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実物をもとに考えさせる。科学的な視点を学びの中に！

７．アサガオの観察

①タネを植える 5月7日

『アサガオのタネを見たことある？』

「はい！」

「幼稚園で植えたよ。」

「小さいよ。」

『じゃあ、何色だった？』

（…………）

「黒かった！」

「そうそう」

『それは、黒い花のタネでしょう。』

（？）

『赤いアサガオの花のタネも黒？ おかしいなあ。』

（？？）

『花が赤いのは、タネが赤いからじゃないの？』

「そう！」

「違うよ。」

「ヒマワリのタネも黄色じゃないよ！」

「そうだ。」

『では、タネを見てみましょう。』

※視点を与えてから実物を渡す。

ポイント タネの色と花の色は同じかと問うことで、タネの色（タネの

殻の色）を意識させる。

子どもの目線に合わせて活動を行わせ、「はてな？」を導く。

視点 身近な所で観察させることで生まれる気づきを大切にして、

価値付けていく。

次につなげる視点 「ぼうし」は何か？
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「やっぱり黒いよ。」

「そうだ。」

『あらら、今年のアサガオはみ

んな黒くなっちゃう！』

「違うよ！」

◆ここでアサガオのタネの色

を強く印象づけておくことが、

「ぼうしは、何？」の話し合い

に生きる。

アサガオの観察は、

まず最初にタネの観察を行う。

そして、Ａ４サイズの用紙に、

大きく描かせる

小さなタネを大きく描かせる

ということは難しいことである。

しかし、低学年の子は、「大きく

描く」ことを喜ぶ。

大きく描いた絵は、それだけで

パワーがある。教室に掲示したと

きのインパクトが違う。

全員分のものを画像で取り込み

学級通信に載せる。子どもたちの

エネルギーが伝わってくる。

そして、それから

アサガオの鉢植えを始めるが、

その前に
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まず、

鉢をかぶる

かぶってポーズをとる！

アサガオを守る宇宙警備隊になる。

恥ずかしがりながらも、何とも言え

ない楽しさが生まれる。

幼稚園からの友人の少ない私立の場合、こうしたことで緊張感をほぐし、楽

しい時間を持つことの意味は大きい。

アサガオの鉢との一体化、土の量感を体で感じとらせるなど、大人は理由を

つけたがるが、この瞬間の最高の笑顔を撮った写真を掲示すると、クラスの子

以外にも大受けする。保護者も立ち止まって思わず笑顔になる。

そして、お決まりのように

鉢に、

土を入れる

土の軟らかさ、音、におい

などを体感させるには、机の

上が良い。

子どもの観察は、できる限

り目の高さで行う方が五感を

働かせ安い。

- 80 -

タネを植える

にしても、自分のスペースのある場

で、じっくり行わせたい。

グラウンドで行うと指示が通りに

くく、活動が雑に成りやすい。

◆しかし、教室が汚れるという問題

が生じる。

水をかける

のも教室で行うと、さすがに………

大変なことになっていく。

しかし、教師には、種々の雑音に

は目をくれない信念が必要とされる。

◆当然、雑巾の準備や、こぼした水

の処理を行う手間暇は増える。でも、

そこまでして発芽までの観察を教室

で行う。

＜土に水がしみていく音を聞くことができる。＞

なぜならば、この瞬間を見取ることがで

きるからである。

朝、教室に入ってきた子がオープンスペ

ースに並んだ鉢を見て、発見し、その瞬間

を友達と共有することができるからである。

いつの間にか、グラウンドに置いていた

鉢の中で起こっていた出来事ではなく、今

見つけた「この時」になるからである。
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観察は、

できるだけ近くで

日常生活と直結させて、

その瞬間を捉えさせる。

そのためには、教室の汚れや

手間暇を甘んじて受ける教師の

姿勢が大切になる。

観察カードへの記入

グラウンドで寝そべって描い

た観察カードと、机の上で描い

た観察カードは、言うまでもな

く、全然違う。

描くときの集中力に大きな差

が出る。

グラウンドで描いたものは、

掲示に耐えない作品となること

もある。

日常的な観察になっていれば、小さな変化にも

敏感に気付く姿勢が育っていく。

こうした姿を見て「はてな？」を考える素地が

育っていく。
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７．アサガオの観察

②ぼうしは、何？ 5月12日

アサガオの葉に付いている黒いものを、「ぼうし」

と呼んだ。

この「ぼうし」は、何だろう？

土だとすれば、

タネは、土の中にある。

タネの皮だとすれば、今タネは、どこにある？

土の中にない？

タネと呼んでいた物が、今どうなっているのか。

土の中のブラックボックス。

ポイント 土の中の発芽の様子は見えない。

見えないものを見える世界に引き出していく。

比較するもの 「ぼうし」は、土かタネの皮か

視点 発芽が行われている土の中の見えない世界を

見える世界に導き出す。

次につなげる視点 ５月頃 アサガオのタネの水栽培による発芽の

観察

３月頃 いろんなタネの発芽の観察
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【コロッケ№３８・３９】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№３８～３９ ６月３日（水）

