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「知ってるつもり」を壊す 「はてな？」で終わる授業

５．カタツムリの？ 4月27日

４月 27 日（月）、４時間目の生活科の時
間に、れいなさんに「カタツムリ」のお話

をしてもらいました。

実物を通して、何を考え、何に疑問を持

つのか。

子ども達の世界です。

知っている知識は、伝え合うことによっ

て使える知識に変わっていき、「はてな？」

と共に、そこから新しい意味づけが行われ

ていきます。

【コロッケ№２７】から

ポイント カタツムリの話題になり、２日前からカタツムリの調べ学習

をしてくる子が見られた。

そして、この日、実物を持ってくる子がいた。

その子の活動をみんなに広げる。実物は、可能な限り持って

きたその日の授業で使うようにする。特に生き物は！

比較するもの カタツムリとヤドカリ

視点 オスかメスか

「触角」の働き

これまでの学習 「ザリガニ」を持ってきた子がいて、「ザリガニの

ひげは、何か？」という授業を行っている。（触角）

つなげる視点 虫の触角の働き
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立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２７～２９ ５月１３日（水）

れいなさんのカタツムリ 4/27（月）生活科

カタツムリの？

※プロジェクターでカタツムリを大きく映しました。

『カタツムリくん、登場！』

（あっ動いた。）

（目を触ったら……）

（あ～～～）

（かわいい。）

（目を触ったらへっこむでえ）

（触ってみてえ）

れいな「私の家の壁にカタツムリがひっついていました。手で取りました。か

まれると思ったけど、ママがかまれないよって言って、つかんでみたら顔が

だんだん縮んでいくのでつかめました。」

（うわあ） ※画面のカタツムリが動きます。

（映画を見ているみたい。）

『大きいからすごいねえ。』

（歩いているみたい。）

（おちまっせえ）

れいな「ようこちゃん。」

ようこ「なんで壁にふっついていたんですか？」

れいな「雨がふっていたから、やんでから、わかんないけどカタツムリがふっ

ついていました。あかりちゃん、どうぞ。」

あかり「オスですか？ メスですか？」

れいな「わかりません。」

『分からないときは、研究中って言おうか。研究することにしてね。』

れいな「れいかちゃん、どうぞ。」

れいか「どうやってとりましたか？」

れいな「手で、ひっついていたのを、ぐにゅってとりました。」

いわさ「壁にくっついていた、壁の色は何色でしたか？」

れいな「肌色みたいな色でした。」

さくら「なんで、かまれると思ったのですか？」

れいな「分からない。」
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『カタツムリは、口があるの？』

（ある）

『ある？』

（足もあるでえ）

『足はないだろう。』

（足あるでえ）

『足は、何本あるの？』

（１本）

（４本）

（隠れているから、分からない）

（足なんかないでえ）

（６本ぐらいある）

『足があるの？』

れいな「ある、ここ」

『何本よお』

れいな「１本」

（見えない！）

（足、どこ～）

あらた「どうして、カタツムリをとったんですか？」

れいな「連絡帳にカタツムリを書いたとき、どうなっているかなって。」

けいた「どこで取ったんですか？」

れいな「さっき言いました。家の壁。」

（どこに足があるの？）

はづき「つかまえるとき、どこをもってつかまえましたか？」

れいな「ここを持って。」

※ れいなさんが、カタツムリを持ち上げようとしても、カタツムリは入れ

物から離れようとはしません。すごい力です。

『から？ すごいねこれ、なかなか離れないなあ。あっ目がなくなっちゃった。』

れいな「あるよ、ここに。」

『目がなくなってしまった。』

（あった）

しょうひ「家の壁のどこら辺でとりましたか？」

れいな「ドアの横にひっついていました。」

○○「何という種類ですか？」
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『カタツムリに種類があるかあ？』

