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『自然のおたより』入門講座 
 昨年度 1 年生を担任し、『自然のおたより』という活動に取り組みました。身近にある自然のことで発見した

ことを発表し、質疑応答をする。また、身近にある自然のことで発見したことを絵と文で書くという活動を

『自然のおたより』とし、朝の会の時間を中心に取り組んできました。 

 毎日の実践を通して、子ども達は大きく成長しました。子ども達が常に自然に目を向けることは、理科的な

体験を積ませることができたということと共に、学級を創る上でも非常に大切な活動となりました。 

 しかし、コロナ禍で「物に触れることに抵抗がある。」「休校・学級閉鎖になる可能性が年間通してあるた

め、学習をハイスピードで進めなくてはならない。」等、難しさも多々ありました。そうした状況が今年度もし

ばらく続きそうです。しかし、そうした中でも『自然のおたより』は子ども達にとって必要な活動と考えま

す。この講座では、『自然のおたより』をどのように行っていったか、そしてどんな子ども達を育てたいのか、

提案します。 

１、はじめに～1年生ってどんな学年？～ 

 ・7 年目に初めて 1 年生を担当した時の衝撃…「黒板に字を書いても伝わらない！」どうやって教えるの？ 

   【1 年間の実践を通して、考えたこと】→「教える」のではなく、「獲得させる」学びが大切 

 ・自己中心性真っ盛り・・・他の子と話していても、自分の話をする。 

   【1 年間の実践を通して、考えたこと】→「自分がやること」が、獲得するために必要なこと 

 ・個別認識・・・何度も同じようなことが起きたり、同じ話が続いたりする。 

   【1 年間の実践を通して、考えたこと】→だからこそ、毎日が新たな発見。発見を通して獲得させていく。 

２、「話したがり、知りたがり、やりたがり」の子ども達に 

（１）どんな子どもを育てたいか。 

 〇1 年生の目標に「人の話を最後まで聞けるようにする」といった目標を見ますが・・・ 

  「よく聞く子」にするためには何が必要か。 

   ④―友達に思いがあり、それが自分にとって勉強になるなぁって感じられる 

③―④の姿にするためには、「友達に思いがある」ことがわかる必要がある。 

②―③の姿にするためには、「自分に思いがある」ことに気づけなくては。 

①－②の姿にするためには、「自分に思いを持たせる」手立てが必要 

 6 年生の卒業文集から 
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〇「聞かせたい」なら「話したい」が必要。「自然のたより」は「話したい」が育ちます。 

 （前略）ぼくは、みぃつけたで、まい日 はっぴょうしたいことが あります。だから まいにち 手を あ

げました。せつめいするのが たのしいし、はっぴょうするのも たのしいし、ともだちといっしょに やるの

も たのしい。だから 見つけるのも たくさん やった。みぃつけたの ときに はっぴょうするために た

くさん 見つけました。（後略）（1年男児） 

 

〇友達の発表を聞くと、自然が身の周りにある→「自分が探したい（やりたい）」が育ちます。 

発表：あさがおのたねを見つけました。葉っぱが

ひらいていると思ったら、茎が長くなっていま

した。昨日と同じように葉っぱはかわらないん

だけど、くきがのびていた。あと、下のところ

がティッシュと一緒になっていて、ティッシュ

からとれない。茎のところがティッシュにがつ

んとはまっているの。 

A：どれくらい長くなったの？ 

発表：こんな（けっこうなが！） 

質問：いつくっついているのにきづいたのです

か？ 

発表：今日見て、引っ張ってみたらなんかくっつ

いていた。 

教師：葉っぱの先についている黒いのはなんです

か？ 

発表：たねのから。たねから葉っぱがでてきて、

そして茎がのびたの。 

 

 

 A：今日あさがおのたねを見てみたら、芽がでてい

て、たねの中は空っぽでした。で、たねは、たね

の中からもう芽がでてきていて、中は空っぽにな

っていました。葉っぱは一枚だけだと思ってさわ

ってみたら、二枚くっついていて、一枚にみえて

いただけで、さわってみたら二枚だった。中には

水がはいっていて、外には全然水がはいっていま

せんでした。 

質問：たねはどこからとったの？ 

A：自分のあさがおから。 

質問：いつみたの？ 

A：1 時間目が終わった後。 

質問：どれくらいの大きさ？ 

A：（聞き取れず） 

質問：あさがおの葉っぱの形は？ 

A：ハートがた。 

質問：そのたねはあと何日で育ちそうですか？ 

A：けっこうかかるんじゃないかなって思う。 

 