あさがおの発芽の観察

ぼうしのはてな？ 5月12日

５月７日にタネをまいたあさがおの鉢は、オープンス

ペースに並べておきました。

12 日（火）、土の中から芽が出てきました。１時間目
の最初に芽の観察をしました。

『あさがおの芽はどんな形ですか？ 体で真似してみよ

う。』

みんなで、あさがおの芽の様子を体全体で表しました。

その後、席について見つけたことの発表をしました。

『あさがおは、どんな格好をしていましたか？』

いわさ「ぼくのは、こんなに下にいる虫とかをつかまえるみたいな格好をして

いた。」
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【コロッケ№３８・３９】

『すごいなあ。』

あおい「なんか、はてなみたいな形になっていた。」

（ぼくのも）

あらた「こうなっていた。」

※ あらたくんは、考える人のような格好をしながら発表しました。

『こうなっているの？』

（なんか、運動しているみたいや。）

ようこ「なんか、チョウの形をしている。」

そんりん「こんな、ウインナーみたいな形。」

（ハハハハ）

りゅうと「へのへのダンスみたいな感じやった。もう１こは、ヘラクレスで、

カブトムシと対決しているみたいやった。」

こうへい「こうして、とびこみしているように見えた。」

（ハハハハ）

ともや「こんなふうになっていた。」

※ ともやくんは、首を曲げながら体全体で表しました。

『首が、ごきってなっているの。』

しょうひ「あいさつしているみたい。」

『こんにちはってしているのかな。おはようございますかな。』

はづき「まるくなっているのが、だんごみたい。」

あかり「なんか、こんな格好をしちゃっている。」

※ あかりさんは、頭を下げてあさがおの様子を表しました。

『頭を下げた格好』

ゆりこ「下にいる虫をよんでいるような格好をしている。」

『いろんな形になっているみたいですね。でも、最初からこういう形ではなか

ったようですね。はてなになっていたり、首がごきってなっていたり、トン

ネルみたいになっていたり、そこの形から葉っぱのところが上に上がってく

るみたいだね。そして、黒いのをかぶっていたでしょう。

ぼうしみたいの、あれは何かね？』

はな「タネ」

るか「土」

『土だろうか？ タネだろうか？』

（土、土！）

しょうひ「タネの皮」
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【コロッケ№３８・３９】

こうへい（タネの皮を脱いだら、栄養なくなって、

芽が出なくなる。）

ようこ「土の中にタネをうえたから、ぼうしってい

うか、生えてくるとき土がついたままやった。」

『タネは、今どこにあるの？』

（………）

（土の中）

（それは、皮。皮が出てくる。）

こうへい（芽は土の中から出てくる。）

『タネは、どこにあるの？』

こうへい「ここらへん」

ホワイトボードの土の中を指さしています。

『じゃあ、これ【ぼうし】は何？』

こうへい「土」

『じゃあ、これは、土がのっているの？』

（うん）

（タネやあ）

りょうた（出てくるときに土と一緒に出てくるから、葉っぱの上で……）

『さっき、タネと言った人は、どうしてこれが、タネ？』

こうへい（土が葉っぱの上に乗って出てきたの。）

『そうか。タネがここだったら、皮はここにないじゃん。』

りゅうと「タネは、下に埋まっているんだけど、これが中から出てきて、タネ

も一緒に後から出てきて、葉っぱと一緒に出てきてる。」

『ここにタネが出てきているの？ これは、タネ？』

（………）

『タネは、土の中？ 出てきているの？ どっち？』

（土の中）

（出てきてる）

あらた「出てくるときに、土があたった。」

『これ【ぼうし】をタネだと言った人は、タネは上に上がってくるのね。』

りゅうと「タネやで、ぼく、図鑑に載ってたし。」

『上がってきたの？』

りゅうと「図鑑に、写真に載っていたから……」

『タネは、もう土の中にないの？』
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【コロッケ№３８・３９】

