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不思議さの共有は、学ぶことの楽しさ！

８．カエルのひみつ 5月21日

教室でオタマジャクシから飼ったこともある。

カエルは、子ども達に人気者。

キャラクターとしては、よく登場するが、実は、触ることができる子は、あ

まり多くない。

カエルは、とても有名なのに、大人でも知らないことが多い。

鳴いているのはオスだけ？

メスは、鳴かない？

色が変わる？

オタマジャクシのしっぽはどこにいく？

オタマジャクシは、エラ呼吸？ 肺呼吸？

カエルは、エラ呼吸？ 肺呼吸？

呼吸が変わる？ いつ？

「知っている」と思っていることに、「分からないこと」があることを実感で

きる、すてきな登場人物（？）である。

ポイント どこにでもあって教室に持って来やすいものから話題にす

る。

比較するもの オスとメス

視点 オスが鳴いてメスは鳴かない

保護色

つなげる視点 アゲハの幼虫「黒からみどりへ」

保護色・警戒色

- 114 -

【コロッケ№５１】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№５１ ６月１６日（火）

５月 21日（木）授業記録

カエルのひみつ

ゆきさんが持ってきたカエルでお話をしてくれまし

た。

カエルって、ふしぎなことがあるようです。

（カエルくん。）

（かわいい。）

（かわいい。）

ゆき「近くの田んぼでつかまえました。初めは９匹いました。でも、虫があん

まりつかまえられないので、６匹逃がして、また１匹逃がして、２匹にしま

した。」

さくら「どこの田んぼでつかまえましたか。」

ゆき「近くの家です。」

ゆりこ「だれと行きましたか？」

ゆき「弟とお父さんです。」

りゅうと「どうやって、つかまえましたか？」

ゆき「お父さんが、あみでつかまえました。」

はな「川のところですか？」

ゆき「川の近くです。」

そんりん「どこの田んぼでとりましたか？」

ゆき「京都の終わりの丹波駅のところです。」

あらた「何の種類ですか。」

ゆき「アマガエルがみどりで、トノサマガエルが黒とみどりです。」

『これは、アマガエル？』

ゆき「うん。」

（イボガエルもいるでえ。）

（さわったらだめやでえ。）

（イボができるし。）

ともや「今残っている２匹のうちの１匹は、どこにいますか？」

ゆき「おうちです。」

さくら「オスですか。メスですか。」
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【コロッケ№５１】

ゆき「オス・メスはないです。」

『カエルにオスとメスはないの？』

（あんでえ。）

（ないでえ。）

（わからん。）

（ない。）

『カタツムリはオス・メスがなかったけど、カエルもないのか？』

りょうた（また、図鑑で調べとく。）

いわさ「家の家族の中で、カエルが嫌いな人はいますか？」

ゆき「います。」

いわさ「だれですか？」

ゆき「お母さん。」

（ハハハ）

（だから逃がしたの？）

『えさは、何を食べるの？』

ゆき「生きている虫。」

『生きている虫しか食べないのかあ。』

（カとハエ）

（そこに入れているの？）

『今日、持って帰らないとえさをあげられないから、このカエルさんを見たら

返してあげるしかないんだけど、ほかに聞いてみたいことどうぞ。』

しょうひ「どうして、オスとメスがないことがわかりましたか。」

ゆき「わかりません。」

あおい「カエルをつかまえるとき、カエルはなにをしていましたか？」

ゆき「あみでつかまえるとき、元気だった。」

『何をしていたのかなカエル、さんぽしていたのかな？』

ゆき「おさんぽしていた？」

こうへい（ボ～っとしていたのかな？）

『カエルって動かないんだなあ。さなぎってないの？』

ゆき「ない。白いたまごの次がオタマジャクシで、その次オタマジャクシに足

が出て、手が出て、しっぽが出ていて、その次にカエルになるの。」

『さなぎにならないの？』

（オタマジャクシやでえ。）

（足が出て、しっぽが短くなって……）

ゆき「水の中に入った。」
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【コロッケ№５１】

『足がある。しっぽがない。』

（しっぽがなくなったの。）

『カエルって触覚がないの？』

（ない）

りょうた（そのかわり目がいいでえ。）

『目がいいからいらないんだ。すごいなあ。』

『手が見えるかな。さきっぽが丸くなっているよ。』

（そうやあ、吸盤でくっついてるんやでえ。）

（吸盤）

ようこ（トノサマガエルは壁にくっつかないんや。だって、吸盤がちょっとし

