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実物を通して、比較を通して

４．たんぽぽ

①たんぽぽ研究

どこでも見かけるたんぽぽ。

子ども達は、小さい頃からたんぽぽを目にしてきた。

小さなきれいな花。丸い綿毛。そして、タネをつけて飛んでいく。

たんぽぽ１つにも多くの不思議、そして、仕組みが隠されている。

ポイント 誰でもみんな知っている。知っていると思っている。

知っていると思う物に隠された「はてな？」

比較するもの 綿毛と花

たんぽぽとカブの花

視点 花びらと綿毛はつながっている

次につなげる視点 ６月頃 たんぽぽとシロツメクサ

３月頃 冬の植物園での観察（ロゼット）
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【コロッケ№１５】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１５ ５月７日（木）

たんぽぽ

４月 20日（月）朝、教室で、あやねさんが、
「うちに、小さいザリガニがいるよ。」

と教えてくれました。教室にいる親子のザリガニが話題を広げてくれます。

りゅうとくんがペットボトルに入れてもってきたかぶに、つのみたいなもの

がでています。何になるのかな？

教室のたんぽぽが、きれいにさいています。

「それは、白い綿毛になるんだよ。」

「そうだよ。」

「一回倒れるんだよ。」

みんな、いろんなことを教えてくれます。白くなるのはいつなのかな？

たんぽぽは、花がさきおわると、白くふわふわとしたわたげにかわりま

す。わたげのねもとには、たねがついていて、かぜにのってとんでいき、

またそこにたんぽぽがさきます。たんぽぽのねっこは、とてもながくてじ

ょうぶです。このながいねっこからすいぶんをすいとるので、たんぽぽは

いろんなところでそだつことができます。

かぶのつのは、大きくなるとはっぱになります。かぶは、ねっこもはっ

ぱもたべられます。このはっぱには、えいようがたくさんあり、かぜをよ

ぼうし、ひふをじょうぶにします。かぶのように、くきもはっぱもたべら

れるのは、ほかに大こん、にんじん、ごぼう、れんこんがあります。

4/20（なわて れいかさん）

わたげがあると、ふわふわととんでいくことができるのですね。

かぶのつのは、めだとおもいます。

おはながかれて、くきがたおれたら、しろくなるじゅんびをして、じゅ

んびができたらおはなよりくきがのびて、ひらいたらしろくなります。し

ろいのは、わたげです。わたげは、たんぽぽのたねです。わたげには、100
こから 200こまでたねができます。 4/20（たかはし こうへいくん ）
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【コロッケ№１５】