 

 

 

 

 

 

質問者が発表者に 
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〇自然はいつも身の周りにある。日常的に「どうなっているのだろう？どうしてだろう？」 

「知りたいな」が育つ 

 「中はどうなっているのかな」（朝の会で行った自然のおたよりの「発表」と「質疑応答」から） 

＜発表＞ 

発表者：広場みたいなところで、トマトみたいな実を見つけました。色は黄緑で、大きさはこれくらいです。

机で回してみたら、こまみたいにまわりました。色は他にも黄色とかオレンジとか、赤とかもありまし

た。肌色みたいな実もありました。へたがついていて、へたをとると、あとみたいな丸いやつがありま

す。あと細長いのとまるっこいのがあります。形がそれぞれだと思う。見つけた場所はさらの家のまえ

の階段があって、それをおりて、もんっていうのかな、駐車場みたいなじゃりがたくさんあるところが

あって、そこにありました。 

＜質疑応答＞ 

質問者：トマトみたいな実には、ひびははいっていますか？ 

発表者：はいっていません。あと、言い忘れたんだけど、つるつるしている。 

質問者：トマトみたいな実の中身はどうなっていますか？ 

発表者：（切ってみる）うわーすごい！黄色いのが出てきた。中身に白い、星みたいなのが出てきた。押すと

汁が出てきた。その中に種が入っていました。 

質問者：落ちていたんですか？ 

発表者：はえていた。 

質問者：そのたねは何色でした？ 

発表者：黄緑で中のところが濃い緑。 

質問者：下にはえていたの？土にはえていたの？木みたいなの？ 

発表者：草とかじゃなくて、地面から、砂利の砂のところからはえていた。 

質問者：わったところの中の色は？ 

質問者：その緑の実は何個くらいありましたか？ 

発表者：１０こ、結構あったけど、数えはしなかった。ぱっと見て１０こ。 

質問者：もようはありましたか？ 

発表者：ただのつるつるの模様はない。 

質問者：はえていたのは茎がついていたの？ 

発表者：茎はついていた。 

→自然と関わり合うことが、低学年期はとても大切である以上に、必要なこと 

 

（２）どんな自然と関わらせるか？ 

・動物・・・食べる  カマキリがバッタを食べたなど 

排泄する    おしっこしたなど 

育つ「脱皮」  カナヘビが脱皮したなど 

仲間を増やす  ダンゴムシに赤ちゃんがいっぱいくっついていたなど 

・植物・・・育つ   アサガオのたねの発芽、茎が伸びた、葉が増えたなど 

花が咲く   アサガオの花やそのほかの花 

実ができる  アサガオ、果物など 
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たねができる  アサガオやビオラなど 

仲間を増やす   アサガオやオシロイバナの発芽など 

 