かない。立つしかないねん。）

こうへい（トノサマガエルってとびはねんの？）

はるな「つかまえたときは、水につかっていましたか？」

ゆき「つかっていたけど、あみでお父さんがつかまえたし、ふつうのところで

つかまえた。」

しもたに「カエルはどのへんに集まっていましたか？ バラバラでしたか？」

ゆき「バラバラです。」

りょうた「アマガエルは、みどりから何かの色に変わりましたか？」

ゆき「変わらないです。」

『色が変わるの？』

（カメレオンも変わるでえ。）

さくら「カエルは、何でいっぱいつかまえてきて、逃がしたんですか？」

ゆき「虫がつかまえられないからです。」

『えさがねえ。』

（大変やなあ。）

いわさ「田んぼの中は、どろどろでしかた。きれいでしたか。」

ゆき「普通です。」

（普通って？）

まなと「田んぼのどこらへんでとりましたか？」

ゆき「家の近くのところです。」

ゆうけい「カエルはどうして色が変わるのですか？」

ゆき「変わらないです。」

（ええっ変わるでえ。）

（変わらへん。）
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（オタマジャクシが黒やって）

（オタマジャクシは黒なの。）

『オタマジャクシが黒で、カエルになったら』

（みどり）

『みどりからは、変わらないの？』

（変わんでえ。）

りゅうた「木の上だったら木の色で、コンクリートの上だったらコンクリート

の色で……。」

（じゃあ、田んぼにいたのは？）

あおい（前、カエルをかっていたとき、青いところにおいていたら、青くなっ

ていた。）

『木の上においたら木の色で、土の上においたら何色になるの？』

りょうた「だから、たぶんつかまえるとき川に葉っぱみたいなやつが生えてい

るから、みどりやから葉っぱのところにひっついていた。」

『りょうたくん、カエルって色が変わるのね。』

りょうた「カエルが水のところにのっているんだったら、みどりの葉っぱやか

ら。」

『りょうた博士がカエルは色が変わると言っています。』

（いっぺん定規に乗せてみて。）

あかり「普通ってどのくらいですか？」

ゆき「どろがちょっとね。」

はるか「つかまえたときは、何色だったんですか？」

ゆき「みどり色。」

『りょうたくんがいうには、おいているところで色が変わるってことなんだな。

忍者みたいなんだな、カエルって。』
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【コロッケ№５２】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№５２ ６月１６日（火）

授業後の調べ学習：カエルのひみつ

きょう、いえにかえったら、アサガオとひまわりのたねから、めがでて

いました。たねのかわをかぶってでてきました。ひまわりが、どれだけせ

がのびるかたのしみです。

きょう、ゆきちゃんがもってきたかえるをしらべたら、あまがえるでし

た。かえるのおすは、のどにあるなきぶくろをおおきくふくらませるよ。

なきごえは、ふくろで大きな音になり、100 メートルはなれていてもきこ
えるほど大きい。

カエルのいろがかわるのは、カエルをたべるとりやヘビにみつからない

ように、たべものにするこんちゅうにもみつからないようにかわるのか

な？ きれいないろのカエルもいるよ。だけど、どくをもっているかえる

だよ。ニホンアマガエルは、ふつうみどりいろをしたカエルですが、とき

どきこげちゃいろや、ベージュいろになったり、せなかにもようがあらわ

れたりするよ。これは、ひかりやおんど、しつど、カエルのこころのよう

すなどにより、どうぶつやしょくぶつのからだのひょうめんをつつんでい

るかわのしたにある３しゅるいのいろのもとになるものがでておこるそう

です。 5/21（かたぎり れいなさん）

すごい。やっぱりカエルは、にんじゃみたいですね。

アマガエルとトノサマガエルは、なくときにふくらませるところがちが

います。どこがちがうかわかるかな？ アマガエルは、のどの下をふくら

ませてなきます。トノサマガエルは、ほっぺをふくらませてなきます。

うしろ足だけでおよぐよ。田んぼの水の中にたまごをうむ。たまごから

かえったばかりのおたまじゃくし。大きくなったおたまじゃくし。足がは

えて水から出てきた。かえるになったら、はやしでくらします。

とりなどのてきにみつからないように、アマガエルは体のいろをまわり

のいろとそっくりにすることができるんだよ。すごいな。

5/21（ふじもと はづきさん）
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のどをふくらませてなくのと、ほっぺをふくらませてなくの。なきかたがち