たくさんのたねができるのですね。

かんさいでは、たんぽぽはさんがつぐらいからさきはじめます。たんぽ

ぽは、きいろいはなと、しろいろのはなもあります。ずかんにはかいてな

かったのですが、ぼくは、あきにたねがでてきて、ふゆにははっぱがかれ

るとおもいます。 4/20（やすもと ともやくん）

あきと、ふゆでかわっていくのですね。

たんぽぽは、なつにしろくなります。いまは、はるなのに、もうしろく

なっているたんぽぽがあります。たんぽぽのはながかれたあと、わたげが

できます。わたげは、たねをかぜにのせてとおくにはこびます。

4/20（かとう あらたくん）

わたげは、パラシュートみたいですね。ふわふわと、とんでみたいですね。

土日とお休みだったので、今日、学校へ行くのがとても楽しみでした。
ど にち やす き よ う がつこう い たの

教室に行ったら、先生が笑顔で「おはよう」と言ってくれたので、とて
きようしつ い せんせい え がお い

も嬉しかったです。
うれ

朝からしんたいそくていがあり、前よりたいじゅうがおもくなってたの
あさ まえ

で、びっくりしました。それから、こんしゅうは給 食当番だったので、
きゆうしよくとうばん

ちょっとドキドキしました。私は、デザートだけど、今日はデザートが
わたし き よ う

ないのでお手伝いをしました。
て つだ

終わりの会で、りゅうと君のかぶからつのみたいなはっぱがでているの
お かい くん

をみて、面白いなあと思いました。そして、先生が言われたたんぽぽが白
おもしろ おも せんせい い

くなるのはいつか、またこんどしらべてみようと思います。なぜかという
おも

と、今日のしゅくだいは、ぐっすりねむる事だからです。4/20（ながお ななこさん）
き よ う こと

きゅうしょくのとき、おさらはこびをしてくれたのでたすかりました。すす

んでしてくれるので、すばらしいとおもいました。

ななこさんは、こんなにかんじをつかってかけるので、びっくりです。

ずかんをしらべたけど、のってませんでした。でも、ぼくは、しろくな

るじきは、きまってないとおもいます。4/20（みよし かずきくん）
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【コロッケ№１５】

どういうときに、しろくなるのかな？

たんぽぽの花びらは、ひとつひとつが花です。きい

ろの花がしぼんで、さきっちょの花びらがおちると、

しろいわたげがでてきます。おてんきのいいひにひらい

て、わたぼうしがまるくなります。4/20（きた あやねさん）

どうして、おてんきのいいひ、なのかな？ あめふり

のときでは、だめなの？

たんぽぽは、３日ぐらいはなをさかせます。そのあ

とはしぼんで、だんだんたおれます。はながかれて、

しろいわたげができます。くきがまたおきあがります。

わたげがひらいて、たねをとおくまでとばすために、

せがたかくなります。せのたいかいたんぽぽをみつけ

ました。４７センチもありました。よるになったら、はな

がつぼみました。びっくりしました。

4/20（かわた せりあさん）

どうして、よるになると、ひらいたはなをとじちゃうの？

たんぽぽは、花がさきおわると、白いわたげになる。わたげは、かぜに

のってとばされて、あたらしいめをだす。4/20（みわ けいたくん）

きいろからしろに、いろがかわるだけなのかな？

たんぽぽは、さいてから３日めにしぼみます。白いわたには、たねがつ

いています。しろいはなのたんぽぽもあるよ。いちどみてみたいなあ。

4/20（うら はなさん）

３日は、さいているのですね。

わたしがしろいたんぽぽのわたげをみつけたのは、４月３日だったので、

４月３日にしろくなるとおもいます。 4/20（おおぜき ようこさん）
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【コロッケ№１５】

みんないっしょにしろくなるのかな？

たんぽぽは、みちばたやのはらにはえているしょくぶつです。つぼみか

ら花がひらいて、みができるまで、たんぽぽのかけいは、どんどん長くな

っていきます。たんぽぽがしぼんでから、かけいがたおれ、しばらくする

とかけいがたちあがって、しろいかじつがとんでいきます。しろいところ

は、かんもうといいます。

たんぽぽのしゅるいは、７しゅるいあります。せいようたんぽぽと、し

ろばなたんぽぽと、かんさいたんぽぽと、えぞたんぽぽと、かんとうたん

ぽぽと、しなのたんぽぽと、とうかいたんぽぽです。

4/20（まるやま りょうたくん）

ぜんぶいろはちがうのかな？ どこがちがうのだろう。

たんぽぽは、はるのきせつがおわると、たねがでて、しろくなります。

たねは、かぜにのってとおくへいって、じめんにおちると、まためがでる

よ。 4/20（にしかわ しょうひさん）

あのちいさなたねから、どうやって、たんぽぽになるのかな？

今日は、蝶についてしら
き よ う ちよう

べました。蝶には、部分の
ちよう ぶ ぶん

名前があります。目の部分
な まえ め ぶ ぶん

は、複眼といいます。角の
ふくがん つの

部分は触角といいます。ほ
ぶ ぶん しよつかく

かにも色々な名前がついて
いろいろ な まえ

います。次は、成虫の 体
つぎ せいちゆう からだ

についてです。蝶は、昆虫
ちよう こんちゆう

だから大きく３つに分けて
わ

見ることが出来ます。頭、
み で き あたま

胸、腹の３つです。ほかに、
むね はら

とんぼやかぶと虫なども昆虫なので３つにわけられ
むし こんちゆう

ます。 4/18（いわさ ゆうきくん）

ふくがんって、ふつうのめとどこがちがうの？
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【コロッケ№１６】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１６ ５月７日（木）