（３）どんな発表をさせたいか。 

○生物の生きている様子が書かれているもの 

 生物は栄養をとって生きて、仲間を増やしているものであるのでそれに関するもの。 

・動物ではどんな体でどのような活動をしたか、補色、交尾、産卵、成長など。 

・植物ではどこでどんな姿であったか。花の作り、実（たね）のできかた、発芽、生長など 

○観察の仕方 

・虫眼鏡、ピンセット、カッターナイフなどの道具を使って調べる。 

・本や図鑑などで調べる。 

・分解したり、比較したりして調べる。 

・継続的に調べる。 

・既知の知識を結び合わせたり、体験を思い出したりする 

・量（長さ・大きさ・広さ・数）をとらえている 

・疑問をもつ 

・仮説をたてている。 

・根拠に基づいて推測する。 

○絵や文の表現の仕方 

・見つけたものがわかる絵であること。 

・文章では見つけた事実がきちんと書いてあるもの。それに思いや考えが加わるとなおよい。 

○川や山、天気や天体などに関するもの 

    生物探しが中心だが、雷雨、夕立、霜や霜柱、月、星、地震などの記録も取り上げる。 

３、自然のたよりをどうやってやるか。 

（１）話し合いをさせる。 

①朝の会で「話をする」ことと「絵を描かせること」に取り組ませる。 

  朝の会で 1 分間スピーチを行うことがあります。その時間に私は「自然のたより」の発表と質疑応答を行っ

てきました。まず教師から「自然のおたよりがある人？」と聞きます。発表したい人が手を挙げます。指名し

て発表します。発表後、質疑応答をする。という流れです。 

まずは子ども達が発表ができるようにするために、次のように取り組みました。 

 〇初日に教師の自然のおたよりを 

   昨年度は入学式の日に教室に入れなかったの

で・・・校庭にある松の木を切って、振ると花粉が

舞う様子を見せました。（右写真） 

 〇発表がない日は教師が発表を。 

   子どもの自発性に任されているので、発表がな

い日もあります。そんな時は、教師が「自然のおた

より」を行いました。 
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「ツツジの花の中」 

＜発表＞ 

教師：ツツジの花を見つけました。教室の前にたくさん咲いていました。花の中を見たら、棒が何本もはえ

ていました。 

＜質疑応答＞ 

  子ども：どこにありましたか？ 

  教師：教室の前にさいていました。 

  子ども：ぼく知っているよ。その下のところを吸うと、みつが出てくるんだよ。 

  教師：（みつを吸ってみて）ほんとだ！甘い！おいしいです。 

   ⇒「自然のおたより」とは「自然に働きかけ、見つけたことを発表をする」ということを教える。 

  

〇話すことから書くことへ。 

ア：1年生は「発表する」ことを重視した。（※2年生以降は絵と文を書かせることが先ということも） 

＜発表＞ 

発表者：かまきりにバッタをあげた瞬間に、かまきりは狙っていて食べました。このかまきりはメスです。 

＜質疑応答＞ 

質問：そのカマキリはどうやってつかんだんですか？ 

発表者：（自分の左）腕がバッタだとして、すぐにかまきりの前の腕（自分の右腕）でつかまえていた。 

質問：食べているところを見たのははじめてですか？ 

質問：その入れたバッタはまだいきていますか？ 

発表者：生きています。 

質問：そのかまきりは、どこで見つけたの？どうやって食っているんですか？ 

発表者：なんかへんな、なめているような感じきばみたいなのが開いて食べている。 

質問：はねひらいたときはどれくらいの大きさですか 

発表者：だいたいこれくらい。 

質問：そのかまきりはどんぐらい口をあけて食べていますか？ベロみたいなのはありますか？ 

発表者：したとかまではわからない。今は中を食べています。 

質問：大きさはどれくらい？ 

発表者：こんぐらい。 

質問：バッタまだ生きている？ 

発表者：もうすぐしにそう。しょっかくがくたってなってきている。 

質問：そのかまきりははねはどんぐらい？そのバッタはまだ動いている？ 

発表者：足はちょいちょい動いている。 
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 イ：発表後に記録用紙（白紙）をわたし、絵と文を書かせる。 

 

 

②発表者が増えると難しい「時間確保」→国語や生活科の時間を使って。 

 「自然のおたより」は、毎朝「見つけたことがある人？」と聞くことで始まります。発表は自発的に行われ

ます。ですから、「発表したい」という子がだんだん増えてきます。そこで問題になるのが時間確保。朝の会で

は足りないときは、国語や生活科の時間をつかって、時間を確保するようにしてきました。 

＜国語の時間で使えた単元例（1 年生・光村図書）＞ 

単元名 時数 指導目標として書かれていること 

なんていおうかな ２ 身近なことや経験したことなどから話題を決め，伝え合うため

に必要な事柄を選ぶことができる。 

こんなもの みつけたよ ２ 身近なことや経験したことなどから話題を決め，伝え合うため

に必要な事柄を選ぶことができる。 

ききたいな ともだちのはなし ２ 話し手が知らせたいことや自分が聞きたいことを落とさない

ように集中して聞き，話の内容を捉えて感想をもつことができ

る。 

ぶんを つくろう ４ ◎文の中における主語と述語との関係に気づくことができる。

（知・技(1)カ) 

○句点の打ち方を理解して文の中で使うことができる。（ 

すきなもの なあに ７ ◎身近なことや経験したことなどから話題を決め，伝え合うた

めに必要な事柄を選ぶことができる。（思・判・表 A(1)ア） 

◎語と語や文と文との続き方に注意しながら，内容のまとまり

が分かるように書き表し方を工夫することができる。（思・判・

表 B(1)ウ） 

○相手に伝わるように，行動したことや経験したことに基づい

て，話す事柄の順序を考えることができる。（思・判・表 A(1)
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イ） 

などを使う。 

＜生活科の時間で使えた単元例＞ 

東京書籍（内は時数） 教科書の内容 
どのように使うか 

（自然のおたよりに使った学習） 

〇がっこうだいすき（20 時間） 

１、学校のことが知りたいな 

２、みんなとなかよくなりたいな 

３、ともだちとだっこうたんけんを

しよう。 

４、がっこうにいるひととなかよく

なろう 

５、がっこうでみつけたことをつた

えよう。 

６、みんなでつうがくろをあるこう 

 