がうなんておもしろいね。

みにとまとのはながちると、そこにみどりいろのとまとができて、だん

だんきいろ、それから、あかくなります。

かえるは、くらいところでは、ちゃいろまたはくろくなって、あかるい

ところではみどりにもどります。なくのは、おすだけで、めすはなきませ

ん。おすは、めすをよぶためになきます。もしかして、けっこんする？

5/21（たかの ちうくん）

みにとまとは、しんごうみたいですね。

かえるがなくのは、おすだけなのですね。

かえるは、かえってしらべてみたら、お

すとめすはちがうとかいてありました。な

くのがおすです。めすがたまごをうみます。

あまがえるは、のどをふくらませます。ほ

っぺたをふくらませるかえるもいます。

かえるは、からだのいろをかえられます。

はっぱのうえでは、みどりいろになります。

かれはやつちのうえでは、ちゃいろになり

ます。うさぎもふゆはしろいろになります。ゆきのいろとおなじになりま

す。 5/21（きたはた けいすけくん）

うさぎもいろをかえるのですね。ゆきのいろとおなじになると、なにかいい

ことがあるのかな？

おすとめすはあるとおもいます。しらべてみたら、おすはなくそうです。

かえるのなきごえ

おすがめすをよぶためになきます。トノサマガエルの大がっしょうは、

とくにすごいです。ときには、うるさいぐらいにかんじられることもあり

ます。このおすのなきごえにつられて、めすのかえるがやってきて、きに

いったあいてがいたら、たまごうむためにさんらんばしょをさがします。

めすにたいしてだけ、そんざいをしめすものではなく、ライバルのおすに

たいしてなわばりをしゅちょうするものもふくまれます。
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ライバルはとは、同じくらいの力を持っているきょうそうあいて。

めすは、なんでなかないのかな？ 5/25（うめだ ひなさん）

なくのをがまんしているのかな？

きょうは、ゆきちゃんのかえるをみました。にんげんのたいおんは、だ

いたい 36 どぐらいだけど、かえるは、まわりのおんどによって、たいお
んがかわります。だから、さむいふゆは、たいおんがさがるのでげんきが

なくなります。だから、あたたかい土の中でじっとしています。これをと

うみんといいます。じっとしてて、おなかはすかないのかな？

ふだんは、みどりいろです。でも、石やつちの上では、まわりのいろと

おなじいろにかわります。みどりのままだと、すぐにとりやへびにみつか

ってしまって、たべられるからです。

きょう、じぶんのおへやをそうじしました。わたしは、ほうきでそうじ

をしました。まず、みんなでつくえをうしろにはこびました。つぎに、ほ

うきでごみをうしろにはいていきます。あつめたごみを、ちりとりにいれ

ていきます。せんせいにほめられました。きれいなおへやできもちよかっ

たです。 5/21（うら はなさん）

かえるのひみつですね。ふゆのあいだは、つちのなかでねむっているのです

ね。おそうじありがとう。とてもじょうずでしたよ。

カエルは、せかいじゅうにやく 3500 しゅがいるよ。そのうち、やく 80
％は、ねったいや、あねったいにすむよ。日本には 34 しゅるいがしられ
ているよ。カエルは、水でんや池、川などのちかくにすんでいるよ。オタ

マジャクシのときは、水の中でくらしているけど、せいちょうすると、り

くでもくらせるようになるよ。目がはったつしていて、とんでいる虫をし

たを出してとらえることができるよ。生きたこん虫、クモ、ムカデなどを

たべるよ。雨の日、元気にうごきまわっているよ。カエルは、あるくどう

さはゆっくりだが、うしろ足をどうじにのばして、すばやくとおくまでジ

ャンプする。 5/21（にしかわ しょうひさん）

虫をつかまえるしゅんかんをみてみたいですね。

かえるのからだのいろは、りょうたくんがいったとおり、まわりのいろ
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にあわせてかわります。とくに、あまがえるは、きみどりいろからちゃか