たんぽぽ・綿毛①
４月 21日（火）１時間目 授業記録

せりあさんの「長いたんぽぽ」
『何だか分かる？』

（たんぽぽ！）

せりあ「家の近くでとってきました。」

あやね「どういうところで、とりましたか？」

せりあ「たんぽぽがいっぱいさいているとこ

ろでとりました。」

はな「何でそんなに長いんですか？」

せりあ「分かりません。」

しょうひ「どうやってとりましたか？」

『ハサミでパチンと取りましたか？ 手で取

りましたか？』

せりあ「手で取りました。」

※ 声が低いと聞こえないことを確認しな

がら話をしました。

あらた「どうしてそんなにたくさん取ってき

たのですか？」

せりあ「分かりません。」

『長いね。先生が持っている長い定規と同じ

くらいだ。こんなのあるんだね。』

いわさ「どうして、つぼんでいるたんぽぽを

取ってきたんですか？」

『開いているのは、ありましたか？』

せりあ「ありました。」

『はい、拍手。』

（パチパチパチ）

◆せりあさんが持ってきた長い長～いたん

ぽぽ。こんなに長いたんぽぽがあるのですね。驚きました。
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【コロッケ№１６】

りゅうとくんの「たんぽぽの生長」
りゅうと「これが咲く前のたんぽぽ①で、これが咲いたとき②で、これは綿毛

になりかけ③で、これがもうすぐ綿毛になるところ④で、これが綿毛になっ

て⑤、飛んでいった⑥。」

『これが飛んでいった？』

りゅうと「うん。」

あかり「何で番号が書いてあるんですか？」

りゅうと「分かりやすいと思ったので書いておきました。」

ひな「どこでとったんですか？」

りゅうと「加茂川のバス停の近くでと

りました。」

しもたに「何でとりましたか？」

りゅうと「手でとりました。」

いわさ「どうしてたんぽぽを連絡帳に

貼ったんですか？」

りゅうと「手で持ってきたら、難しい

からです。」

『バラバラになってしまうからね。飛

んでいってしまうからね。ラップで

貼ってあるんだね。』

れいか「たんぽぽは、いっぱいありま

したか？」

りゅうと「ありました。」

あらた「どうしてラップで貼ったんで

すか？」

りゅうと「ラップだと落ちないからです。」

『たんぽぽのことを調べてきた人もどうぞ。連絡帳に書いたのは思い出せな

い？』

（書いてきた）

しょうひ「たんぽぽは、風で飛ばされていったら、畑のところに行ったら、タ

ネが出てくる。」

『これが飛んでいって、どこかに落ちたら、芽が出てくるのね。綿毛にタネが

ついているのね。』

こうへい「一回、お花がしぼんだら、茎が倒れるけど、また白くなる準備がで
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【コロッケ№１６】

きたら、茎が、たんぽぽのときよりも茎が高くなって開いてくる。」

『へえ、一回これが倒れるの？』

こうへい「そう。」

（ぼくもそう書いてきた。）

（一回倒れて）

あかり「これが、つぼんだら、こう。」

『どこで倒れるの？ ①と②の間？ ②と③の間？』

こうへい「②と③の間かな」

『②と③の間で倒れちゃうの？ （うん）じゃあ、これはどこだろう。』

（②！）

『じゃあ、これも一回倒れるの？』

（うん！）

『綿毛を作るようになったら、起き上がってくるの？ へえ』

こうへい「お花にはな、タネの成分がいっぱい入っているから、でも、たんぽ

ぽには、それがお花の時にはないから、それを準備してからまた立ち上がる。」

『先生、これ後から綿毛にしてあげる。みんなが見ている前で！』

（へええ？）

（魔法をかけて）

『うん。綿毛を出してあげる。りゅうとくん、ありがとう。』

（そう簡単に出せへんでえ。）

＜ 21 日（火）９時からの顔写真を撮りに行くまで、１３分間の生活科
の時間で＞

さく前 花がさいて 綿毛
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【コロッケ№１６】

オープンスペースに「たんぽぽ研究」のコーナーを作りました。

りゅうとくんの日記に貼ってくれたものを

拡大しました。とてもわかりやすいです。

まんまる綿毛 飛んでいく～ なくなった
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【コロッケ№１７】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№１７ ５月７日（木）

