふんとみつをあつめたり、じょおうバチとようちゅうのせわ

をします。じょおうバチは、まいにちたくさんのたまごをうみます。おすバ

チは、１日１かいけっこんするため、そとでとびまわります。ハチは、べつ

のいきものとちがって、おすとめすだけじゃなかった。」

『おすとめすではなくて、なにとわけられるの？』

ちう「おすとめすだけじゃなく、はたらきばちは、おすでもめすでもないんや

って。」

『はたらきバチは、おすでもめすでもない。女王バチは、おす・めすどっち？』

（めす）

『たまごをうむのは女王バチだけなのね。ほかにめすはいないんだろうか？』

あかり「ハチのなかま、コンボウハバチ科、ハバチ科……。」

『それ、持ってきて、読み切れないから。』

※ ノート○ページにわたってハチの種類を書いてきたので、読み切れないの

で実物投影機に映して見ました。あかりさんは、【スズメバチのなかま】も読

んでくれました。

『最後のところを読んでください。』

あかり「はるなちゃんのもってきてくれたハチのすは、どのハチのおうちか

な？」

『これだけいっぱいあるので、どれかわからないそうです。だれか教えて下さ

い。こんなにいっぱい種類があるのだそうです。』

「ハチは、一週間に１回けっこんするの。」

『ほかにハチのことを書いている人はいませんか？ はい、れいかさん。』
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れいか「ハチは、たまご→よう虫→さなぎ→せい虫 というかんぜんへんたい

をおこないます。かんぜんへんたいは、このように体の形を大きくかえて、

大きくなり、せい虫になることをいいます。さなぎとは、かんぜんへんたい

をするこん虫が、よう虫からせい虫になる間で、いちじかつどうをやめてい

るじょうたいにあるものだとじしょにありました。」

『れいかさんの言った言葉で難しいと思った言葉はありませんでしたか？』

（完全変態）

『完全変態、わからなかったらどうしましょう。』

（辞書で調べる）

『はいどうぞ。』

（あった。）

りょうた（あった、完全変態！）

『はい、りょうたくん読んで。』

りょうた「昆虫が、たまご、幼虫、さなぎ、成虫の順に体のつくりをかえなが

ら成長すること。チョウやハチのなかまにみられる。」

『チョウやハチは、たまご、幼虫、さなぎ、成虫になる。これを完全変態とい

う。見つけた？ じゃあ、さなぎにならないやつは、何ていうんだろう？』

（あった。）

ひな「昆虫がたまごから成虫になるまでの幼虫、さなぎの時期をへること。チ

ョウ、ハエ、カなどに見られる。」

しもたに「昆虫が成長する形式の１つ。幼虫から成虫になる間に、さなぎとな

る期間がある。」

『完全変態のべつのやつがのっていないかな？ じゃあ、前を見て下さい。の

っているのとのっていないのがあるから、それは仕方がありません。りょう

たくんのは、ひらがなでかんぜんへんたいって書いてあって、下に漢字で書

いてあって、その下に赤で意味って書いてある。そのことばの意味だね。す

ると、昆虫が、たまご、幼虫、さなぎ、成虫の順に体のつくりをかえながら

成長すること。チョウやハチのなかまにみられる。ってことは、ハチはさな

ぎになりますか、なりませんか？』

（………）

『完全変態ということばは、体がたまご、幼虫、さなぎ、成虫にかわっていく

ことをいいます。その仲間は、チョウやハチだそうです。では、ハチはさな

ぎになりますか？』

（なります。）

『なるなかまだね。りょうたくんありがとう。辞書によって違うよ。かたぎり
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さんの辞書は、完全変態の下に、昆虫がたまごから成虫になるまでに、幼虫、

