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寒冷積雪地域における「冬と生き物」の学習
― 教材開発と授業実践 ―

神野　義仁＊1・渡部　英昭＊2

摘　要

　寒冷積雪地での小学４年理科「冬と生き物」の観察学習には、天候、場所、方法、生き物の選定な
どいくつかの課題が伴う。北海道石狩地方で積雪期の動植物を調べ、それをもとに「生物の冬の暮ら
し」の授業を行った。冬を安全に過ごすには低温に対する備え、乾燥に対する備えが必要であるが、
この二つを学ぶのに適した身近な動植物を授業に用いた。また、４年生で培う「つながりを見つける
力」の育成の観点から、雪と生物の関係に重点を置いた。雪で覆われた土壌や落ち葉層には多様な小
動物が含まれており、雪の断熱性や保湿性を考えるには良い教材であった。授業では土の中の温度と
外気温を比較して調べる活動に発展し、子どもたちは、「土の気温は零度から数度で、外気温より高く、
温かい」ことを発見した。雪の性質と日常生活との関連で越冬野菜を取り上げた。かまくらの体験も
あり雪の断熱性には理解が深まったが、保湿性と寒風に晒されている場所での乾燥に対する工夫（冬
芽の硬い外皮、イラガの硬い蛹）には十分な理解に至らなかった。

１．はじめに

　「季節と生物」の単元では、子どもたちは四季を通して身近な動植物を探したり育てたりしながら、
動物の活動や植物の成長は季節によって違いがあることを学ぶ。この学習はＢ区分・生命領域の「生
物の多様性と共通性」、「生命の連続性」の概念形成に関するものであり、第３学年の「昆虫と植物」
の学習を踏まえ第５学年の「植物の発芽、成長、結実」と「動物の誕生」の学習に続き、さらに中学
理科の学習へとつながっている（図１）1)。厳しい冬を一年生草本類は種子で、多年生のそれは根茎
で命をつなぎ、樹木類は落葉し、冬芽を形成する。昆虫類は卵、幼虫、蛹、成虫の様々な発達ステー
ジで生活に不適な季節を過ごすが、生理的にも耐寒性や耐凍性をもつものといろいろである2-4)。生
き物たちの巧妙な越冬戦略を学ぶことは、多様性の理解につながる。
　動植物の季節変化は平成32年から全面実施となる次回の学習指導要領にも引き継がれる5)。この単
元で取り扱う動植物に関して、「１年を通して動物や植物の成長をそれぞれ２種類以上観察するもの」
とされている。ここで示されている種の数は、異なる越冬戦略を有する動植物を意味している（表１
参照）。例えば，植物では校庭のサクラ（冬芽）と花壇のチューリップ（根茎），動物では雪の下の落
ち葉（リター層）のトビムシとイラガの蛹である。春から秋の動植物の観察に関して多くの実践授業
が報告されているが 6、7)、北海道の様な寒冷積雪地における冬季の野外観察には天候や観察場所の確
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保など実施上の困難が伴うこともあり、それらは限られている8-10)。
　理科の学習で重要とされている「実感を伴った理解」は、「具体的な体験を通して形づくられる理解」
や「実際の自然や生活との関係への認識を含む理解」とされている1)。積雪地域での冬の生き物の学
習では、雪と生物の関りが避けては通れない。本実践研究では、生き物の冬越しと雪との関りを学ぶ
のに有効な素材を網羅的に調べ、生き物の冬越し、雪の断熱性、越冬野菜を関係付ける授業を行った。
　なお、本稿は神野義仁が北海道教育大学大学院高度教職実践専攻で行った実践研究「日常の生活と
つなげる理科の授業づくり−小学校「季節と生き物」における実践−」に検討を加え、加筆・修正し
たものである。