４月 21日（火）４時間目 授業記録

たんぽぽ・綿毛②

４時間目の最初の時間に１時間目の生活科の続きをしました。

『これに綿毛はありませんね。』

（はい）

『先生は、これだけで、綿毛を作ってみます。』

（ええええ！）

『見ててよ。』

（うそやよ。）

（絶対ならへんよねえ。）

（多分ね、できないって言うでえ。）

『見られると爆発するといけないので』

※ バケツの中を見せて、何も入っていないことを確認しました。

『何も入っていませんね。（はい）ここにこれ【たんぽぽ】を入れますね。』

（………）

『綿毛を出します。』

（………）

『近寄らないで下さい。』

※ バケツの中を覗こうとよってくる子がいます。

バケツの中で、たんぽぽの花をちぎりました。

『綿毛の赤ちゃんです。』

（うわあぁぁ）

※ 実物投影機の上に

乗せてプロジェクター

で大きく映しました。
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【コロッケ№１７】

「黄色いやあん。」

『白いの見えた？』

「ほんまや。」

『ここが綿毛の赤ちゃん。ここがタネ、まだ白い。たんぽぽのタネは、綿毛が

ついていると黒いんだよね。これは飛ぶんだよね。これの赤ちゃんは、こう

なっている。ここがもうすぐ黒くなってくる。そして、白い綿毛はここがな

る。』

かずき「つまり、黄色いところがとれて、その下が成長していっぱい白くなる。」

『かずきくんの言う通りです。たんぽぽがあります。緑の所で隠れて黄色く見

えるでしょう。しぼんだやつねえ。でも黄色い所の中の方には、ちゃんと綿

毛の準備ができているんだ。緑の所をとってみると、だから、手品でも何で

もないんだけど、こうなっているの。黄色い所の下の方、ここは、もう綿毛

の準備ができているの。黄色い所は白くなるんじゃなくて、黄色いところは、

とれるの。』

※ プロジェクターに映しながら、たんぽぽの花をカッターで切りました。そ

の瞬間を共有しないと説得力がありません。

『ほら』

（わあぁ）

『中の方に白い綿毛の準備ができているよ。』

（本当だあ。）

（あああ）
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【コロッケ№１７】

『ここ白くなっているでしょう。』

（ほんまや）

『綿毛の赤ちゃんが、黄色い所の下に隠れているの。だから、黄色い所は枯れ

ていくだけだよ。中の方の綿毛の赤ちゃんが、どんどんどんどん出てきて、

最後に、ほらここがタネになる所だよ。今白いけど、タネになる所だよ。』

※ タネの赤ちゃんと、タネを並べて比べました。

『黄色い所が白くなるんじゃなくて、黄色い所がとれてなくなるということだ

よ。そして、かずきくんが言った通り、中に入った白い所が出てくる。これ

が、たんぽぽの秘密！』

あらた「綿毛が、たんぽぽの下でかくれんぼしているみたいなこと。」

『あああ、かくれんぼかあ。いいこと言うなあ、あらたくん。その通りだと思

う。』

ようこ「じゃあ、黄色いのはさあ、黄色くなったら、もういいようって言って出てくるのち

ゃう？」

＊

実物を通して学ぶ時、感性鋭い言葉が生まれ、驚かされます。

教室に鉢植えのたんぽぽがあります。２月に府立植物園から頂いてきたロゼ

ット状のたんぽぽ（葉っぱだけでした）が、いつの間にかつぼみをつけ、花を

さかせていました。