 

 

 

〇きれいにさいてね（アサガオ８） 

１、たねをまこう 

２、せわをしよう 

３、はなのようすを伝えよう 

４、たねをとろう 

５、あきにもそだてよう。 

 

〇なつがやってきた。（８） 

１、こうていでくさばなやむしをさ

がそう。 

２、みんなのこうえんであそぼう 

３、みずであそぼう 

４、あめあがりのこうていをたんけ

んしよう。 

５、たのしかったことをつたえよう 

学校探検や通学路探検を通して、学校

の施設の様子や学校生活を支えてい

る人々や友達、通学路の様子とその安

全を守っている人々と自分とのかか

わりを見つけ、学校生活を支えている

人々や友達のことがわかるとともに、

楽しく安心して遊びや生活をしたり、

安全に登校したりすることができる

ようにする学習 

 

 

 

 

 

植物を継続的に栽培する活動を通し

て、それらの育つ場所、変化や成長の

様子に関心をもって働きかけ、それら

は声明をもっていることや、成長して

いることに気づくとともに、植物に親

しみをもち、大切にしようとする 

 

夏の自然に関わる活動を通して、身近

な自然の違いや特徴をみつけ、身近な

自然の様子や自然を使った遊びの面

白さに気づくとともに、身近な自然を

取り入れて自分の生活を楽しくしよ

うとする。 

 

 

★１，２，３、５、６については教室

や施設がここにあるなどといった

ことは、実際に施設を使いながら

確認すればよい。「自然」を見つけ

る活動にしたい。 

★４については、学校でいる人

となかよくなろうは、「こんない

人がいるよ」という紹介はする

が、実際に実ながら経験し、その

まとめとして 3 学期に学習を行

い、保育園や幼稚園生に対する

学校紹介で生かせるようにした

い。（ここでがっつりやると一方

的に「教える」になってしまう） 

★アサガオの観察は、植物の個体

維持、種族維持につながる具体的

な場面を観察させる。 

★アサガオは観察期間が長い。ハ

ツカダイコンを間に入れ、短期間

で発芽から花が咲く様子を見せ

て、見通しをもたせたい。 

 

★五感を使って自然観察を。見つ

けた自然は教室に持ち込ませた

い。・ダンゴムシ・テントウムシ・タ

ンポポ・カラスノエンドウ・ナズナ 

★２の公園は３か所を定点観察 

★３の水？要は遊びなら「作っ

て作り替える」活動を 

★４は雨の日に外に出てみよう 

などのように、時間を確保する。 
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（２）続ける工夫 

 ①発表に共感・助言をする。→まず教師と子どもと 1対 1の関係をつくる。 

                   →自然をよく見れるようにすることで、おもしろさに出合わせる。 

  ★話し合いでの共感・助言 

    〇観察発表に共感する・助言をする。→「よく見つけたね！」 

     「からすのなきごえ」 

＜発表＞ 

発表者：カラスの なきごえに いろいろな なきごえが あることを みつけました。「あ

ーあー」っていう なきごえや「がーがー」というなきごえを していました。 

＜質疑応答＞ 

教師：よく見つけたね。耳で聞いたことを「見つけた！」って思ったんだね。 

質問者：カラスは どこに いましたか？ 

発表者：山みたいなところの おくのほうに いました。 

質問者：１ぴきですか。 

発表者：２ひき いました。 

 

    〇話し合いに参加することで、観察を促したり、話を引き出したりする。 

→「いつ・どこで・どんな様子だったか・何をしていたか」 

「だんごむしのはっぴょう」 

＜発表＞ 

発表者：ダンゴムシの おしりから ちいさい しろい だんごむしが でてきました。 

＜質疑応答＞ 

教師：どこで みつけたのですか。 

発表者：レンガの よこに いました。 

教師：えに かいてある しろい ふくらんでいるところは なんですか。 

発表者：たまご。つきみたいな かたちを していました。 

     

 

P２の（３）（４）に書かれてい

る「どんな自然に関わらせる

か」や「どんな発表をさせたい

か」の内容について共感する。 
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〇指示をすることで、観察を深める。→「育ててごらん」 

