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ガジュマルガジュマルガジュマルガジュマルのヒゲでブランコがのヒゲでブランコがのヒゲでブランコがのヒゲでブランコができるできるできるできる？？？？
宮古島市立南小学校宮古島市立南小学校宮古島市立南小学校宮古島市立南小学校「宮古自然クラブ」「宮古自然クラブ」「宮古自然クラブ」「宮古自然クラブ」

１年１年１年１年    親泊奈親泊奈親泊奈親泊奈生生生生    ３年３年３年３年    親泊昌輝親泊昌輝親泊昌輝親泊昌輝  

１．けんきゅうの１．けんきゅうの１．けんきゅうの１．けんきゅうのどうきどうきどうきどうき
   大野山林にあるガジュマルのヒゲはながくて、ブランコができた。とてもおもしろか

った。でもすぐにヒゲがきれてしまったので、またブランコができるようになるまで、

何日くらいかかるのかをしらべたいとおもった。※ガジュマルのヒゲは、気根（きこん）

というなまえがあるので、これからは気根とかく。


２．２．２．２．けんきゅうのけんきゅうのけんきゅうのけんきゅうのもくもくもくもくてきてきてきてき
（１）気根は、どれくらいのながさのびるのかをしらべる。
（２）場所によって気根ののびかたがちがうのかをしらべる。
（３）気根でブランコができるまでに何日かかるかをしらべる。

３．３．３．３．けんきゅうのけんきゅうのけんきゅうのけんきゅうのほうほうほうほうほうほうほうほうととととけっかけっかけっかけっか                                            写真１大野山林のガジュマル

（１）大きなガジュマルがあるところをさがし、これからかんさつをする場所をきめた。
  ①大きなガジュマルがある場所

大野山林 カーこうえん 中央こうみんかん
※南小学校ちかくの北こうえんを、か（蚊）が多いので、ともだちといっしょに

「カーこうえん」とよんでいる。
②これからかんさつをする場所 （４つ）

大野山林 カーこうえん 中央こうみんかん パイナガマビーチ
（４つの場所にきめたりゆう）

パイナガマビーチのガジュマルの気根はとてもみじかかっ
たので、なぜかな？とふしぎにおもった。それでパイナガマ
ビーチの気根もかんさつすることにした。

（２）気根は、ほんとうにのびているのかをしらべた。
    気根の先の白くてやわらかくてしめっている部分（赤ちゃ 

ん気根とよぶ）はのびるが、茶色い気根はのびていなかった。
（３）気根は、どれくらいのびるのかを４つの場所でしらべた。

（気根のながさのはかりかた）ほとんどの気根は高いところ
から生えていたので、気根の生えている枝からのながさを   写真２気根の長さ
はかることができなかった。そこで気根の先から５０ｃｍ   そくていのようす
のところにビニールテープをつけて、そこからなんｃｍのびたかを１ｍのものさしで
はかった。みじかい気根だけは、気根が生えている枝からはかった。                         




（天気について）かんさつをはじめた 月 日～月 日は、４つ 
の場所で１カ月に２～１５ｃｍしかのびていなかった。はれの
天気が多くて雨は少なかった。
８月１２日のよるに、すごい大雨がふった。そのあと９月１日 

まで毎日小雨か大雨がふりつづいていた。その間晴れることがほ 
とんどなくて、太陽が出ても、きゅうに雨がふることがあった。
                写真３１日に のびた気根６の先の部分

① １日でよくのびたきろく          








②１しゅうかんで、よくのびたきろく       







③およそ１かげつで、よくのびたきろく  

 






④およそ３かげつで、よくのびたきろく  




   

  


じゅんい のびた長さ
（ｃｍ）

場所 気根の
ばんごう

気根がのびた期間

１位 １１．８ 大野山林 ６ 月 日～日
２位 ９．５ 中央こうみんかん ８ 月 日～日
３位 ７．５ 大野山林 ２７ 月 日～日
４位 ７．０ 大野山林 ２３ 月 日～日

じゅんい のびた長さ
（ｃｍ）

場所 気根の
ばんごう

気根がのびた期間

１位 ２９．０ 大野山林 ２３ 月 日～日
２位 ２４．８ 中央こうみんかん １３ 月 日～日
３位 ２３．０ 大野山林 ３８ 月 日～日
４位 ２３．０ 中央こうみんかん １７ 月 日～日

じゅんい のびた長さ
（ｃｍ）

場所 気根の
ばんごう

気根がのびた期間

１位 ７４．５ 大野山林 １７ 月 日～月 日
２位 ７２．６ 大野山林 ２３ 月 日～月 日

３位 ６４．０ 大野山林 １７ 月 日～月 日

４位 ５８．０ カーこうえん ７ 月 日～月 日

じゅんい のびた長さ
（ｃｍ）

場所 気根の
ばんごう

気根がのびた期間

１位 ８３．８ 中央こうみんかん １３ 月 日～月 日

２位 ７６．１ 中央こうみんかん １４ 月 日～月 日

３位 ７５．５ 中央こうみんかん １７ 月 日～月 日

４位 ６８．０ カーこうえん ７ 月 日～月 日

ガジュマルのヒゲでブランコができる？

宮古島市立南小学校「宮古自然クラブ」
１年　親泊奈生　　３年　親泊昌輝
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 ⑤ 気根が一番よくのびていた場所
   １位 大野山林 ２位 中央こうみんかん ３位 カーこうえん ４位 パイナガマ
  （わかったこと）大野山林だけは雨がふらないときでも少しずつのびていた。中央こう