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【コロッケ№１８】

たんぽぽのけんきゅう 学級通信№１８

はれた日には、わたげがかわいてひらきます。てんきのいい日には、とおく

にわたげがとんでいきます。 4/21（きた あやねさん）

どうして、はれの日にひらくの？ あめの日だと、だめなの？

雨の日は、タンポポのわたげは、つぼんでいます。晴れるのをまってい

ます。 4/22（きた あやねさん）

どうして？ はれていると、なにかいいことがあるの？

タンポポは、はのぶぶんからつぼみのついたくきをのばし、いっしゅう

かんではなをさかせる。３～５日ほどさきつづけ、あさひらいてよるとじる

うんどうをくりかえします。さらに、いっしゅうかんほどで、わたげのつ

いたたねをつける。このわたげのことを、かんもうとよびます。

はるのはやいじきにさくはなは、くきがみじかいけど、あったかくなる

につれて、ながくのびる。くきは、つぼみからはながさくまでは、まっす

ぐのびるけど、はながおわるといちどよこにたおれ、たねがとぶじきがき

たら、またたちあがり、はなのさいていたときよりも、もっともっとなが

くのびるよ。そして、たねはかぜにとばされやすくなるんだよ。たんぽぽ

って、すごいねー。 4/21（かたぎり れいなさん）
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【コロッケ№１８】

あさひらいてよるとじるうんどうをくりかえします。 すごい！ さいたらそ

のままでとじないはなもあるんだよね？ さくらは、どっち？

たんぽぽをじしょでしらべました。

たんぽぽ のはらにはえるきくのなかまのくさ。はる、きいろまたは

しろいろのはながさき、みにはしろいわたげがついていて、かぜにふかれ

はこばれる。

しろのたんぽぽってあるのかなとおもって、ずかんをみてみました。じ

ゃあ、しろばなたんぽぽというのがありました。ほかには、せいようたん

ぽぽ、かんとうたんぽぽ、かんさいたんぽぽがのっていました。おかあさ

んが、せりあさんのがどのしゅるいかききましたが、わかりませんでした。

たんぽぽのはなは、ちいさいはながたくさんあつまって１つのはなのようにさ

くと、ずかんにかいてあってびっくりしました。

4/21（きたはた けいすけくん）

ちいさいはなって、どのことをいうのかな？

【コロッケ№１９】

22 日（水）、教室に入って元気に「おはようございます」のあいさつをした
りゅうとくんは、そのまま、カバンを背負ったままカブの水替えをしました。

いいなあと思いました。

【りゅうとくん、まっててね。あとすこしで、もっとかっこよくなるからね！

かわいいカブより】

夕方、教室で仕事をしていたら、カブの声が聞こえてきました。

給食で菜の花を食べました。春の味です。

菜の花といわれる花は、ふつうアブラナの花のことです。はやねの形が

ことなるカブ、コマツナ、はくさいなどもおなじなかまです。これらの花

も菜の花とよばれ、はたけでたくさんさいばいされています。まえしらべ

た、カブの花のなかまです。 4/22（うめだ ひなさん）

カブとおなじなかまなの？ そうですか。

子どもがもってきたカブの花を比較のためにたんぽぽと並べて育てた。
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たんぽぽ・綿毛② 【コロッケ№１７】