       ＜発表＞ 

発表者：はなを みつけました。はなのつぼみを わったら なかから たねみたいなのが で

てきました。 

＜質疑応答＞ 

質問者：たねの いろは なにいろですか？ 

発表者：わったら くろの たねみたいなのが でてきた。しろいのも あった。 

質問者：どこで みつけましたか？ 

発表者：こうていの はたけの ところ。 

教師：「これ、たねかな？」というはっけんが あったら、なにかの カップに みずで ぬら

した ティッシュを いれ、そこに「たね」をいれてみましょう。 たねか どうかが た

しかめられるかもしれませんよ！ 

 

    〇子どもが不思議に思っていることを、本当になんだろうねと共感する。 

     「これがたねなの？」カラスノエンドウ 

＜発表＞ 

発表：いえのちかくでちゃいろい種みたいなのを見つけました。そのまわりにちゃいろいのがく

っついていました。わたしがはがしました。 

＜質疑応答＞ 

質問：そのたねはわりましたか？ 

発表者：わっていません・。 

質問：それはたねだとおもいましたか？ 

発表者：おもいました。 

質問：なんこありましたか？ 

発表者：５こあったけど、１こともだちにあげました。 

質問：たねなのかな？ 

発表者：・・・・・ 

教師：本当にたねなのかな？ 

子ども：ぜひ育ててみてほしい 

      ★休み時間に子ども達が学校にあるカラスノエンドウのたねをとってきて植えていました。すると

数日後に発芽し、みんなで「たねだった」となりました。 
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  ★観察カードに書いてきたものへの共感・助言 

    〇観察記録に共感する・助言する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇文章には書いてなくても、絵に表されていることをほめる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵を見ながら、「花の中に何かあったの？」と教師から聞きました。「そう。先生が最初の日に持ってきた

花みたいに」と言っていました。私がツツジの花をもってきて話したことを思い出して書いたようです。

「なるほど、だから発表の時に「みつがありそうで、おいしそうと言ったんだね」とお話をしました。」 

＜子どもの話＞ 

とうこうとちゅうに だんごむ

しと わらじむしが あつまっ

ていた。 

＜教師＞ 

だんごむしと  わらじむしが

あつまっているところが  よ

く  かいてあるね。たくさん 

あつまって  なにしていたの

かな？ 
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    〇指示をすることで、観察を深める。（発表と同じように） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

〇子どもが不思議に思っていることを、本当になんだろうねと共感する。 

 

 ②発表をきっかけに、外に連れ出す。→せっかく価値があるのに、聞いていないなーという時に。 

                →全員に見せたい！と思った時に。（P３の（２）を参照） 

  ＜事例＞「ダンゴムシの赤ちゃん」 

 「だんごむしのはっぴょう」（6月 7日） 

発表者：ダンゴムシの おしりから ちいさい 

しろい だんごむしが でてきました。 

教師：どこで みつけたのですか。 

発表者：レンガの よこに いました。 

教師：えに かいてある しろい ふくらん

でいるところは なんですか。  

発表者：たまご。つきみたいな かたちを し

ていました。 

   →この後、外に出て、畑でダンゴムシ探しをしました。 

   ア：ダンゴムシの産卵に関する発見があったら、子ども達を集める。（←見せたい自然を明確にする） 

   イ：教室に戻ってきたら、絵を描かせる。 

     （1 年生の場合は、絵ができた子から教師のところに来て、見つけたことを話をする。） 

     （2 年生以降の場合は、文も書かせる。） 

 

 ③発表をきっかけに生活科の授業を行う。→見つけた自然を全員のものにしたいときに 

＜子どもが書いてきた文＞ 

カマキリが ぼくのばったを たべました。なん

か、バッタをカマキリの は みたいな ところ

で たべていました。まえあしで がしってつか

んで たべていました。バッタのからだのにくと

か、そとのやつとかぜんぶたべちゃった。 

 

＜教師の文＞ 

カマキリが バッタを たべたんだね。バッタのか

らだのにくとか、そとのやつもたべたんだね。ほか

の むしも たべるのか ためしてごらん。 
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  ＜事例＞→「アサガオ」 

   あさはつぼみだったけ

ど、ちょっとじかんがた

っただけで、あさがおが 

すこしさいた。ぴんくい

ろのが。でもちっちゃい

ほうのときは  ほしの

かたちだった。 

 

 という自然のたよりをきっ

かけに、育てているアサガオの

観察をした。 

 

 

 

 

 

 

 

