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理科の会ニュース「ちゃるめるそう」創刊 

 学んだことを一人でも多くの方にと立ち上げました。 

チャルメルソウは日本固有種。種子を水滴で飛ばす

面白い植物です。ラーメン

屋のチャルメラに似た花を

つけるのでそう呼ばれます。  

この花の花粉の運び屋が最

近わかってきました。キノ

コバエの仲間です。どうや

らそれぞれのチャルメルソ

ウの専属がいるようです。 

奈良県理科の会は、理科の教員の実践研究の場です。

奇異に見えるチャルメルソウの体のつくりが意味の

あるように、われわれの仕事は偏見なく事実に基づい

て何が正しいのかを見極めて子どもに向き合うこと

を現在進行形で行うことです。子どもにとって意味の

あることを大事にしたいと、会報を名前づけました。 

「自然科学の基礎を子どもたちに」 

をテーマにグローバルでかつ奈良の自然に根ざした

実践を積み上げていきましょう。 

□はじめに 

 

奈良市の護国神社周辺にどんぐり拾いに行ってき

ました。落ちているどんぐりを見て、その後、その周

りの葉を見て、次に木の表皮を見てと三段階でやっと

同定できるなぁと思いました。どんぐりだけでは、

中々同定できませんでした。 

今回のテーマ 

『理科は感性の教科ではなく科学の教科』 

 体験させる、遊ぶ、子どもたちの気づきなどのやら

なければならない評価に追われて、何のために体験さ

せるのか、何のために遊ばせる（活動として）のか、

何のために気づかせるのかということに目が向きに

くくなっています。 

子どもたち・生徒たちをかしこくするために授業を

する。その原点に返って、私たちの幅広い知識と深い

専門性を磨いていきたいと思います。 

学習と実践を検討することを通して、一緒に子ども

たちあるいは生徒たちのためになる授業づくりを目

指しましょう。 

事務局長 勝原 崇 
 

□例会のアウトライン 

【実験・観察】 

 ①ミミズのくらしを見る実験の紹介 （石高先生）･･･教育大付小  

 ②位置エネルギーと運動エネルギーの保存に関係するミニ実験（高

木先生）･･･高田高校 

【科学教育基礎講座～地学～】 

地学基礎講座４「火山」(高木先生）･･･髙田高校 

 地学における高い専門知識をお持ちの高木先生から火山の話をして

いただきます。高木先生は、いま、化学・生物と教えておられますが、

専門は地学。若い先生が学ぶ機会のすくなかった地学をこの機会に学

習する。 

【実践検討】 

①生活科どんぐりの実践プラン（勝原）･･･教育大付小 

■１０月例会の参加者 

高木先生（高）、藤井先生、勝原先生、石高先生、

井上（小）、中野先生（幼）、井上さん、岩井さん、

横畑さん（学生）の９名。 

 今回は、奈良教育大学付属中学校の教育研究会に参

加していたこともあり、附小メンバーギリギリの帰還

でご迷惑をおかけしました。大谷大学の井上さん、岩

井さんが早くから来てくださり、若さ炸裂。理科室で

ちゃるめるそう    
１０月例会報告 
11 月は 15 日です。内容な

どはメールにてお知らせしま

す。１０月にできなかったフ

ィールドワークも検討中。 

奈良県理科の会 
〠630-8301 奈良市高畑町 

奈良教育大学付属小学校理科研究室 

 Tel 0742-27-9327 
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飼っているボールパイソンで楽しんでくださいまし

た。 

 井上さんが公立校で授業をする機会を得たという

ことだったのですが、準備が間に合わずで自分で納得

できなかったというお話でしたが、授業者が納得でき

るぐらい準備の時間がほしいのが教育ですね。私たち

も初心に帰らなければと思いました。 

 