たんぽぽの「花」と「綿毛」は、本当は別々の物なのではないか。

「花」がどうやって「綿毛」になるのだろう。

写真を見れば分かるけど、でも、ちょっと信じられない。

子どもは、ことばにしないが、そうした不思議を持っている。

手品風に簡単にそのつながりを見せることによって、

子どもの断片的な知識をつなぎ、全体像を捉えさせる。

たんぽぽのけんきゅう 【コロッケ№１８】

たんぽぽの花の開閉は、経験上知っている子がクラスに数名は必ずいる。

その子達が、どこでそれをことばに表すか。

教師がそれを看取り、授業や日記、朝の会、給食の時間など、どこかでその

子にことばにさせ、全体に広げれば、その視点で調べ学習を行う子が出てくる。

起点を子どもの行動にすることで学びに対する意識を高める。

たんぽぽ研究 【コロッケ№２０】

ここでは、たんぽぽの花の観察と平行して、子どもの持ってきたカブの花の

観察も行っている。

子ども達が体験上知っている「タンポポの花は、閉じたり開いたりする」こ

とを意識させるために、カブの花も話題にした。

たんぽぽ ＝ 開閉する カブ ＝ 一度咲いたらそのまま

花の開閉という視点を意識付ける。

また、やがて子ども達の中から出てくるであろう花に対する見方も意識させ

ていく。

たんぽぽ ＝ 集花 カブ ＝ １つの花

たくさんの花が集まっている

この比較が、やがてアサガオの花を見る目を育てることになる。

急に教えるのではなく、じっくり、観察の中で、子ども同士の話し合いの中

で、気付かせていく。
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【コロッケ№２０】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№２０ ５月１１日（月）

たんぽぽ研究

4/22

←咲かなくなったものの長さをはかっ

てみました。

↑ゆりこさんの白いたんぽぽ

前の日まで咲い

ていたのに、こ

の日から咲かな

くなりました。
この日から

咲き始めま

した。

このだんごみた

いなのは、なにだ

ろう？
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【コロッケ№２０】

4/23

みんなが帰ったあとのたんぽぽ

くらくなるとたんぽぽは、とじています！

ともやくんの綿毛

4/25

23 日に咲きはじめたものも、咲かな
くなりました。

そして、だんごみたいなものが、の

びて、ひらきはじめました。窓のほう

＝おひさまのひかりのくるほうから咲

きだしました。

これはふしぎです！

どうして？
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【コロッケ№２０】

りゅうとくんのカブの花が咲いた

よ！

4/25

もう１つのたんぽぽのはちにも、だんごがでてきました。

ここ（花ののこり）

がとれちゃった！

おっと～

さいしょに咲いた

たんぽぽです！
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【コロッケ№２０】

4/27
ずっと咲いています！

↓朝８時↑ ↓ゆうがた７時↑

↑だんごが咲いたよ！ とじちゃったよ！

↑まほうがとけたマツボックリからタネ

がでたね！ タネからそだったマツ

カ
ブ

た
ん
ぽ
ぽ
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【コロッケ№３３】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№３３ ５月２０日（水）