２．積雪期の生き物

　冬と生き物に関して、教科書ではどのような動植物（種類）がどのような観点（生態）から取り上
げられているのかを比較して調べた（表１）。全国的に使用されている教科書にはどれも寒冷積雪地
域の冬の生き物の暮らしを体系的に学ぶようにはなっていない。生き物にとって最も厳しい季節であ
る冬の環境が伝わる写真や図もほとんど掲載されていなく、それらの多くは暖温帯や本州太平洋側の
冬を想起するものである。
　冬の植物の観察ではいろいろな生物種が登場しているが、学習観点は「落葉広葉樹の冬芽」、「多年
生草本類のロゼット葉」、「一年生草本類の種子」の３つに大別される。このうち種子の学習は、春か
ら学校園で栽培されていたヒョウタン、ヘチマ、ツルレイシの発芽、開花、種子形成までの継続観察
である。これは「生物の連続性」の概念（世代の継続）に関するもので、サクラやアジサイなどの樹
木の冬芽やセイヨウタンポポ、ナズナなどの地面に張り付いたロゼット葉の観察などの生き物の冬の
暮らしの学習とは観点が少し異なっている。
　ロゼット葉の観察として、教科書では上記の他にハルジオン、アブラナ、オオマツヨイグサが取り
上げられているが、実践校の石狩地方では（メ）マツヨイグサとブタナ（タンポポモドキ）が普通に
みられ、葉が地面に張り付いた状態で冬越しする植物として分かりやすい材料である。ただ、根雪前
の観察は容易であるが積雪深が１ｍを超える石狩地方の12月以降の授業には適さない。冬芽の観察で
はサクラ、アジサイ、カエデ、トチノキ、イチョウ、サンショウ、クルミが取り上げられている。オ
ニグルミの冬芽は特異的な形をしており、ドロノキの冬芽は大きく、ともに観察しやすい11)。ホオノ
キの冬芽は外皮（鱗芽）の下の柔らかい幼葉が観察しやすい（図２）。実際の授業では春から観察を
続けてきた校庭のエゾヤマザクラの冬芽、学校園で栽培してきたヘチマを取り扱うことにした。
　動物の冬越しに関しては、「カエルの冬眠」、「カマキリの卵のう」、「昆虫類の越冬（卵、蛹、成虫）」、
「季節による鳥の渡り（夏鳥、冬鳥）」が共通して教科書に取り上げられている。しかし積雪地方の

図１．小・中理科の「生物の多様性と共通性」および「生命の連続性」の学習内容の系統表。
（小学校学習指導要領解説より）。　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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野外観察で冬眠中のカエルを発見する確率はかなり低い。筆者らの調べた限りでは、これまで越冬中
のカエルが野外学習中に発見された報告は一例である8)。昆虫類では（ナミ）テントウムシの集団越
冬が取り上げられている。毎年晩秋に，おびただしい数の成虫が同じ場所に集まってくるが、実践校
の近くでは見当たらなかった。季節による鳥の渡りに関して、マガモやハクチョウの渡りが石狩地方
でも観察されるが、積雪期前の10月下旬から11月上旬に多く飛来してくるので、実際の授業で観察す
るには時期的にほとんど不可能である。卵や幼虫も厳冬積雪地域では学習素材にはなり難い。土壌動
物は４社の教科書に取り上げられているが、多くはカブトムシの幼虫である。近年、北海道でもカブ
トムシは越冬しているが、カブトムシに限らず積雪期に昆虫の幼虫を探し出すことは相当難しい。カ
マキリの卵のうは、「外気に晒された場所で生物が冬を越すには乾燥に対する備えが必要である」こ
とを考えさせる素材としては適しているが、カマキリは北海道に棲息していない。実践校の周囲でも
観察報告はない。アゲハの越冬蛹も乾燥に対しての仕組みの学習に適している。しかし幼虫の食草で