さなぎの時期をへること。チョウ、カ、ハエなどに見られる。その下、ちょ

っと見て下さい。』

（不完全変態）

『これは、対の下に不完全変態ということばがでています。不完全変態は何だ

ろう。はい、調べてみよう。』

（さなぎにならない）

『不完全変態』

（あったあ）

（ない）

（不完全変態あった。）

ななこ「昆虫が成長する形式の１つ。幼虫からさなぎとなる段階がないまま

成虫になる。トンボなど。」

『これは、さなぎにならないなかま。完全変態は、さなぎになる。』

（あった。）

『ちょっと難しいことばなんだけど、いままでやってきたさなぎになるかなら

ないかは、このことばで分けられるようです。れいかさんが書いてきたこと

ばは、このことばでした。』

（不完全しかなかった。）

『では、辞書を閉じて前を見て下さい。ちょっと難しいことばを調べました。

れいかさんが見つけてきたのが完全変態ということばで、このことばで全部

分けられちゃうようです。前までここに書いてきたさなぎになるかならない

かというのは、さなぎになるなかまは完全変態と分けられるようです。昨日

ハチはさなぎになるかならないかと言ったけれど、完全変態の仲間なので、

ハチはさなぎになります。不完全変態というのは、さなぎにならないで、幼

虫からすぐ成虫、大人になります。みんなの知っているものは、このどちら

かに分かれます。それでは、カブトムシは、どっちの仲間でしょうか？』

（完全変態）

『さなぎになった？』

（なった）

（クワガタもそうやでえ。）

（クワガタもおんなじ）

『後なんかあったかな、さなぎになったのは。』

（カナブン）

（カネムシ）
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（コガネムシ）

『後、教室にいたもの、何かなかったかなあ。』

（テントウムシ）

けいた「カミキリムシ」

『カミキリムシ……本当にさなぎになるのかな？』

（なるでえ）

はるな「シロスジカミキリ」

『あれもなるのかなあ？』

あらた「ベニカミキリ」

（バッタ）

『バッタ？ さなぎになる？』

りゅうと「不完全変態や。」

『バッタはどっちだろう？』

（不完全変態）

『そしたら、コガネムシもさなぎになるんだろうか？』

（なるでえ）

こうへい「カマキリ」

『カマキリはどっち？』

（不完全変態）

『さなぎになる？ ならない？』

（ならない。）

（ダンゴムシも不完全変態）

（ええっなるでえ。不完全変態でなくて、完全変態やあ。）

（不完全変態）

『ダンゴムシ、どっち？』

（不完全変態）

（完全変態）

（ダンゴムシ、不完全変態やでえ）

（そうやあ）

（かわぬぐだけや）

（ただの脱皮）

『脱皮で大きくなっていくのは、幼虫からのはこっち（不完全変態）かな。じ

ゃあ、最後にノートに書いていたことでハチの針のことを書いていた子がい

たんだけど、見つけられないかな。』
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ななこ「おすのはちには針がありません。ハチの針は、たまご

をうむくだがへんかしたものだからです。針があるのは、メ

スの女王バチと、働きバチだけです。同じハチでもミツバチ

だけは、針にかえしというギザギザがあって、１回さしたら

ぬけなくて、ハチは死んでしまいます。女王バチやスズメバ

チの針は、てきをひきさき、なんどもぬける針です。」

『おすのはちには、針があるのですか、ないのですか。』

（ない。）

『針があるのは、』

ななこ「針があるのは、メスの女王バチと、働きバチだけです。」

『働きバチは、おすですか、めすですか？』

（めす）

（おすとめす）

（働きバチは、たまごをうまへん）

『働きバチには、針があるんでしょう。働きバチは、おすめすどっち？』

（わからない。）

『おすには、針がないんだから、働きバチには針があるんだから、おす、めす

どっち？』

（………）

『さっき、働きバチはおすでもめすでもないって言ったのは誰だっけ？ 働き

バチはおすでもめすでもないの？』

（うん、だから針がある。）

『そう？ これはわからないなあ。』

（また、調べとく。）

『最後、ななこさんが描いてきた絵を見て下さい。おなじ針でもミツバチだけ

は、針にかえしというギザギザがあって、これだねえ、一回刺したらぬけな

くて、ハチは死んでしまいます。ミツバチの針は、ギザギザがあるから、ズ

ブッて刺したら針はぬけないんだって。』

りゅうと（スズメバチのは、２枚重なってて、刺して、抜けてガチャンガチャ

ンって奥に入っていくの。）

『へええ、こわいなあ。針の形も違うんだねえ。』

最後に、

『どういうのがさなぎになって、どういうのがさなぎにならない？ 完全変態

になるものとならないのの大きな違いは何だろう？』
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とお話ししました。