たんぽぽの研究

たんぽぽって、いろんなしゅるいがあるのですね。しろいたんぽぽのほかは、

みんなおなじだとおもっていました。

いつもみていたものでも、ほんとうは、たくさんの「？」があるのですね。

ながいやすみに、タンポポちょうさ・

にしにほん 2010 にちょうせんしてた。
たんぽぽは、むかしもともとあったたん

ぽぽがみつかりませんでした。むかしか

らあるのは、カンサイタンポポとシロバ

ナタンポポです。いっぱいさがしたけど、

ぜんぶそうほうがいへんがそりかえるセ

イヨウタンポポばっかりでした。

【これがセイヨウタンポポ】

なんで、がいこくからきたセイヨウタンポポしかないんだろうとおもい

ました。がいこくに、にほんたんぽぽがいってしまったんだとおもいます。

5/6（おおぜき ようこさん）
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【コロッケ№３３】

にほんタンポポは、どこにいったの？

わたしのかぶとむしのようちゅうは、もうさなぎのじゅんびができてい

ました。さなぎになるためのようしつというへやをつくって、そのなかで

じーっとしていました。１かげつぐらいたったら、かぶとむしがでてくる

とおもいます。わたしは、おすがいいです。

5/9（おおぜき ようこさん）

さなぎになって、じーっとして、なにをしているのかな？

ついに、にほんタンポポをみつけま

した。しがけんのなんごうすいさんセ

ンターにありました。

なんごうすいさんセンターで、きん

ぎょすくいをしました。わきんと、で

めきんをくれたので、おうちでかうこ

とにしました。

5/10（おおぜき ようこさん）

【これがにほんタンポポ】

にほんたんぽぽは、みつけにくいのですね。どうして、そこには、あったの

かなあ？

そうほうがいへん

この総苞外片 できまるのですね。

どれが セイヨウタンポポ？

ニホンタンポポ？

カンサイタンポポ？
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【コロッケ№３３】

先生の帰られた山形の気おんは、なんどかなあと思ってみてみたら、京
せんせい かえ やまがた き おも

都と同じくらいだったのでびっくりしました。そして、松尾大社という神
おな まつ お たいしや

社に行くと、黄色のきれいなやまぶきが咲いていました。（家に帰ってし
い き いろ さ いえ かえ

らべてみると、はなびらの数が多い「ヤエヤマブキ」でした。）
かず おお

車から外をながめていると、大きいこいのぼりや、ちいさいこいのぼ
くるま そと おお

りがおよいでいて、「あぁ春だなぁ。」と思いました。5/1
はる おも

憲法記念日 いみ、国民の祝日の１つ。日本国憲法の施行を記念し、国
けんぽう き ねん び こくみん しゆくじつ に ほんこくけんぽう し こう き ねん くに

の成長を期する日。私は、立命館小学校の「10 の約束」を守りたいと
せいちよう き わたし りつめいかん やくそく まも

思います。

今日は、阪急に乗って芦屋川まで行きました。道
き よ う はんきゆう の あし や がわ い みち

ばたで白くなったたんぽぽをみつけました。花が
し ろ く はな

咲き終わって白いわたげをつけていたのです。私
お しろ わたし

は、手にとって「ふぅーっ」とふくと、たねが
て

かたまってとびちりました。このたねが耳に入る
みみ はい

と、聞こえなくなると母が言うけど本当かな？ 5/3
き はは い ほんとう

買い物の帰りに、たんぽぽの白いのを見つけた
か もの かえ しろ み

ので、とばないようにふくろに入れて、そーっと
い

もって帰りました。家でそーっとあけてみると、
かえ いえ

はん分以上とれてて、ちょっとがっかりしました。
ぶん い じよう

気をとりなおして、いろいろしらべてみました。
き

？もって帰ってきたたんぽぽは？
かえ

答え セイヨウタンポポ
こた

理由（はっぱの形、花を包むむ総苞の形から）
り ゆう かたち はな つつ そうほう かたち

？タンポポが白くなるのは？
しろ

答え きいろい花が咲いて、きいろの花がおち
こた はな さ はな

たら、わたげにかわるみたい。

5/4（ながお ななこさん）

ほんものをみて、じぶんのてでかんじて、かんが

えるななこさんは、すごいとおもいます。
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【コロッケ№３３】