（あるよ！）

れいな「何とかマイマイだった。」

かずき「足は何本ありますか？」

れいな「足がここのしっぽらへんで、心臓

は、このオレンジのところで、赤いとこ

ろが肺です。」

※ れいなさんは、連絡帳に書いてきた

絵を映しました。

『これが、中の方の絵だそうです。』

（さきっちょが目だ。）

（そうやでえ。）

（知らんかった。）

りゅうと「カタツムリは、晴れた日や暑い日は、木や草にかくれて、じーっと

しています。かわいた木の枝などを歩くと、体の水分が木の枝にとられてし

まうからです。」

こうへい「かたつむりは、晴れの日はアジサイの花でからに閉じこもって、じ

っとしています。」

『雨の日は？』

こうへい「雨の日は、アジサイの花で歩いています。」

『雨の日は歩くのね。』

ひな「カタツムリは、いつもはアジサイの上にいると思います。駅の前にいま

した。その日は雨でした。何で雨の日にでてくるのかな？ しめった体をも

つカタツムリは、暑さやかんそうがにがてです。ま夏の昼間は、こかげやお

ちばの中にみをかくして休んでいます。雨の日もせんたくはかわかないけど、

カタツムリもいっしょで、体はかわかないから、カタツムリは雨が好きです。」

『雨が好きね。』

しょうひ「カタツムリは、りくにすむ巻き貝で、

世界中にやく２万種類、日本にはやく 600 種
類があるんだって。地域によって、呼び方が

ちがい、マイマイ、デンデンムシなどとも言

われるんだって。」

『マイマイ？』

（こっちにもかいてあるし）

（地域によって呼び方が変わる。）
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『ありがとう。他にいませんか？』

ゆりこ「カタツムリは、気温が 11 ℃くらいになったらでてきて、ほかのとき
は、あまりでてこない。」

『11℃くらいか。温度に関係があるのか。へえ～ 11℃、ちょうどいいんだね。』
（温度が関係ある。）

（ちょうどいいんだ。）

しもたに「お散歩で、前にすんでいたマンションに行きました。カタツムリは

いませんでした。」

『見つからなかった？ 見つからないこともあるねえ。』

しもたに「だって、前マンションすんでいたとき、アジサイ咲いた後、カタツ

ムリを見た。」

『アジサイが好きなのかな？』

（そうやあ）

ともや「カタツムリは、何かの貝の種類でした。調べてみたら。」

『貝の仲間？ へえ』

（そうやあ）

『貝の仲間ということは、どういう仲間がいるの？』

（サザエやタニシ）

（サザエ、知っている）

（サザエって巻き貝の仲間やでえ） （そうやあ。）

『巻き貝』

（ヤドカリ）

（テレビで……）

『ヤドカリの仲間？』

（えっヤドカリ？）

（ヤドカリの仲間？）

るか「カタツムリは、晴れた日の昼間は、ものかげのうす暗いところにひそん

でいます。夜になると活動します。昼間に動くときでも、明るいところから

にげて、葉っぱのかげなどの暗いところににげます。なぜかというと、カタ

ツムリの体をかわかさないためです。」

『へえぇ、カタツムリは、昼間は動かないで夜に動くの？』

（だって昼暑いもん。朝も暑いし。）

（だから、雨のときはちょっと曇っているから雨のときは歩く。）

はな「カタツムリは、おちばの下や、石のあいだで、からにまくをはってじっ

としています。カッターのするどい刃の上でも、体が切れることもなくすす
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【コロッケ№２７～２９】