『これは土で、タネは中にあるという人と、これはタネで、土から出てきてい

るんだよという人と、２つに分かれるようなので、どちらかに手を挙げて下

さい。』

これは土で、タネは中にあるという人……２１人

これはタネで、土から出てきているんだよという人……１１人

『こっちが土だよと言った人は、土の中にまだタネが残っているのね。』

（うん）

りゅうと（根っこがないと生きられない。タネを植えて、土に根っこをあげて、

それからあげているの。）

『それを研究しなくちゃわからないなあ。』

柿の種から発芽したものを実物投影機に乗せまし

た。

りゅうと（ほら、タネついてるやん。）

こうへい（大きいから違うんじゃない。）

『これは、みんなが幼稚園にいるときからずっと教室

にいるカボチャです。』

（ええええっ）

『違って、柿です。木になる柿ってあるでしょう。

柿のタネを水で大きくしてみました。こち

らは、まだ芽が出てこない柿のタネです。

あれ、何かこれは、あれ？』

（タネやで、それ！）

（タネ）

『ぼうしです。』

（タネ）

『ぼうしをかぶっています。』

（タネやでえ）

『ぼうしをかぶっています。』

（タネ！）
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【コロッケ№３８・３９】

↓水栽培 ↓土植え

『じゃあ、これは何でしょ

う。』

（イチョウ！）

『イチョウくんです。ぼう

しをかぶっています

か？』

（かぶってな～い。）

（もう、大きくなったから）

こうへい（違う。かぶらな

いのと、かぶるのとあ

る。）

『あれ？ これはタネがど

こにある？』

（下）

『これを土の中に入れておくと……これは土の中に入っています。』

水栽培のイチョウと、鉢植えのイチョウを比べました。

『土の中に入っていて、タネが見えません。これは、ぼうしをかぶっていない

でしょう。イチョウは、ぼうしをかぶっていません。ところが、柿はぼうし

をかぶっています。このぼうしとは、何なのでしょうか？』

（タネ）

りゅうと（あさがおと同じやでえ。）

（タネの皮やあ）

『タネの皮とタネは違う？ タネの皮だったら、タネはどこにいった？』

（上のやつ）

『どこ？』

（芽みたいの）

『お話を戻します。』あさがおの写真に戻しました。

『これは、いったい何なのだろう？』

（タネ）

（土）

『これ、土の中がどうなっているか見てみたいので、』

引っこ抜く真似をしました。
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【コロッケ№３８・３９】

（ええぇ？）

『あさがおをポンッと、このあさがおを土からとったらどうなりますか？』

（枯れる）

（根っこ）

『どうなっているか見てみたいけど、かわいそうだね。どうすればいい？』

（頭で考える）

『どういう実験をすれば、タネか土か分かると思いますか？』

（図鑑）

『実験方法です。』

はな「掘る。」

『掘らない方法です。』

ひな「辞書」

『実験方法だよ。』

そんりん「違うところを掘る。」

※ 私の説明の仕方がまずかったようです。これでは、考えられませんね。

はなさん、ひなさん、そんりんくん、ごめんね！

『これ【鉢植えのもの】を使わない方法を考えて下さい。ヒントは、この間残

ったタネをみんなから先生は集めています。まだ、タネはあります。そのタ

ネを使って研究したいと思います。』

けいた「水で育ててみる。」

『水だけで育ててみる。土のないところだね。これと同じやり方だね。』

いわさ「まだ残っているタネをカップに入れて、それで育ててみる。」

『カップの入れ物を準備します。タネも準備します。みんなで一緒に研究して

