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プログラム

１
学習
指導案 ひっつきむしを集めよう

プログラムのねらい

小
学
校

　生
活

1
年

（5）　身近な自然を観察したり，季節や地域の
行事にかかわる活動を行ったりなどして，
四季の変化や季節によって生活の様子が
変わることに気付き，自分たちの生活を工
夫したり楽しくしたりできるようにする。

（6）　身近な自然を利用したり，身近にあるも
のを使ったりなどして，遊びや遊びに使う
ものを工夫してつくり，その面白さや自然
の不思議さに気付き，みんなで遊びを楽
しむことができるようにする。

　植物の種を集め，観察したり遊んだりすることで，自然の営み
を身近に感じるとともに，種子の散布についていろんな形態があ
ることを知り，植物の多様性や不思議さに気付く。

使用教材等
1）参考書籍
「ひっつきむしの図鑑」伊藤福夫ら（トンボ出版）
「身近な雑草のゆかいな生き方」稲垣栄洋（草思社）

プログラム活用の工夫
　時期としては秋～冬にかけて実施するのが望ましい。また野山の中には，風で飛散する植物や，鳥が食べることによって散布
される木の実もあるので，あわせて伝えることによって自然の面白さに気付かせる展開を心がける。

プログラムの位置づけと活用方法

小学校1年　生活
「たのしさ　いっぱい　あき　いっぱい」で活用

プログラムの内容
　動物散布，特に付着して散布される種子の観察を行う。

おすすめのポイント
　秋の野山には沢山の実りがある。中でも「ひっつき虫」と呼ば
れる，くっつく種子はいろんな形があり，セーターや靴下・動物の
体にくっつく。
　どんなくっつき方をするのか，遊びながら観察する。

関係機関の活用
　インターネット等

学習指導要領との関連

・校庭などで，初秋の草花や樹木，虫などの動植物
の様子を観察したり，木の実などを集めたりする。
・木の実などを使って，現地で，友達と簡単な遊びを
楽しむ。
・夏のころの様子と変わっているところを話し合う。

【関・意・態】
・秋の自然物を使った遊びに関心をもち，みんな
で楽しく遊ぼうとしている。

【思・表】
・諸感覚を使って秋の動植物を観察し，それらを
使った遊びを考え，みんなで楽しく遊んでいる。

【気付き】
・夏から秋になり動植物の様子が変わっているこ
とや，それに応じて人々の生活の様子が変わっ
ていることに気付いている。

指導計画一例

小学校
生　活

配当時間

3（本時）

・公園で遊んだり，秋の草花や樹木，虫などの動植
物の様子を観察したり，公園に来ている人とかか
わったりする。
・夏の公園と比べて，変わっているところを話し合
う。

3

活動の流れ 評価規準

1 年 たのしさ いっぱい
あき いっぱい

教科書関連単元

※参考：東京書籍

※参考：東京書籍

小学校１年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 配当時間：12時間　　本時：1時/12時間

・葉や木の実などの，秋の自然物を集める。
・集めた自然物の色や形などの特徴を生かして，遊
びを工夫したり，簡単なおもちゃをつくったりして，
友達と楽しく遊ぶ。
・秋の自然を利用して遊ぶ楽しさについて，友達と
話し合う。

3

・記録カードなどを整理して，秋の自然で遊ぶことの
楽しさや，自然や生活の変化の様子についてまと
める。
・つくった作品をもとに，自分の見つけた秋を友達
と紹介し合う。

3

・種子の散布の種類や活動の内容
について説明を聞く。（ルール・安
全について）
・歩く場所についてグループで話し
合う。

・草むらを歩き回り，衣服にくっつ
いた種子を集める。

・「ひっつきむし」の呼び方について
考える。

・オナモミなどは，的に向かって投
げてみたりして，遊びながらくっつ
き方のちがいを感じる。
・観察したことをワークシートに記
入し，気付いたことを話し合う。

○基本的な「種子」のはたらきについて，
理解できる範囲で知らせる。
※特に子孫を広く殖やすことに触れる。
○たんぽぽ（風），ヤシノミ（水），どんぐ
り（動物）等身近な種子の例示を行い，
ルール・時間を説明する。

○特に活動の時間やエリアを確認し，指
示を徹底する。
○ウルシやトゲのある植物がないかあら
かじめ確認しておく。

○「ムシのように見える」等多様な意見を
引き出し，種子の形にも興味を持たせ
る。

○セーターなどくっつきやすい素材で的
をつくる。

○ワークシートを配布し，感じたことを記
入させる。

●諸感覚を使って秋の動植物を観察し，
それらを使った遊びを考え，みんなで
楽しく遊んでいる。【思・表】

オナモミ：
　▶つめがある 
キンミズヒキ：
　▶カギ状の毛がある 
ヌスビトハギ：
　▶細かい毛がある 
コセンダングサ：
　▶トゲがついている 
メナモミ
　▶ベタベタしている　
　　　　　　　　　　等

授業の展開

時　間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

小学校1年　生活　「たのしさ いっぱい あき いっぱい」 ◆本時 1時間

ひっつきむしを集めよう
単元の中での活用

　身近な自然を観察し，遊びや遊びを通して自然の
不思議さに気付き，自然への関心を高める。

学習指導要領

⑤2014.02.26　Ｉ

コセンダングサコセンダングサ

オナモミ

学習プログラム 環境学習プログラム集

小学校1年　生活
「たのしさ  いっぱい
あき  いっぱい」
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②2014.02.21　Ｉ

環境学習プログラム集資料編「ひっつきむしをあつめよう」ワークシート

資 料 編▶