んでいきます。すごいと思います。」

『カッターの刃の上も歩けるのね。へええ。』

ゆうけい「雨がふっていると、カタツムリは、からに閉じこもって……晴れの

時は木の下で……。」

『どっち？ からに閉じこもっているのは、晴れの日？ 雨の日？ 』

ゆうけい「雨の日」

『雨の日は、からに閉じこもっているの？ 晴れの日にでてくるの？』

ゆうけい「あっまちがえた！ 雨のときは、からからでてきて、晴れのときは、から

に閉じこもる。」

※ 自分の書いてきたものを読む ＝ 思考が働かない

自分の発表したことを振り返る ＝ その時、思考が働く

ゆうけいくんは「あっまちがえた！」の瞬間から、声が変わりました。

自分の声になりました。その前の自分の連絡帳を読む時の声とは全然違っ

た生き生きとした声です。

活字を「読むこと」に集中した時の声と

何も見ずに自分の考えを発表する時の声は、同じ子でも全然違います。

活字を拾って読んでいるときの声は、聞いている人に伝わりにくいもの

なのです。

『からに閉じこもる。』

『どうしてなんだろうということでもいいよ。』

りゅうと「カタツムリは、何で目が引っ込むのか分かりません。」

『目って、どこ？』

（そこ）

『この先っぽが目？ なぜ目を引っ込めるか。』

（こわいからちゃう？）

さくら「なぜ、目をさわったら目を引っ込めるか。」

『なぜ、さわったら目を引っ込めるのかなあ』

いわさ「カタツムリは、どうして歩くのがおそいか。」

（速かったらこわい！）

○○「カタツムリは、何で壁とかにひっつくのか。前、幼稚園の帰りのときに、

歩いて帰っていたから、幼稚園の帰りの壁にカブトムシとカタツムリがくっ

ついていたから、何でくっつくのかなと思いました。」
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『何でくっつくかね。これもすごい技だなあ。』

あおい「何で触角を引っ込めるんですか。」

『触角ってどこだろう？』

（触角？）

（４本あるはずやでえ）

『４本？』

（２本やでえ）

『２本？』

（４本やでえ）

（２本やでえ）

『まって、これは目でしょう。触角で

はないんでしょう。』

（目）

（下は触角）

（下が触角）

『下があるの？』

※ カタツムリの頭を大きく映しました。

（あったあった）

（ちいちゃい方）

（見つけた）

（うん、見つけた）

『この長い方が目なんでしょう？』

（うん）

『で、短く２本出ているのが触角？』

（そう）

（えっ）

（こっち側だと思う）

『長いのは触角ではないの？』

（目） （目）

『目なの。目が２つで触角が２本か。そう？ 誰か書いてきた人はいない？』

かずき（はい、書いてきた。）

『かずきくん、何本？』

かずき「４本。」

『４本？』

（えぇ？）
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かずき「国語辞典に４本って書いてあった。」

『どれが触角？ どれが４本？』

（ええ？）

『かずきくん、どれが触角？』

かずき「ここらへんにもあるけど、これで隠れている。」

『じゃあ、これが触角？ 目がついているやつ。』

かずき「うん！」

『はあ、触角４本か。』

（えっ）

（そうやでえ、目も触角のかわりになっている。）

かずき「だってさあ、触角４本って国語辞典に書いてあった。」

※ かずきくんは調べてきた国語辞典をもとに考えを発表しています。すご

いです。辞典と実物の間で、かずきくんの考えが深まっていきます。

『目が触角だろうか。不思議だなあ。目が触角でないとしたら、どこに４本あ

るのかな？ 目が触角でないかというかずきくんの考えです。だと４本だ

ね。』

『この中（板書）のはてなで、答えが分かる人はいますか？』

（はい）

（分かる）

『なんでくっつくかねぇ。』

ひな「べたべたやから。」

『べたべただからねえ。』

（吸盤がついているから）

（吸盤がついているんやでえ）

（そうや）

（巻き貝もひっつく）

はづき「遅いのは、」

『遅いのは？』

はづき「足が１本だから」

『あ～足が１本。どういう１本なんだろうね。いっぱいあったら速いんだろう

ねえ。』

こうへい「ひっつくのは、吸盤があるから。」

『吸盤』

（貝にもあんねん）
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こうへい「そうや、貝にもあんねん。」