表１�．全国的に使用されている小学４年理科教科書の「冬と生きもの」で取り上げられている動植物と
その学習内容。

教科書12） Ａ社 Ｂ社 C社 Ｄ社 Ｅ社
植物の冬越し
樹木の冬芽 サクラ、アジサ

イ
トウカエデ、カ
キ、トチノキ
（イチョウ、サ
クラの枝）

サクラ、イチョ
ウ

サクラ、アジサ
イ、カラスザン
ショウ、クルミ

サクラ

ロゼット葉 ハルジオン タンポポ
ハルジオン
ナズナ

タンポポ、ハル
ジオン、オオマ
ツヨイグサ

タンポポ、アブ
ラナ

植物の種子 ヒョウタン、ヘ
チマ、ツルレイ
シ

ヒョウタン、ヘ
チマ、ツルレイ
シ

ヘチマ ヘチマ ヘチマ、ツルレ
イシ

動物の冬越し
カエルの冬眠 ヒキガエル アマガエル、ト

ノサマガエル、
トカゲ

ヒキガエル アマガエル ヒキガエル

カマキリの卵の
う

オオカマキリの
たまご

オオカマキリの
卵のう

オオカマキリの
卵のう

オオカマキリの
卵のう

オオカマキリの
卵のう

昆虫類 アゲハの蛹、ナ
ミテントウ、ナ
ナホシテントウ

ナナホシテント
ウ、オンブバッ
タの卵（土中）

アゲハの蛹、ナ
ナホシテントウ

アゲハの蛹、ナ
ナホシテントウ

ナナホシテント
ウ

鳥の渡り（冬鳥
夏鳥）

冬鳥：オナガカ
モ、コガモ、キ
ン ク ロ ハ ジ ロ

（シジュウカラ）

（メジロ、ヒヨ
ドリ）

冬鳥：オオハク
チョウ、カモ；
夏鳥：ツバメの
冬ごし（渡り）

夏鳥：ツバメの
１年（渡る道す
じと空になった
巣）

冬鳥：オナガカ
モ；夏鳥：ツバ
メ；（ ス ズ メ、
モズ）

土壌の動物 カブトムシの幼
虫、落ち葉の下
のダンゴムシ

カブトムシの幼
虫

カブトムシの幼
虫

カブトムシの幼
虫
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図３．冬の土壌動物の観察。A：ムシロ敷き、B：ムシロの下の落ち葉と土壌、C：ハンドソーティング、
D：観察に必要な器具類、E：観察された動物類（Ｅの矢印）。

ある柑橘類の枝で蛹化することが多いので、庭木として植栽されているものを除くと石狩地方では積
雪期に発見するのは難しい。カマキリの卵のうやアゲハの蛹に代わるものとしてカレハガの卵のう、
イラガの蛹の有効性を強調したい11)。特に、イラガの蛹（正確には前蛹）は非常に硬い殻で保護され
ており（図２F）、植物の冬芽と同様に乾燥から身を守っていることを理解するには良い教材である（鳥
からの捕食逃れの意味もある）。イラガは子どもにとって少し高い木の枝に付着していることが多く、
また保護色で発見し難いので、事前にマークしておくことが必要となる。
　どこでも雪を掘ると落ち葉や土壌には多様な動物が生活している。個体数も多く確実に観察可能な
こと、雪の断熱性と冬越しがつながり易いことから、授業では土壌動物を取り扱うことにした。この
活動は中学３年理科「自然と人間」の「土の中の動物や微生物を調べ、生態系の分解者の役割を理解
する」学習につながる。図３は土壌動物の採集・観察方法を示しているが、予めムシロを敷いておく

図２．校地内の「冬の生き物」学習。A：ブタナのロゼット葉、B：オニグルミの冬芽、C：ドロノキの冬芽、
D：ホオノキの冬芽の内部の葉、E：エゾヤマザクラの冬芽、F：イラガの蛹。
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とより多くの土壌動物が得られ易く、またムシロは土壌の採取に際して雪が混じるのを防ぐ効果もあ
る（渡部，2002）。寒風に晒される場所での生物の越冬では、校舎の周囲や校地内の樹木の間隙を探
す活動とした。