みたいと思います。では、あさがお警備隊は、今からあさがおの鉢を絶対倒

さず、こぼさず、静かに運びます。』

（ハハハハ）

『いいですか？』

（はい） 鉢を持ってグラウンドに行きました。

比較するものがあれば、一年生でも実験方法を考えることができる。

ぼうしの「はてな？」は、学生に考えさせても意見が半々に分かれておもし

ろい！
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あさがおの発芽の観察

タネの変化 「この角は、何？』

カップの中に脱脂綿を入れ

タネの水栽培が始まった。

最初に出てきた「角」

のようなところ

これは、

何になるのだろうか。

この話し合いもおもし

ろい。

子ども達は、

葉、 茎、 花、 根

など、様々意見を言う。その理由の中には、

「水がないと生きていけないから、一番最初に根が出る。」

と鋭い意見を言う子も登場する。

答えは、やがて、実物が示してくれる。
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ここまで来ると

「角は、根になる」

ということがイメージできるようにな

る。

そして、

次に出てくるのが

葉になる。

つまり、

双葉になるということが

理解できるようになる。

そして、

「ぼうしのはてな？」は解決に向か

う。

この観察をもとに、【④いろんなタネを植えてみる】が行われる。

土の中にあって見えない「根」の存在を意識させることは、植物の生命を学

ばせる上で意味のあることになると考える。

アサガオの観察後、その鉢を使って行われる秋の二十日大根の栽培時には、

別の意味で登場することになる。
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７．アサガオの観察

③花から実へ「みかんのしっぽ」 5月12日

みかんになるのは

これ①

これ②

【コロッケ№４０】

5月 12日

ポイント めしべのもとがふくらんで実ができることを

実物でとらえさせる。

比較するもの キュウリ、ナスなど

視点 めしべのもとに実がつく

次につなげる視点 ８月頃 アサガオのタネ

果物・野菜の花と実
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【コロッケ№４０】

『これ、みかんの葉っぱでいいんだよね。あっ、気づいた。』

（えっ）

『みかん、ついている。』

（ほんまや）

（ついている。）

『これ②でしょう、みかん。』

（違う、違う。）

『こっち①？』

（そう）

（どっちとも）

『２こついているの？』

せりあ「違う、違う。」

『どっち？ どこがみかんになるの？』

せりあ「こっち①」

『そこがみかんになるの。じゃあ、ここ②は？ みかんのしっぽ？』

（実やでえ）

『実？ じゃあ、これもみかんになるの？』

（そうやあ）

（どっちも？）

『実とみかんは、違うのか？』

（そんなことはない。）

（これは、たぶんみかんのへた。）

『へた？』

（こうついているぼうしみたいなやつ。）

『緑の？』

（そう、それで、段々大きくなって、それが縮んでいって短くなる。）

『これは、研究しよう。』

＊

実物とは、こんなにいろんな「気づき」「はてな？」を子どもたちに与えて

くれるものだと、改めて驚かされました。

子どもがアゲハの幼虫のために家から持ってきてくれたみかんの枝についていた

花びらが散った後のめしべのもと。こうした見慣れたような物でも意識させるとお

もしろい教材になる。①と②、どちらもみかんになるという子の発想に驚かされた。
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【コロッケ№４２】