 ミミズの観察槽の作成  

付小３年 石高先生 

 附属小学校では、３年で「ミミズの体とくらし」を

学ばせています。「動物の体とくらし」シリーズ低学

年バージョンでは、個別の動物の認識をふやすことが

目的です。そのときにも動物の基本的な見方であるく

らしと体のつくりとの関係は外さないということで、 

「体とくらし」と掲げています。ミミズも動物の一つ。

食べて生きているのですが、高学年の消化器官につな

がる観察ができる面白い教材です。すなわち、透かし

てみると泥の詰まった消化管が見えると言うところ

です。その実践は事情あってまだまとめられていませ

んが、今日はそのときに使えるグッズの紹介です。 

  

 アクリル板をアクリル棒で幅を確保したアリの巣

観察槽の大型のようなもの。 

 作った時に土を入れて膨らんでしまったことなど

の失敗談も。その甲斐あって完成。 

 

★アドバイス 

・光が横から当たらないように普段は板をはめて暗く。 

・幅をもっと狭くしてはどうか。 

・ミミズの個体数は考えたか。お互いの相対関係がで

ると思われるが・・・ 

 

位置エネルギーと運動エネルギーの保存 

に関係するミニ実験 

高田高 高木先生 

 

 

 高木先生の十八番ですね。確かな実験は理科の理解

をうながします。 

 小学校で以前あった運動。同じ高さからでも、坂の

急さで飛ぶ距離は変わるか？ 

 生徒は急なほど遠くに飛ぶと思うようです。しかし、

急なほど加速するものの転がる距離が短いのですが、

緩やかな方は転がる距離が長く加速していき、飛び出

すときには水平方向へ同じ速度となって飛び出して

いくので、同じ位置に落ちます。ここに缶を置いてお

くとストライクとなるわけです。カランカラン・・・

これはおもしろい！玉はビー玉。鉄球だと机に傷がつ

くようです。大きい玉と小さい玉では抵抗が違うよう

で、ややずれる傾向がありました。ビー玉は問題なし。 

 ただ、高さを２倍にすると、飛ぶ距離は√２倍。高

さを４倍にして初めて２倍となるために小学校の規

則性の学習内容で問題になっていました。高校ならい

いですね。 

 その他、黒板で振り子が手を

放した所と同じ高さの反対の位

置に上がっていくこと。途中で

振幅を変えても同じだと言うこ

とも示してくださいました。ビースピー（チョロＱの

速度計測器）も手軽に速度が計れると好評でした。２
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８００円でナリカから販売されています。m/s で表示

されます。２０m/s で、７２km/h ですね。ビースピ

ーの間に手を振り下ろすと振り下ろした速度が出ま

す。そこに振り子の玉が通過すれば一番下の速度が測

れます。 

  

地学基礎講座４「火山」 

高田高 高木先生 

 

 

御嶽山の噴火は予知できなかったために多くの犠牲

者が出ました。火山についてしっかり知る必要があり

ますね。勝原先生が高木先生にお願いして実現しまし

た。 

 火山の基本的なとらえを教えていただきました。

「死火山、休火山」って科学用語と違うのですね。「コ

ニーデ、ペジオニーテ、アスピーテ」も。「カルデラ」

はスペイン語起源でした。 

 
火山地形の分類･･･カール・シュナイダー(1911 年) 

トロイデ（鐘状火山、しょうじょうかざん） 
コニーデ（成層火山、せいそうかざん） 
アスピーテ（楯状火山、たてじょうかざん） 
ホマーテ（臼状火山、きゅうじょうかざん） 
ベロニーテ（火山岩尖、かざんがんせん） 
マール 
カルデラ 
ペジオニーテ（溶岩台地、ようがんだいち） 
ラピリ台地（火砕岩台地、かさいがんだいち） 
 

日本では、特に地理分野で広く使われたようです。 
この分類は、成因をまったく考慮せずに、現在の地形だけで定義

したものらしいです。 

 

火山とは･･･マグマが地表に噴出し、その噴出物が

積み重なって山になったものを言う。 

 第四紀（200 万年前以降）に活動。 

 マグマが地表近くまで上昇してきて、間接な影響と

して地表に山をつくることもある。 

←二上山 

 