３．授業実践

　冬の生き物の野外観察は冬休み明けの１月中旬に行った。35名の学級なので、6名からなる観察班
での学習とした。子どもたちは３年生までに「比較する力」を身に付けており、第４学年では「関係
付ける能力」の育成が重視されている。「季節と生き物」の内容の取り扱いの中にも「動物の活動や
植物の成長を季節と関係付ける能力を育てる」と記載されている1)。「季節と生き物」の単元での関
係付けの要素を、“季節の変化”、“生き物の様子の変化”および“日常生活の変化”とした。「季節と
日常生活の変化」は、子どもに理科を学ぶ意義や有用性を実感させることにつながる。小学校学習指
導要領生活編の内容にも、「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
り楽しくできるようにする」と記載されており、小学校低学年から季節の変化と生活の様子の変化を
結びつける学習活動が提示されている13)。
　季節変化には、例えば日長の変化もあるが、実感しやすい気温の変化のみ取り上げることにした。
生き物の様子の変化は、季節による形態や生活場所の変化とした。日常生活の変化では、衣類や防寒
具の変化など生活経験から考えさせた。これらの３つの要素について、最初に季節の変化と生き物の
様子の変化を、次いで季節の変化と日常生活の変化を考え、互いに関連付けを図った。
　「冬と生き物」の授業全体計画は6時間、第一次「冬と動物」、第二次「冬と植物」の各３時間と
した（資料参照）。春から秋までの野外観察で、子どもたちは普通に昆虫類、ワラジムシ類、クモ類
を見てきた。冬になると姿を消すので、授業の導入部分（１、２時間目）で「虫たちはどこに行った
のだろう？」となげかけた。子どもたちからは、「何処かに隠れている」、「石の下にいる」、「土の中
にいる」、「暖かい場所に行った」など、いろいろな予想が出された。そうして３時間目に冬の生き物
探し、雪と生物の冬越しの関係付けの授業を行った。本時の目標を「冬の生き物は、どんな場所でど
のような様子で冬を越しているかを理解し、また生き物（ワラジムシ、クモなど）がその場所（雪の
下の落ち葉や土壌）を選んでいる理由について考えることができる」とした（図４）。
　校舎の周囲の観察では、外壁や樹木の間隙からワラジムシ、ポール立て用の石の下からクモが発見
された。次いで教材園の土を教室へ持ち帰り、ハンドソーティングで生き物を探した。土の中から甲
殻類（ワラジム、ダンゴムシ）、昆虫類（ゴミムシ、トビムシ）、環形動物（ミミズ）、軟体動物（カ
タツムリ）、線形動物（センチュウ）などいろいろな生き物が発見された。子どもは生き物を見つけ
る度に驚きや喜びの声をあげた。発見した生き物を観察カードにスケッチと文章で記入し、クラスで
説明・発表した。姿を消した小さな虫たちは樹木の間隙や石の下、土の中で越冬していることをクラ
ス全員で共有した。
　たくさんの生き物が土の中にいることを理解した後、次の課題「生き物が冬を過ごしている場所に
はどんなひみつがあるのだろう？」を提示した。この学習課題は“季節の変化”と関連した“生き物
の様子の変化”の関係付けで、冬の季節の象徴としての雪と雪の下の生き物の冬越しとの関係を考え
させたのである。
　観察班で小さな虫たちが土の中で冬をすごしている理由を話しあった後、クラスで全体発表した。
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「季節が変わると気温が変わる。土の中は寒くない（１班）」「気温が低くなった。外は寒い、土は暖
かい（５班）」など6班すべてに共通していたのは気温であった。子どもは冬になると気温が大きく
低下することに気付いている。班発表の「外は寒い」、「冬は気温が下がる」は外気温の低下を直接的
に表現したものであり、「土の中は寒くない」、「土の中は温かい」は外気温と土の中の温度を比較し
ている考えである。土の中にたくさんの生き物がいることに関する温度以外の理由では「食べ物」が
多く、「湿り気」と発表したのは１班のみであったので、「土の中の温度は外気温よりも温かい」とい
う予想に焦点を絞って展開した。
　子どもたちに「本当に土の中は寒くないの？土の中は温かいの？」と問いかけ、土の中の温度を測
定する活動に向かった。３年生理科「太陽と地面の様子」の学習で、温度計を用いて日なたと日陰の
地面の温度を測る活動をしており、温度測定は短時間でなされた。当日の外気温は氷点下４℃であっ
たが、子どもたちの測定結果は、“土の中の温度は零度から５℃、外気温よりも４～9℃も高い”であっ