５月 13 日（水）、１時間目、前日にグラウン
ドに出したアサガオを見に行きました。その後、

さくら・なつみかん・茶の観察をしました。みか

んのしっぽをなつみかんで確認しました。

みかんのしっぽ→

グラウンドのなつみかん

あらら、なつみかんにもしっぽがあ

るよ！

このあと、どうなっていくのかな？
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タネの観察をしていくと、タネ（実）は、どこになる？という新たな「はて

な？」が生まれる。

花と実を意識させると、

花のあとの残ったキュウリを持って

きた子が、「キュウリは、花のあとに

できるんだよ。」と発表する。

近くの農家の人からもらってくる

子、↓

意を決して、

ハウスの人に

話しかけ、も

らってきた子

↓

実
物
が
示
す

大
き
な
説
得
力
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アサガオの花が咲くと、その花を分解して、どこにタネができるのかという

話し合いになった。

「１本だけ、真ん中についている。」

「それおしべなんじゃない？」

「めしべだよ。」

【コロッケ№６７】

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。

6/9（にしだ あかりさん）

むずかしいなあ。おしべとめしべがないと、みができないということですね。
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【コロッケ№４０～４２】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№４１・４２ ６月３日（水）

研究中

あさがおのぼうしは、なにだろう？ つちかな、たねかな？

あげはのようちゅうが、くろからみどりにだっぴしたよ。いつちょうになる

のかな？

みかんのしっぽはなあに？ じつにまったくふしぎです。

あさがおのぼうしは、たねだよ。さいしょは、やわらかそうだから土だ

とおもったよ。アゲハチョウのなかまは、大がたでうつくしい色やもよう

のはねをもっていて、日本には 19しゅ、せかいじゅうにはやく 600しゅる
いのアゲハチョウがいるよ。また、おおくのものは、うしろばねにでっぱ

りをもっているのがとくちょうだよ。

しっぽは、みだよ。花びらがある白い花がさくよ。みは、いくつかのふ

くろにわかれているしっぽだよ。 5/12（にしかわ しょうひさん）

つちをのっけているようにみえますよね。

あさがおのぼうしは、たねのかわでした。たねは、つちのなかでめをだ

して、たねのかわがしんめにかぶったまま、つちのうえにでてきました。

ちょうちょのさなぎは、やがて、うかしてきれいなちょうちょになる。

うんがわるいようちゅうは、たべられたりすると、ちょうちょになれない

こともある。 5/12（たかの ちうくん）

うかって、どういうこと？

あさがおのぼうしは、たねのかわだとおもいます。たねのなかには、は

じめにでてくるはっぱや、ねになるところがじゅんびされているから、つ

ちのそとにでるころに、かわをぬいででてくるので、そのときにはっぱに

ひっかかって、たねのかわがついてくるんだとおもいます。

あげはちょうについて

このあと、いとみたいなものをだして、さなぎになるじゅんびをして、

ようちゅうのかわをぬいで、さなぎになり、ちゃいろくなってふゆをすご
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【コロッケ№４０～４２】