 

   

曽爾高原→ 

 

たとえ火山岩でできていても、両方とも浸食地形で

火山ではないです。 

 

 火山砕屑物の本物（集めたいですね） 

  火山灰、火山弾、溶岩餅、軽石、スコリア、火山

豆石、ペレーの涙、ペレーの毛 

 

火山灰を顕微鏡で見る 

 火山灰をスライドグラスに載せ、水を数滴垂らせて

カバーグラスで検鏡。低倍率でよく見えます。 

 ＊プレゼン資料あり。 
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「どんぐり」の実践プラン 

付小１年 勝原 崇 

 

 

 １１月２１日（金）に公開予定の生活科の授業構想

を聞いてもらいました。 

 内容はともかく、授業者が「どんぐり」の通になろ

うとしているところが良いですね。きっと子どもたち

と楽しく学ぶ授業を見せてくださると思います。お時

間を作ってお越し下されば幸いです。 

 

〇目標 

・どんぐりは、アラカシ、シラカシ、クヌギ、スダジ

イ、コナラなど、いろいろな種の仲間の名前であるこ

とを理解させる。 

・どんぐりは、転がることを通して、種を遠くまで広

げていることを理解させる。 

・どんぐりは、種であることを理解させる。 

・どんぐりは、昔の食料であったことに気づかせる。 

 

 みなさんは、奈良県に何種類のどんぐりがあるか知

っていますか（右上の図でチェックしてみましょう）。 

・どんぐり、何のために教えるか？  

・どんぐりで、１年生に何を教えられるのでしょう。 

山に自生する背の高い木が、代々自分たちの子孫を

残すために、たくさんの堅い実を作って、上から落と

し転がす。トントンコロコロが実態なのでしょうね。 

ドングリと言えば転がす種としてすぐに転がして

終わり、コマにして終わり・・・何か違うような気が 
 

吉野・大峰フィールドノート 

http://www.enyatotto.com/profile.html 
ピンクは普通のどんぐり 黄は植栽 青は希少 
 

しますね。植物としての基本をドングリで押さえてお

きましょう。 

 

ドングリは実であると教えてもよいのではと思っ

ています。植物の繁殖戦略に、種子派と果実派がある

というのも自然だと思うようになりました。 

果実（単に実と言っても良いですが）は、被子植物

において、種子がその中にあるつくりを言います。 

果皮が分厚くて他の動物に食べられたりする物は

果皮と種子は分かれてしまいますが、果皮が薄くて種

子をさらに守る構造になっている物も結構あります。

そういうのをまとめて果実派にしてしまいましょう。

果皮（殻） 

種皮（渋皮）
子葉 

幼根

へそ 
鱗片 

堅果 柱頭 

花柱 
首 

肩 

胴 
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ドングリの実（堅果）、タンポポの実（痩果）、イネの，