っしょくまで、おおきくかわります。あおいかえるは、かえるのひふには、

３しゅるいのしきそほうというさいぼうがあり、それぞれ、きいろ、あお、

くろのいろをだします。あかるいみどりいろのはのうえでは、くろいいろ

はあまりでず、きいろとあかがまざってきみどりいろにみえます。まれに、

みどりのはのうえであおくなっているかえるがいますが、これは、うまれ

つききいろのしきそがかけているのです。かえるのなかまでも、たべられ

るかえるがいます。5/21
きょう、おにいちゃんが、とんぼをつかまえてくれました。わたしは、

おにやんまとおもいます。よくみると、おおあごがありました。おにやん

まは、にっぽんでいちばんおおきいとんぼです。９ｃｍから 11ｃｍです。
でも、つかまえたのは８ｃｍでした。とんぼのえさは、しんだはちといき

ているはえです。かわいそうなので、にがしました。5/27
（いしはら るかさん）

りょうたくんがいったことを、しっかりおぼえていて、しらべたのですね。

すごいね、るかさん！ おにやんまのくちって、こわいですよぉぉ～。

かえるには、おすとめすがいます。たんぼにいねをうえるころ（６がつ）

たんぼやいけにあつまり、よるになると、おすはおおきなこえでめすをよ

ぶためになきます。おすは、のどにあるなきぶくろをおおきくふくらませ

る。なきごえは、ふくろでおおきなおとになり、100 メートルはなれてい
てもきこえるほどおおきい。おもしろいことに、またまたあまがえるは、

おすとめすがありました。5/21
ぷりんすめろんをたべました。おいしかったです。たねがはいっていま

した。たねは、ちゃんともってきます。

つぎは、かたつむりのおはなしです。かたつむりは、しゅるいによって

だいしょうがあるので、おおきさだけではわからない。かたつむりは、う

まれたときからおやとおなじかたちをしている。からだがせいちょうする

にしたがって、からのまくかずもふえておおきくなっていく。まいていく

かずは、５～６かいで、からのいりぐちをなめるようにして、からをつく

っていく。5/26 （かなもり りゅうとくん）

からのまくかずがふえていくの？ からをつくっていくところをみてみたい

あ。どうやってつくるのかなあ。
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【コロッケ№５３】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№５３ ６月１７日（水）

保 護 色
ほ ご しよく

きょうは、学校をでてからおかあさんとちかてつにのったとき、あおい

くんがいました。ちかてつに立命館小学校の人がたくさんいました。いっ

ぱいのこえがきこえたので、ちょっとだけどきどきしました。でん車から

おりてから、いっぱいいっぱいあるいたので、バレエにつくと、ちょっと

だけつかれていましたが、がんばってバレエのレッスンができたのでよか

ったとおもいます。

よる、かえるが「おす」「めす」があるかどうかしらべると、「おす」「め

す」がありました。「めす」のほうが、おすよりも大きいです。

にほんあまがえるのからだのいろは、まわりのかんきょう、おんど、し

つど、あかるさなどにあわせてほるもんがでて、ひふのいろのさいぼうを

大きくしたり、ちいさくしたりしてかわります。このいろのかわるのがほ

ごしょくです。

ほごしょくと、じしょでしらべました。

どうぶつのからだのいろが、まわりのいろににていて、みわけのつきに

くいいろであること。あまがえる、ライチョウなどにみられる、

とありました。 5/21（きた あやねさん）

ほごしょくって、アゲハのようちゅうもそうでしたね。まわりのいろとおな

じにして、にんじゃみたいにかくれるのですね。

キーとなる言葉については、学級通信の題に取り上げ強調し、配布時にみん

なで国語辞典を使って調べる。

一見難しそうな言葉でも、その意味を理解して使えるようになると、むしろ

長い言葉で説明しなくても簡単に表すことができて便利である。

一度学級の中での共通語になり、頻繁に登場するようになると、当たり前に

使われるようになる。そういうものなのである。

「そんな難しい言葉を教える必要はない。」と強調される方は、子どもと一緒

に学んだことがないのではないかと疑ってしまう。教えようとする限り不必要

でも、使う子どもは便利なのである。（それにちょっぴりカッコイイ！）