（吸盤って、べたってくっつくねん）

（タコにもあんねん）

こうへい「後ろ向きにしたらよく分かる。」

『足がベタベタだから歩くのが遅いか。』

（そう）

（あっ分かった。吸盤がくっついて歩きにくいんや。）←◆これすごい！

（目が目が） ※カタツムリが、目を長く伸ばしました。

『あっ４本あった。短いの２本と長いの４本。』

（これが目なんだ。）

『目も触角なんだ。』

（えええ？）

しょうひ「足が１本なのは、カタツムリは、足が真ん中にあるから。」

『真ん中にあるから。』

かずき「吸盤がくっついているから、１本の足では、あまり動かなくてゆっく

りになる。」

『だから、仕方がないのか。』

ひな「かまれる」

『かまれる。これは？』

ひな「かまれへん。」

『かまない？ でも、口はあるの？ へえ～ エサは、何を食べるんだろう。』

（野菜とか）

（きゅうり）

あやね「ニンジンとレタスときゅうり」

あらた「リンゴ」

りょうた「ラズベリー」

けいた「キャベツ」

はな「たまごのから」

『たまごのから？ かたいんじゃないのこれ。』

るか（食べんでえ、だってさあ、からが堅くなるもん。）

『何のからが？』

るか「カタツムリのからが。」

『自分のからがかあ。』

しもたに「レタス」
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（スイカのから）

『たまごのからって、食べるんだろうか？』

（食べんでえ）

『食べ物の話は終わります。そろそろ給食の準備をしなければいけないので。

持ってきてくれたので触覚が４本ということが分かったけど、目がついてい

るやつが触覚かどうかは、まだはっきり分からないね。』

（うん！）

かずき「ただ、国語辞典にはのっていた。」

『うん。これ、オスかメスかっていうのは、どっちなんだろう？』

（あっ分かった。）

（オスっぽい）

（オスみたい。）

『オスみたい？』

（オスやで、オス）

『どこを見たら分かるのこれ、オスかメスか。』

（貝殻の模様）

（貝殻）

『貝殻の模様で分かる？』

（ちゃうちゃう）
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（貝殻が大きい方がオスで、貝殻が小さい方がメスやで。）

『あっ貝殻が大きい方がオスで、貝殻が小さい方がメス！』

（メスはこれぐらいで、オスはこれぐらいなんや。）

（メスは模様がない）

『メスは模様がない。』

（あんでえ。）

『だれだっけ、カタツムリの赤ちゃんが生まれたよっていう人いなかった？』

ともや「………。」

『生まれた赤ちゃんは、どうだった？』

るか（先生、本に書いてあったよ。）

『るかさん、本を持ってきて。どんなたまごかな？』

※ るかさんは、アクトシアターからカタツムリの図鑑を借りていました。

『たまごは、丸いと思う人？』

（はーい） ←こっちの方が多かった！

『いや、ちょっと長いと思う人？』

（はーい）

（丸やでえ）

『あららら、るかさんよく見つけたなあ。これがカタツムリのたまごだそうで

す。では、たまごからでてきたカタツムリはどんな形だろうねえ。』

こうへい（これは左巻きマイマイのたまごやでえ。）

『左巻き、右巻きがあるの？』

こうへい（普通のカタツムリは右巻きやけど、○○は左巻きになるんやでえ）

『るかさんのこれ、わかりやすいなあ。たまごからでてきたところだそうです。』

（えええ）

『えっと、何かおかしいなあ。【うまれてからすぐ活動できるように育った子

どもは、】えっ？、【貝殻を持って親と同じような形をして、たまごからでて

きます。】』 【 】は、図鑑の本文より

（そうやあ）

『赤ちゃんのときからからを背負っていたら、からは大きくならないだろう？』

（大きくなんでえ）

（そうやでえ）

（なるよ）

りょうた（きつくなったら……）

※ みんなの流れに簡単に乗らない、自分の考えをしっかりもったりょうた

くんのこの瞬間の一言、とても大切です。
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『りょうたくん、何？』