図４．冬の生き物の野外観察の本時案（3/6）。
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た。
　「雪は断熱性があり、土の中の方が暖かい」ということを子どもの体験から引き出すのには、思考
を土から雪へと移行させる必要がある。そこで「雪の中が温かいと感じた経験はないかな？」と問い
かけた。難しい問いかけであったが、冬休み前に冬の遊びとしてかまくら作りを提案したことがあり、
数人の子どもからではあるが「あ、かまくら！」との声があがり、「（風がある日は）かまくらの中の
方が温かかった」との体験に基づく発言があった。
　最後の活動、日常生活との関係ではこれまで季節変化で取り上げてきた服装の変化に加えて、越冬
野菜を取り上げた。越冬野菜は、子どもの日常生活と深く関係しているわけではないが、「理科の学
習で学んだことが生活に活かされる」、「負のイメージが強く敬遠しがちな雪の積極的な利用を知る」
ことにつなげる意図であった。北海道北部の農家が越冬野菜を収穫している写真を黒板に掲げ、説明
した。「どんな野菜が越冬野菜として知っているか」を問いかけたが、この問いかけは子どもの日常
生活とはかけ離れていたようであった。子どもの反応は、“暫くの沈黙後やっとキャベツ、さらに時
間をおいてダイコン、ハクサイ、ニンジン”であった。教師からの一方的な説明、「雪の下では、温
度がほぼ零度に保たれおりほとんど変動しない。また湿度が保たれているので野菜は新鮮さを長く維
持する」で、授業は終了となった。
　第二次「冬と植物」は参考資料に示しているが、校庭のサクラの観察を２時間、教材園のヘチマの
観察を１時間とした。サクラの冬芽の学習では、「冬には葉を落として芽が大きくなること、硬い外
皮を剥くと葉があること」を観察したが、多くの子どもの理解は、“冬芽の外皮の硬さは乾燥からの
適応戦略である”ことまでには深まらなかった。

４．おわりに

　前述したように、寒冷地の冬の生き物の学習では雪との関りが避けては通れない。雪は子どもにとっ
て冬を象徴する一つである。本実践で雪の下の土壌動物を「冬と生き物」の教材としたが、１）いろ
いろな種類の動物が観察され、強い興味・関心が誘起されたこと、２）その理由を考えるなかで、土
の温度を測る自発的な活動があったこと、３）土のなかは外気より数℃高いことが確かめられたこと、
は評価に値する。しかし、省察すべき課題がむしろ多い。一つは越冬野菜である。家庭に室（むろ）
があった時代ではないので、越冬野菜を知っていた子どもはほとんど皆無であった。雪の断熱性の理
解はなされたが、保湿性の考察には至らなかった。外気に晒される場所での冬越しには、動植物とも
に乾燥に対する備えが必要であることの理解も十分とは言い難い。この理解には、例えばイラガの蛹
とサクラの冬芽を同時に観察させたり、外皮のなかの柔らかい幼葉に触れてみるなどが有効かも知れ
ない。雪、低温、乾燥は北海道の冬環境を象徴するものであり、今後も授業で積極的に取り入れてい
きたい。北海道の小学校の先生方が主にかかわっている雪プロジェクト（雪プロ）の「北海道雪たん
けん館」の「雪の中の生き物を探そう」のコーナーでは多くの動植物が、「雪を活かそう」のコーナー
では雪中米が紹介されている。このような実践研究を学びならが、積雪寒冷地における「冬と生き物」
の授業力を高めていきたい14)。
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７．資料「冬と生き物」の単元全体計画
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