します。そのあと、さなぎからでて、おとなのあげはちょうになります。

みかんのしっぽは、みかんのはなのめしべのなかにあるたねみたいなし

ぼうとよばれるものがあり、それがくだもののたべるぶぶんになります。

はなびらのしたにあるがくというぶぶんが、みかんのあたまについていま

す。

きょう、みかんのおへそみたいな、しっぽみたいなぶぶんをしらべると、

おはなには、めしべとおしべとがくというぶぶんがあることをしりました。

おうちのにわにさいていたおはなをとってきて、はなびらをちぎって、め

しべとおしべをみつけました。ぜんぶちぎると、がくがでてきました。ま

るいしぼうのぶぶんもみつけました。ふしぎでした。

5/12（かたぎり れいなさん）

めしべとおしべとがくは、どんなはなにもあるのかな？

あさがおのぼうしは、たねのからです。なぜかというと、私の家でもあ

さがおが芽をだしたからです。のびてきたのに、上手にぼうしがぬげなく

て、ぬがせてあげたらはっぱの先がちぎれてしまいました。土だったら、

そんなことにはならないと思います。

それから、ひまわりが芽をだして、同じようにぼうしをかぶっていまし

た。それが、土ではなくたねのからだったからです。ペットボトルの植木

鉢は、小さいから、これからどうやって育てようかなあ？

あげはの幼虫について

しらべてみたら、黒い幼虫から４回かわをぬいで青い幼虫にかわるそう

です。今日、みどりにかわったということは、せりあちゃんがもってくる

まで３回だっぴしたのかな？

そして、これからさなぎになるんだけれど、なん日かかるのかな？ 楽

しみだな。でも、本当は大好きではありません。

5/12（ながお ななこさん）

じぶんの手で、目で、しっかりかくにんしているのがすごいです！

きょうは、じしょでいろいろなことをしらべて、ふせんをはりました。

じしょは、とてもべんりです。じしょびきするのは、大すきです。

あさがおのはといっしょにうえにあがってきたのは、たねです。たねを

うえてから、つちのなかにねがでて、たねをまいてから 10日ぐらいで子
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【コロッケ№４０～４２】

ようが出てきます。子ようのつぎに、ほんばが出ます。くきのさきが、つ

るになります。くきのさきにつるがなったら、ぼうをたてます。ぼうにつ

るがまきつきます。そして、大きくなると、あさがおの花がさき、あさは

やくにさき、ひるとよるはしぼんでいます。そして、はながかれると、た

ねがみのなかにはいっています。あさがおのほかに、ひるがお、よるがお

などは、あさがおのなかまだとおもいます。ひるがおはひるにさき、よる

がおはよるか夕がたくらいにさきます。

ずかんには、しっぽのことはのっていなかったけれど、みかんのしっぽ

は、えだとみかんのあいだにあるへただとおもいます。みかんのはなはし

ろいです。みかんのなかまをまとめて、かんきつるいといいます。

5/12（なわて れいかさん）

みかんのなかまは、たくさんあるのかな？

たねのかわは、一日でじめんにおちて、はっぱがでる。あさがおのたね

もだっぴしているみたいだね。 5/12（うら はなさん）

タネがうえにでてくるのですね。たねのだっぴですね。
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【コロッケ№４０～４２】

あさがおのぼうし

は、たねだよ。いち

ばんそとのくろいぶ

ぶん。たねのなかに、

はっぱとねになるぶ

ぶんがはいっていま

す。

あげはのようちゅ

うは、うんちにみせ

るためにくろいんだ

よ。みどりは、はっ

ぱにみせるためのもようだよ。 5/12（やすもと ともやくん）

くろだったり、みどりだったり、どうしてそういうふうにならなければいけ

ないのかな？

きょう、がっこうで、じしょでいろんなことをみつけたので、そこにふ

せんをはりました。１ばんさいしょは、くらげでした。くらげの足はなん

本かしらべましたが、ありませんでした。おうちのじしょでものっていま

せんでした。

もやしのこと もやしは、たねのかわが上にあがります。たねのかわ

が上にあがるたねと、下のつちの中にのこるたねがあります。

ようちゅうのこと どんなようちゅうでも、なんでだっぴするのかな？

5/12（きた あやねさん）

そうですね。だっぴは、なんのためにするのかな？

アサガオに続いて

教室の窓辺に置いた鉢に植えている「綿」で

時間をおいて、植物を変えて

確認する。
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【コロッケ№７３】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№７３ ８月２５日（火）