個々の生き物の生態を分類してのメタ認知。まだ難しいことだとは思います

が、そうした見方で個々の生態を関連づけていくことが考える力をつけていく

ことになると考えています。

ハチのはりは、めすのさんらんかんがへんかしたもので、おすは、さし

ません。さんらんかんは、あしがへんかしてできたものです。さらにへん

かしてはりになり、たまごは、はりのつけねのあなからうみます。ようち

ゅうにえさをあげるのは、じょおうバチ。５がつ、じょおうバチは、はじ

めは１ぴきですづくりや、ようちゅうのせわをします。しゅうれいようち

ゅうは、まゆをつくって、なかでさなぎになります。うかがちかづいたさ

なぎは、いろがこくなります。

しんじょおうバチとおすバチは、なつのおわりにあらわれ、こうびごじ

ょおうバチだけが、ふゆをこします。つぎのはる、じょおうバチは、すを

つくってたまごをうんで、ようちゅうをそだてます。

6/4（しもたに ゆうきさん）

はりは、めすのさんらんかんがへんかしたのなら、めすにしかないのですね。

きょうは、こくごのじかんにこころ先生とじゅぎょうをしました。しゅ

ごとじゅつごをいっぱいかきました。だれがなにをしているのか、えを見
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ながらかきました。こくごのじゅぎょうはたのしいです。さんすうのじゅ

ぎょうもたのしいです。さんすうのじゅぎょうは、ひきざんをしました。

きょうのひきざんは、むずかしかったです。でも、なれてきたら、これは

こうだったんだなあとおもいました。学校は大すきです。

「かんぜんへんたい」をするものは、よう虫とせい虫とでは、はっきりと

形がちがうものが多いです。

ハチ・チョウ、カ、ウスバカゲロウ、カイコなどがあります。よう虫の

ときとせい虫では、名まえがちがいますよ。

チョウ → イモムシ ハエ → ウジ

カ → ボウフラ ウスバカゲロウ → アリジゴク

「ふかんぜんへんたい」というのは、さなぎにならず、よう虫がいきなり

せい虫にかわることをいいます。セミ、カマキリ、トンボ、バッタ、ゴキ

ブリなどがあります。わたしは、セミがさなぎなるとおもっていましたが、

ちがいました。

よう虫とせい虫の形がよくにていて、よう虫のときに何回かだっぴをく

りかえしてせい虫にかわることが多いです。

「ふかんぜん」の「ふ」がきになったので、しらべました。

「ふごうかく」「ふゆかい」などの「ふ」とおなじなのかなとおもいます。

かん字で「不」とかきます。……でない。……しない。……がよくない。

などです。おかあさんに「不」というかん字をおそわりました。

6/4（なわて れいかさん）

かんぜんへんたいと、ふかんぜんへんたい 「ふ」のいみまでしらべたので

すね。

きょう、したのおとうとのかぶとむしのようしつがこわれて、どこかへ

いってしまいました。かぶとむしになって、つちのなかでもぞもぞしてい

るとおもいます。つちのなかからでてきてくれるように、こんちゅうゼリ

ーをおいてあげることにしました。こんちゅうゼリーには、スイカ・バナ

ナ・メロンのあじがあります。わたしは、メロンをおいてあげました。

かんぜんへんたいするこんちゅうは、ようちゅうからせいちゅうにせい

ちょうするかていで、さなぎになるじきがあります。チョウやコウチュウ、

ハチなど、さなぎのじきをすぎるとせいしょくのうりょくがあります。

かてい（過程） とうりすぎてきたみちすじ。ものごとのすすんでいく

みちすじ。
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せいしょく（生殖） せいぶつが、じぶんとおなじしゅるいのこたいを

つくり、しそんをのこすはたらき。

こたい（個体） どくりつした、１つのせいぶつたい。

しそん（子孫） こやまご。そのひとのちをひいているひとびと。

6/4（おおぜき ようこさん）

かぶとむしは、なにあじがすきですか？