実（頴果）、カエデの実（翼果）など結構タイプがあ

ります。 

 種で子孫を残すんだけど、実の皮で守られている果

実派もあるとしておきたいなと思うのですが・・・ 

 まあ１年生ですから無茶しないでおきますか。でも、

それにしては立派などんぐりを実と言わず、種とする

のも無理がありますかね。「木の実」、「草の種」みた

いな実感があるのを種で統一することで混乱しない

でしょうか。草の実でいうとオナモミ、カタバミなど。 

タンポポ、イチゴは種子っぽくて難しいです。 

 勝原先生は、アサガオの種、ホウセンカの種、ゴマ

の種と学んできたつながりでドングリも･･･と言うこ

とで、例えば、クヌギの種としたいと言うことでした。

アサガオもホウセンカも、ゴマも種を包むケースつき

で、果皮があったことは扱わなかったのでしょうね。

どんぐりはむき出しの種と誤解しないでしょうか。こ

れでは裸子植物です。 

 また、子どもたちにとってのどんぐりは、転がり落

ちる実であって、形やお皿がちがっていることに気づ

かせるためにも数種類扱う必要があります。 

・アラカシ（シラカシ）：横縞の皿、卵、常緑 

・コナラ      ：鱗の皿、長丸、落葉 

・マテバシイ    ：鱗の皿、鉄砲玉、常緑 

・クヌギ     ：いがいがの皿、ミカン型、落葉  

・スダジイ    ：包み込む皿、三角型、常緑 

従って、指導計画はそれぞれ数時間ずつで考えるこ

とが個別の認識を大事にすることになります。従って、

本来「アラカシの実」という題材にすべきでしょう。 

〇題材名 アラカシの実（どんぐり） 

〇目標 

・  アラカシの実は、３つに分かれた首の下に輪があ

り、うすっすら緑色で肩がいかったカリン型の実で

あること。 

・  アラカシの実の皿は、横しまであさいこと。 

・  アラカシの木は一せいに実をつけ、じゅくすると、

転がり落ちること。  

〇指導計画（全４時間） 

・第一次 アラカシの木のどんぐり集め 

・第二次 アラカシのどんぐりのつくり 

 ①実と皿のセット 

  どうやって皿にのっていたか。実のつくりを知る。 

 ②③形、堅さ、重さを調べる 

  ＞穴落とし（大きいドングリ探し） 

  ＞ドングリの上に板を置いて載る 

  ＞ドングリシーソー（１０個対決） 

 ④回る・転がる 

ドングリゴマ（よく回る中心さがし） 

  ドングリパチンコ（どこまで転がるか） 

 どんぐりって、植物の何なのかをイメージし、それ

を知っての活動ができればいいですね。 

１１月２１日（金）、６時半頃から打ち上げ反省会

をしたいと思います。どんぐり話に興じたいと思いま

す。ご予定くださればありがたいです。 

  おわりに 

 

 「ちゃるめるそう」創刊号はいかがでしたか。今回

は井上の勝手な編集で作りました。発表してくださっ

た皆さん、ありがとうございました。参加者の声をも

う少し反映できればと思いましたが、メモが足りませ

んでした。すみません。 

 私は､理科の時間に、自分の自然との関わりについ

て、わきか（授業のまとめ）に付け加えて書こうと呼

びかけています。子どもたちのくらしの中から消えつ

つある自然との関わり。呼びかけていく中で少し意識

している子どもが増えました。理科の時間に、たまた

まシジュウカラの群れが理科室横の木にやってきて

止まって鳴いているのをビデオで大写しにしてみん

なで見たり、私自身の自然との関わりで１つずつ本物

を見せながら視点をもって語るようにしています。 

 みなさんは、子どもの自然との関わりについてどう

働きかけていますか。是非、教えてください。 

 この日曜日、６年生の学級行事で化石のクリーニン

グがしたいということを言われて、サンプル化石採り

に、神戸市北区、須磨区に行ってきました。神戸層群

という凝灰岩の地層です。３５００万年前の地層らし

いです。住宅地の開発の中で所々に露頭が出ています。
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資料 神戸層群 第三紀漸新世（3500 万年前） 

少し紹介しておきます。植物化石が中心です。 

 

Sp.1 Loc.161神戸市須磨区白川付近 ここでは過去にト

サミズキ、フウ、セイコイヤなどが見つかっている 

 

Sp.1 Loc.142 神戸市須磨区車付近 ここでは過去に立派

な化石が見つかっている 

 
Sp.1 Loc.108 神戸市北区山田町藍那北ノ町 ここでは

過去にブナなどが見つかっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★参考図書（※中古本で 600 円ぐらい） 

神戸の植物化石物語 (のじぎく文庫) 堀 治三朗 (著) 

ため池の横にある小さ

な崖。風化はしておらず

結構堅いです。やや下の

細かい地層から出てき

ました。 

しあわせの村の近くで

す。小さな滝の両側に露

頭があります。化石は少

なく、あまり良いところ

がなかったです。 

ここは風化が進んで

いました。川の左岸の

凝灰岩が当たり。この

岩にはクヌギが入っ

ています。 