りょうた「小さくなったら、からをぬいで、大きい方のからを探して……」

『あーきみは、かしこい。からが小さくなってしまったら、大きいからと交換

するってこと？』

りょうた「そう。」

※ りょうたくんは、ヤドカリとカタツムリをつなげて考えています。考え

るもとをもって、そこから自分の考えを作っています。すばらしいです。

るか「先生？」

『うん？』

るか「さっきのカタツムリ、こんなかでどれ？ これとちょっとにている。」

※ るかさんは、教卓で図鑑から探しています。多様な意見は、多様な活動

から生まれます。一見するとバラバラな活動に見えますが、るかさんのよ

うな活動を起こせる子の存在が大きいです。

『何と一緒？』←全体に話を戻します。

（ヤドカリ）

『ヤドカリがそう？』

（ヤドカリと似ている。）

『ヤドカリはからを交換するの？』

（そうやあ）

（いっぺんぬいでから）

『りょうたくん、そうすると、小さいからはどこかにおいてくるんだな。』

からは、大きくなるのか、交換するのか。２つの考えの中で迷います。

それが、考えるということです。容易に誰かの意見に従うのではいけません。

るか「マイマイとかは、普通アジサイにいるんだけど、ほかのところにいたら、

ほかの木にいたら、水分をとられてしまうの。」

※ 全体の流れとは違っていても、自分の考えのもとをしっかりもっている

発表です。

『貝殻を交換するとき、自分の貝殻がないときは、どんなかっこをしている？』

（裸んぼう）

（細い）

『それは、何に似ている？』

（ナメクジに似ている。）

『じゃあ、ナメクジは、貝殻を背負っていないだけなんじゃないか？』

（うん）

（ナメクジ）
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※ ここまで振ると何が何だか分からなくなってきます。

分かることから、分からないことへです。

でも、本当は分かっていると思っていたはずのカタツムリが、こんなに

分からないことがあるということが分かるのですから、

分からないことが分かる（内容が分かるのではなく、分からなさの実感）

という分かり方です。

この実感を共有すること、

そして、それをもとに調べていくこと

さらに分かれば分かるほど、新しい「はてな？」が生まれること

その過程を楽しんで行えること

それが「学ぶ」ということなのだと思っています。

カタツムリのことが分かるか分からないかは、たいしたことではありま

せん。

友だちとの話し合いを通して、どういう学び方、知識の構成の仕方を身

につけていくかが大切です。

（……なのに）「どうして～なのだろう？」

という「はてな？」をもてる子は、（……なのに）という考えるもとを自

分の中にしっかり位置づけることができる子です。

（……だから）「きっと、～だろう！」

と自分の考えをもてる子も同じです。

るか「先生、生まれたところ」

※ さっきの写真よりももっと分かりやすい写真を見つけてくれました。

『あっ、るかさんが見つけてくれた。生まれたばっかりって、こうだって。』

（あああ）

（生まれたときから、からを背負ってる。）

『生まれたときからからを背負っているんだって。』

（わあああ）

（透明やあ）

『柔らかそうだね、から。これがこうなって

いくんだあ。あとは、オスかメスかが分か

るといいね。れいなさん、るかさんありが

とう。』
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【コロッケ№３１】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№３１ ５月１８日（月）