白いたんぽぽを見つけた時に、不思ぎに思った事。

Q．どうして黄色のたんぽぽより、わたげのたんぽぽのほうが、せが高
いのかな？

私が考えたのは、

①それは、最初からせの高いたんぽぽで、黄色の時もせが高かった。

でも、黄色で１本だけせが高いのはみたことがないから、ちがうかな。

②わた毛になってかるくなったから、せがのびた。

答え わた毛をつけたたねが、風でとびやすいように、わた毛になって

からせがのびる。

（５月９日テレビ大阪 9時 30分「科学で Q」で言っていました。）
かんそう たねをとばすために後からせがのびるなんて、自ぜんの力っ

てすごいなあと思いました。 5/9（ながお ななこさん）

そーっともって帰ったのに、

こんなにとれていました。１つ

の花の頭に 200こぐらいのたね
ができて、それぞれにわたげが

ついてとぶ。

いったいいくつついているのか、

いきをとめて数えてみました。

答え＜１８２こ＞しんどかったです。
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４．たんぽぽ

②たんぽぽとしろつめぐさ 5月～6月

しろつめくさの名前は知らなくても、四つ葉探しなど、ほとんどの子は、

遊びに使った思い出があるはずである。

クローバーとしろつめぐさ

きょうは、そとに４つばのくろーばーをさがし

にいきました。１つ、４つばのくろーばーをみつ

けられました。よかったです。

きょうは、あそんでいたら、あしながばちがぼ

くをさしそうになりました。こわかったです。

４つばのくろーばーは、しろつめぐさのはっぱです。みつかりやすいと

ころは３つあります。ひとつは、みずばのちかく、かげのところ。もうひ

とつは、ひとつみつけたら、そのまわりにいっぱいはえている。

5/27（やすもと ともやくん）

くろーばーは、しろつめぐさのはっぱなのですね。

ポイント タネを植えたら芽が出てきたアサガオやいろんな植物。

地下茎の存在を知り、植物の繁殖の仕方を知る。

比較するもの しろつめぐさとたんぽぽ

視点 土の中で根でつながっている

次につなげる視点 12月頃 チューリップの球根植え

３月頃 冬の植物園での観察（宿根草、ロゼット）
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【コロッケ№７５】

立命館小学校 1年Ｒ組学級通信 コロッケ№７５ ８月２６日（水）

根っこのひみつ

６月１７日（水）の帰りの会で、コロッケ№５３のゆりこさんの日記を読み

ました。

しろつめぐさとたんぽぽ

きょうは、こうえんでおひるをたべました。そのあとに、ピアノのレッ

スンにいきました。ピアノのレッスンがおわったら、やまのなかのこうえ

んにいき、しろつめぐさでかんむりをつくりました。しろつめぐさは、た

んぽぽとは、すこしちがって、いっかしょにかたまってはえていました。

たんぽぽとおなじたねんそうだけど、たんぽぽはとおくまでたねをとばそ

うとするけど、しろつめぐさは、わたげにはなりません。

5/25（みやざき ゆりこさん）

しろつめぐさと、たんぽぽをくらべたのがすごいです！

どちらも多年草なのはおなじです。
た ねんそう

【はえかた】 しろつめぐさ……いっかしょにかたまってはえている。

たんぽぽ………‥かたまって、はえていない。

どうしてなのだろうか？ ひみつがあるはずですね。

【たね】

しろつめぐさ わたげにはならない。とおくまでいくひつようがないのでし

ょうか？

たんぽぽ わたげになって、とおくまでたねをとばそうとする。
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【コロッケ№７５】

きょう、せんせいがタンポポとしろつめぐさのちがいは、ねっこにあり

ますっていったから、おとうとのほいくえんのちかくのこうえんにいきま

した。しろつめぐさのねっこは、おとなりのしろつめぐさのねっことねっ

こがなかよくてをつないでるみたいでした。しろつめぐさは、ねっこがな

がくてよこによこにのびてて、どこがおわりかわかりませんでした。

タンポポは、したにのびてて、さいしょは、もじゃもじゃだったけど、

すぐに１ぽんのせんみたいなものがくっついていました。したにしたにい

っしょうけんめいほったけど、いしがじゃましてさいごまでほれませんで

した。タンポポのねっこは、しろつめぐさみたいにおとなりのタンポポの

ねっことつながっていませんでした。

きょうのきゅうしょくで、おさかなのしょうゆいれがついていたので、

おうちにもってかえってじっけんしました。まず、おさかなのくちにナッ

トをつけます。そして、コップにおみずをいれて、おさかなのなかのみず

のりょうをいろいろかえて、うくたかさがかわるようにしました。ペット

ボトルのなかにおみずをぱんぱんにいれて、そのなかにおさかなをいれて

ふたをしめたら、できあがり。ペットボトルをぎゅっとにぎると、なかの

おさかながしずみます。でも、２ひきのおさなかのしずむはやさがちがう

んだよ。 6/17（おおぜき ようこさん）

【はえかた】

しろつめぐさ……いっかしょにかたまってはえている。

ねっこは、おとなりのしろつめぐさのねっことねっこがなかよくて

をつないでる

たんぽぽ………‥かたまって、はえていない。

したにのびてて、さいしょは、もじゃもじゃだったけど、

すぐに１ぽんのせんみたい

ねっこにひみつがあったのですね。

土の中の

根の

ひみつ

はえかたの

ひみつ