みんかんとカー公園では、気根ののびかたが似ていた。パイナガマビーチだけは、

雨のあとでもなかなかのびなかった。             

   ⑥ 気根が一番短くなった場所 

   １位 大野山林 ２位 パイナガマ ３位 中央こうみんかん ４位 カーこうえん 
（わかったこと）台風のあとは、どこの場所でも気根が短くなっていた。

（４）気根をむすんでブランコになるまで何日かかるかをしらべた。
中央こうみんかんに、じめんのちかくまでのびている太い気根があった。そこで太い

気根とまわりの細い気根をむすんで、ブランコが作れるはずだとかんがえた。
（わかったこと）７月７日に気根をむすんだ。１１月４日には、むすんだ気根のまわり
に、あたらしい気根がまきついて太くなっていた。体重２０ｋｇの私がのってブラン
コができた。太い気根をむすぶと４か月くらいでブランコができることがわかった。              









７月７日にむすんだ気根  →   １１月４日の気根   →  ブランコができた


４．４．４．４．こうさつこうさつこうさつこうさつ                                                                                                        
  ・ガジュマルの気根は、茶色いものはのびていなかった。気根の先の白くてやわらかく

てしめっているぶぶん（赤ちゃん気根）だけのびていた。それは手でさわるときれや
すかった。

・赤ちゃん気根は、風がふいたあとや日光があたる場所では、すぐにかんそうすること

がわかった。かんそうすると白→黄→茶色になって、かたくなる。気根の先のしゃし

んを見ると、色のへんかがわかる。


   







くっついてる赤ちゃん気根 先が黒くなった気根  黄白になった気根 先がかれた赤ちゃん気根

・雨がふる日がつづくと、気根はよくのびていた。
・海のちかくでは気根はのびにくいことがわかった。パイナガマビーチでは風がつよ

い日が多くて、日光がよくあたっていたから、赤ちゃん気根がかんそうしてのびに

くいと考えた。
・観察した４つの場所で気根が一番のびたきろくは、１日で１１．８ｃｍ、１週間で

２９ｃｍ、１カ月で７４．５ｃｍ、３カ月で８３．８ｃｍだった。
・７月から９月までで、１番気根がのびていたのは大野山林だった。気根がよくのび

るのは２つの理由があると考えた。
① 山林の中の気根は、たくさんの木の葉の影があるから日光があまり当たらない。
② 山林の中では、木が多いから風があまり吹かない。                  

   ・大野山林の気根は、１１月にかんさつすると９月よりほとんどが、短くなっていた。
  ・赤ちゃん気根も茶色くなった気根もくっつくことがわかったから、気根のブランコ

は、人間がむすべば、早くできるかもしれないと思いついた。そして中央こうみん

かんの長い茶色い気根を自分たちでむすんだら、カ月でブランコができた。

５．５．５．５．これこれこれこれからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいこと
         ・大野山林の気根は、なぜみじかくなったのかな？

・気根に雨がよく当たると、気根はのびやすいのかな？
それとも根っこから水をすうから、気根に直接雨が当たらなくてものびるのかな？

   ・おなじ枝から生えている気根でも、よくのびるものとのびないものがあるのはなぜ？ 
・地面についた気根は太くなっていた。これは１本の気
根が地面について太くなったのか、ほそい気根が集
まって つになって太くなったのか？

   ・ガジュマルは、もともと宮古島に生えていたのかな？
・なぜ気根はくっつくのかな？
・ガジュマルには種があるけど、本当に種から大きくな
るのか、たしかめてみたい。          写真４岩の上に育つガジュマル

・パイナガマビーチで、ガジュマルの気根は岩の中を通ってのびていたからおどろい

た。同じように、気根は他の木のみきの中も通ることができるかな？                                                                                            


６６６６．．．．けんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそう                

・７月は気根があまりのびなくてつまらなかった。８月は雨の 
あとよくのびていたので、おもしろくなった。

・ガジュマルの木のちかくは、蚊が多くてたいへんだった。 
・公園では、そうじのときに気根をきるので、かんさつする
ときに困った。

・自分たちでブランコが作れてうれしかった。また太い気根に
つかまってターザンごっこもできたのでよかった。   写真５中央こうみんかん
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５．５．５．５．これこれこれこれからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいことからしらべたいこと
         ・大野山林の気根は、なぜみじかくなったのかな？

・気根に雨がよく当たると、気根はのびやすいのかな？
それとも根っこから水をすうから、気根に直接雨が当たらなくてものびるのかな？

   ・おなじ枝から生えている気根でも、よくのびるものとのびないものがあるのはなぜ？ 
・地面についた気根は太くなっていた。これは１本の気
根が地面について太くなったのか、ほそい気根が集
まって つになって太くなったのか？

   ・ガジュマルは、もともと宮古島に生えていたのかな？
・なぜ気根はくっつくのかな？
・ガジュマルには種があるけど、本当に種から大きくな
るのか、たしかめてみたい。          写真４岩の上に育つガジュマル

・パイナガマビーチで、ガジュマルの気根は岩の中を通ってのびていたからおどろい

た。同じように、気根は他の木のみきの中も通ることができるかな？                                                                                            


６６６６．．．．けんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそうけんきゅうをしてみてのかんそう                

・７月は気根があまりのびなくてつまらなかった。８月は雨の 
あとよくのびていたので、おもしろくなった。

・ガジュマルの木のちかくは、蚊が多くてたいへんだった。 
・公園では、そうじのときに気根をきるので、かんさつする
ときに困った。

・自分たちでブランコが作れてうれしかった。また太い気根に
つかまってターザンごっこもできたのでよかった。   写真５中央こうみんかん

   