綿の発芽

７時０４分 １０時２４分 １３時３７分

７：０３ １３：３９

６月１５日
あさ

ぼうしつき
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【コロッケ№７３】

１３時３７分 １６時１１分

ぼうしをぬいでっと！

１６日の７時１３分

６月１５日
夕方

６月１６日
あさ

ふたば

やっぱり、双葉だ
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７．アサガオの観察

④いろんなタネを植えてみる

最初に出てきた葉を「ふた

葉」と呼び、次が「本葉」…

…。

その前に、

タネについて、

考えさせます。

じっくり向きあわせる。

まず、

子どもにとってのタネは、アサガオではない。

食べているときに残すものくだものなどのタネである。

くだもののタネ ＝ 植えるたね

これが、タネに対する意識を変えていく。

ここに触れなければ、学習の生活化は図れない。

いろんなタネの発芽の観察を通して、「双葉」と「本葉」がアサガオの葉の

名前ではなく、葉の総称であるということも理解させることができる。

ポイント タネならどんなものでも芽が出るのか。

双葉・本葉は、アサガオの葉だけの名前ではない。

比較するもの いろんなタネ、その双葉・本葉

視点 学習の生活化（学習内容をより身近なもので確認し

ていく）

次につなげる視点 まつぼっくり、どんぐりも芽が出るか
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どんなタネでも、タネなら芽が出

るはず

「本当かな？」

「やってみなくちゃ、分からない！」

教室の中で、いろんなタネが発芽

します。

問題は、水の交換とカビとの戦い

です。

方法：容器について

ビニールコップの底に千枚通しで

穴を開け脱脂綿とタネを入れる。

内側が網目になっている二段の容

器に水を入れて乗せる。（底から水

がしみ込む）

水交換が簡単で、腐れにくい。

←透明ビニールコップ

● タネ

● ● 脱脂綿

網

水
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ブロッコリー

かいわれ大根

スイカ
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ズッキーニ

リンゴ

ビ ワ
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アップルマンゴーが、タネなんて言われても………でも、発芽するタネ。

「アボカドは、こうして刺して……」

みんな（ええ～っ）

（かわいそう）

「少し、割ってあげないと、発芽しません！」

プロジェクターに大きく映して、説明をしながら実演する子。

タネというものがいかに多く存在し、そして、「芽」を出すものなのか。

アサガオは、その代表選手。

アップルマンゴー

アボカド
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【コロッケ№６０】

双 葉 と 本 葉
ふた ば ほん ば

きょう、学校で６じかんめのあさがお

をみるじかん、はっぱをさわってみまし

た。学校のあさがおは、ふたばはさらさ

らでしたが、ほんばは「け」みたいなも

のがはえてて、ざらざらでした。

おうちのふうせんかずらのふたばは、

さらさらでもなく、つるつるでした。ふ

うせんかずらのほんばには、「け」がつい

ていませんでした。かたちは、→

いちばんはじめに芽がでたふうせんか

ずらのふたばは、下におちていました。

「花によって、ふたばやほんばのかたち

はちがうけど、でるじゅんばんはおな

じなんだなあ」

とおもいました。

多年草あさがおは、つるがいっぱいの

びていました。ほんばのかたちは、学校

のあさがおとおなじです。

6/3（きた あやねさん）

ふうせんかずらとあさがおをくらべて、おなじところと、ちがうところをし

っかりかんがえられるなんて、すごいですね。あやねさん！

つぎのめは、かならずさきからでてくるのかな？

きょう、わたしとしたのおとうとのかぶとむしのさなぎから、せいちゅ

うのかたちになっていました。おとうとのは、ようしつがこわれていまし

た。でも、かぶとむしは、つちのなかでじっとしています。なんでかなっ

とおもってずかんでしらべてみたら、はねがかたまるのをまって、ちじょ

うにでてくるそうです。かぶとむしが、あんまりうごかないので、おかあ

さんがケースをつんつんとやったので、だめってちゅういをしました。
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【コロッケ№６０】