かたつむりの研究

４月 28日（火）～５月６日（水）までの９日間の長いお休みなりました。

かたつむりは、かいのなかまです。あめがすきなのね。からだがかわく

としんでしまうからです。だから、あめのひや、よるにげんきにうごきだ

します。うんちは、かぼちゃをたべたらきいろで、にんじんをたべたらお

れんじで、はっぱをたべたらみどりになります。ふしぎだなあとおもいま

す。 4/30（うら はなさん）

いつもどこにかくれているのか、ふしぎでなりません。

かたつむりは、あめがすきです。ほかのいきものは、雨がきらいです。

ほかのおおくのいきものは、からだがぬれることがきらいです。雨のひに

は、元気にうごくすがたは、あまり見られません。かたつむりは、かわい

たところがきらいなので、ぬれたときにでてきます。どうしてだろう？

かわいたところをあるくと、おなかがいたいからかな？ ぬれているほう

がすべってあるきやすいのかな？ かたつむりは、しょくぶつや、かれた

はっぱをたべます。しんぶんしや、ちらしなどのかみもたべます。からに

ひつようなカルシウムがたくさんあるブロックのかべやコンクリートのか

べをなめたりもします。 4/27（なわて れいかさん）

ブロックやコンクリートをたべて、からをつくるのですね？ あれ？ とい

うことは、からをつくるの？ こうかんしないの？

かたつむりがのっているほんをみたら、しょっかくが４ほんのっていま

した。つのは、ながいのとみじかいのがのっていました。ながいしょっか

くのうえにめが２こありました。めにつながっているながいしょっかくと、

みじかいしょっかくがほんにのっているのをみました。やっぱり、４ほん

でした。4/27
びわをたべたら、びわからたねがでてきました。それをあしたうめます。

びわは、とってもおいしかったです。 4/30
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【コロッケ№３１】

つつじのみつをすったら、はちやちょうちょのきぶんがしました。こう

えんであそんでいたら、はちもみつをのんでいました。

ばあちゃんのにわで、ひまわりと、あさがおと、みずなと、こすもすと、

オクラもぜんぶそだてます。5/2（しもたに ゆうきさん）

やっぱり４ほんでしたか。しっかりさがしていたのですね！

【コロッケ№４６】６／８

帰りの会で、コロッケ№３１を渡して、読みました。

れいかさんのかたつむりが、

【からにひつようなカルシウムがたくさんあるブロックのかべやコンクリート

のかべをなめたりもします。】

というところを読むと、

「カラも一緒に大きくなるみたいだ。」

ということになりました。そうなのでしょうか。

また、この日の連絡帳に書いてあったりゅうとくんの

【おもしろいことに、カタツムリは、おすもめすもなく、どのかたつむりも、

おすのやくめとめすのやくめをします。そのため、どのかたつむりもおやに

なるとたまごをうみます。】

を読むと、

「へえ。」

「おすとめすがないの。」

と、これまで「？」としてホワ

イトボードに書いておいた答え

が分かってきました。

けいたくんがもってきただん

ごむしを、実物投影機で大きく

映しました。ふしぎです。たく

さん足があってからまらないの

かな？

だんごむしは、さなぎになる

のか、ならないのか「？」がう

まれました。半分ずつ脱皮するという意見もありました。おもしろいなあ。
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子どもの姿
【コロッケ№２６】４／２６

かたつむりをみつけにいきました。

きのしたに、かたつむりのからを８個

みつけました。かたつむりは、いまの

ところいっぴきもみつけていません。

けど、あとからかたつむりをみつけま

した。いつもは、きのねっこにいます。

からのなかみは、どこにいったのかな

わかりません。きもちわるかったです。

あとで、ずかんでしら

べてみました。

かたつむりは、みずけが

なくなるとまくをはってねむ

るよ。

とかいてありました。で

も、はたけでみつけたか

たつむりには、まくはあ

りませんでした。かんそ

うしすぎて、ぜんぶから

からになってなくなった

んだとおもいます。からだとおもっていたものは、なかでしんでいたもの

だとおもいます。

かたつむりのあかちゃんについて、ずかんにかいてありました。つちの

なかのたまごからかえったあかちゃんは、ちいさいけれどおとなとおなじ

かたちをしています。からだがだんだんのびておおきくなり、うずまきの

かずもおおくなります。 4/26（きたはた けいすけくん）

まくをはってねむるのは、まいにちなのかな？ ず～っとかな？

授業前にこれだけのことを書いてきていても、授業中に発表することが得意

でない子にとっては難しいことである。折角調べてきたことを負担にさせては

いけない。この子の出る場面を待ってあげることが大切になる。学級通信に載

せて認めることによって自信をつけさせながら育てていく。