④見せたい自然に見通しをもっておく。 

  途中で発表が途切れる時期があっても、見せたい自然に見通しがあれば、それを使って教師の発表を行い、

外に連れ出して探させることができる。 

  ＜現在の勤務校での例＞ 

  4 月 校内にあるアブラナ（花・実の中にはたねがある。） 

     校内に生えているナズナ（花・実の中にはたねがある。） 

その他の花 

  5 月 テントウムシ（産卵・幼虫・成虫へ） 

     カラスノエンドウ（花・花から実へ・ 

  6 月 ダンゴムシ（卵・幼虫）、 

  7 月 大雨・雷 

      ※7 月は季節の変わり目で大雨や雷がなりやすい。大雨になった時には屋根のある外に出て、「大雨

で見つけたことを話して」と促す。雷の時も同様。 

  9 月 カマキリ・バッタ・台風 

      ※カマキリやバッタは 7 月に比べて大きくなっているので、見つけやすくなる。 

      ※台風などが来た時も、大雨や強風を体験させる。 

 １０月 カマキリがバッタを食べる。バッタが葉っぱを食べる。バッタが交尾する。 

      ※繁殖期となり、活動が活発になる。 

 １１月 いろいろな実（ザクロ・ミカン）と種 

 １２月 いろいろな実と種 

  1 月 しもばしら、氷、サクラの冬芽、タイサンボクの冬芽 

  2 月  

  3 月 カエル・カエルの卵・オタマジャクシ 
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（３）継続は力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月アブラナ（花と

5 月カラスノエンドウ 

4 月アブラナの実 

4 月ナズナの花と実 

５月テントウムシ卵 

5 月テントウムシ幼虫 

５月テントウムシさなぎ １月サクラの冬芽 
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⑤学級通信にのせる。 

 

１－１ みつけたよ！              ２０２０・６・７、８ NO.２ 

しぜんのおたより「みつけたよ！」 

A さんが「しぜんのたより」の発表をしました。A グループの中でははじめての発表。緊張したと思いますが、

がんばりました！発表の中で、ダンゴムシのたまごを「月みたいな形をしていた」と表現しました。低学年の子

どもにとって「～みたい」という表現は、月の形との共通性を見出していることになります。それは論理性の初

歩的な内容であり、育てるためにも「～みたい」といった表現はとても大切だと考えています。 

2 番目の発表となった B さんは五感のうち、耳を使った「しぜんのたより」の発表でした。いつも五感をしっ

かり働かせた生活をすることもとても大事なことだと考えています。Bさんの発表に対してCさんは「どこで？」

と聞きました。質問をすることは、発表者にとっても、みんなにとっても観察する、または「人に伝える際に必

要な内容」と捉えるために必要なこととなるでしょう。 

 マスクをし、感染予防に取り組みながらの発表となるため、大変さもありますが、伝える相手がいることを意

識した発表に取り組ませていきたいと思います。 

「だんごむしのはっぴょう」（A さん） 

A さん：ダンゴムシの おしりから ちいさい 

しろい だんごむしが でてきました。 

せんせい：どこで みつけたのですか。 

A さん ：レンガの よこに いました。 

せんせい：えに かいてある しろい ふくらん

でいるところは なんですか。 

A さん ：たまご。つきみたいな かたちを し

ていました。 

「からすのなきごえ」B さん 

B さん：カラスの なきごえに いろいろな な

きごえが あることを みつけました。

「あーあー」っていう なきごえや「が

ーがー」というなきごえを していまし

た。 

C さん：カラスは どこに いましたか？ 

B さん：山みたいなところの おくのほうに いました。 

D さん：１ぴきですか。 

B さん：２ひき いました。 

算数の授業から～「タイルにおきかえる」メッセンジャーゲーム～ 

 休校中に家庭の学習で「物の量をタイルに置き換える」を行っていただきました。学習したことを基にした『メ

ッセンジャーゲーム』をしました。3 人ほどのグループになり、そのうちの１人が廊下に置いてある物の数を、

数字を使わず、声にも出さずに、教室にいる子に伝えるというゲームです。 

 「どうやって伝えればいいのだろう？」と悩んだ子どもたちでしたが、机の中にある算数ブロックを取り出し、

廊下にあった物の数の分のブロックを見せることで数を伝える子。筆箱の中から鉛筆を取り出し、廊下にある物

の数の分を取り出して伝える子がいました。他の物に置き換えることで数を伝えることができるという活動を通

して、具体的な物→半具体物→数字へとスムーズに移行できるよう取り組んでいきます。 

学級通信 

自然のおたよりを載せた第一号 
保護者向け

の解説 

子どもも読めるよう、ひらが

な・分かち書きで。 

他の教科の話も少しのせるよう

にしました。 