アサガオのめがでて、しばらくすると、２まいのはがつく。これがふた

ばで、ふたばのはとはのあいだから、ほんばがでてきます。わたしのふた

ばは、１こなくなってしまいました。しらべてみたら、ふたばは、たねの

なかにおりたたまれてはいっていたはっぱらしいです。ねっこをのばした

り、めをだしたりするためには、えいようがひつようだけど、そのための

えいようは、ふたばのなかにふくまれています。だから、ふたばは、つち

のなかのひかりのないところでもそだつことができます。

ふたばは、ほんばがせいちょうするのにひつようなえいようを、こうご

うせいによってつくりはじめます。ほんばがじゅうぶんにそだち、じぶん

でこうごうせいができるようになると、ふたばは、やくめをおえて、かれ

てしまいます。ふたばがかれるのは、ほんばがいちにんまえになったしょ

うこです。だから、わたしのアサガオのふたばがなくなったことは、ほん

ばがいちにんまえになったってことです。かいけつしてよかったです。

こうごうせい（光合成） しょくぶつが、たいようのひかりをりようし

て、たんさんガスと、みずからでんぷんをつくるはたらきのこと。

きょうは、いっぱいかきました。よむのおつかれさまでした。

6/3（おおぜき ようこさん）

ふたばと、ほんばのはたらきを、こんなにくわしくしらべてかんがえること

ができたのですね。まいりましたよ、ようこさん！

どれが、ふた葉？本葉？
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いろんなタネの発芽観察のその後

アップルマンゴー↑

アボカド

→

↑ビワ

教室の中で水を与えるだけで、こんな

に大きくなっていく「タネ」。

「タネを植えると芽が出る」という当た

り前のことでも、本当にやってみること、観察し続けることでその意味を実感

することができる。

４／４ ドングリ
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７．アサガオの観察

⑤観察の最後

アサガオの観察の最後の学習は、つるの長さ

を比べたり、タネの数を数えたり、つるでリー

スを作ったり、いろんな活動が考えられる。

私は、「根」にこだわらせる。

つるごと持ち上げ、「根」の存在を意識させ、

敢えて、「根」にこだわらせる。

『根は、何色？』

これには、子ども達は、間違いなく、「茶色」

と答える。

根にからまった（？）土を手で落として水で

洗わせると、その細かさ・柔らかさ・色がよく

分かる。

最初に出た「角」が何色だったかを思い出す

子も出てきて、経験が繋がっていく。

根の役目は、水を吸うところ、という固まった見方を、「コンブ」や「二十

日大根・大根」の学習で多様に広げていく。

ポイント 花が終わりタネの収穫が終わった後のアサガオの

つるをリースにして笑顔の写真を年賀状にして送付する。

根の色、様子を観察させ、「根」の役割を捉えさせる。

比較するもの 水栽培時の根と最後の根の様子、その色

視点

次につなげる視点 二十日大根・大根



- 111 -

【コロッケ№１３１】

9/4 アサガオのタネの収穫
とても良い天気でした。

最後のアサガオのタネのしゅうかくをしま

した。

その後、青空に負けない青い色をしたシー

トをしいて、土の近くからツルをハサミで切

って、支柱にからんだアサガオをとりました。

折りたたみの支柱をたたみました。な

かなかの作業でした。

早めに終わった子が、声をかけながら進んでお友達のお手伝いをしている姿

を見ると、いいものだなと思います。

根っこだけになった鉢。そのまま土ごと捨ててもいいのですが、地中に隠れた

根の存在を確認することができる絶好の機会です。自分の目と手で実感させる

ことができる貴重な機会です。

「倍根達支」が目の前にあります。
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【コロッケ№１３１】

土から茎のひっこぬき

「何でこんなになるん

だろう？」

「土がかたまっている

から？」

「根っこだよ。」

土の中に隠れた根っ

こを掘り出しました。

そして、細かく張り巡らされた根っこを手でほぐしました。

地上からは見えない「根」の存在。

この体験が次に学習する二十日大根・大根へとつながっていきます。

汚れた手はきれいに洗い流しても、土を掘り起

こした感触、土の感覚、根の存在と手触り……子

どもたちの根っこを育てるこうした体感はしっか

り残っているはずです。

集めた茎でリースを作ります。

最後に、つるは、個人でリースにして

もいいが、みんなの分を集めて巨大リー

スにして教室に飾るのもおもしろい。

授業参観時、さり気なく教室において

おく（←）と、翌日に飾りが集まる。

（本当にすて

きな保護者で

ある。）

飾り付けの終わったリースと一緒にハイポー

ズ！

年賀状にして、一人一人に送る。

我が子の最高の笑顔が締めくくるアサガオの学

習となる。


