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平成29年3月 

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」作成 

活動報告書 

幕張ベイタウンにエコパークをつくる会 

１．平成28年度 活動概要 

（１）エコパークの管理作業 

 子どもたちの自然体験ができるようエコパークの植栽他を管理した。毎月第3土曜日の定例作業に加え、必

要に応じて管理作業を実施した。8月末の台風により、柳が倒れたため、取り急ぎ安全確保の掲示を行い、後

日木を伐採した。 

 

（２）自然観察会の開催と自由研究相談会の開催 

生き物のにぎわいとつながりをテーマに「夏・秋・冬と自然観察会」を3回開催した。 

夏の自然観察会に参加した児童生徒に、図鑑づくり調査員になってもらい、エコパークの生き物を自主的

に研究してもらう目的で、図鑑づくり調査員の「昆虫調査隊訓練」と「自由研究相談会」を8月に開催した。 

 

（３）幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」づくり 

ア 図鑑会議 

夏の自然観察会後に参加児童による図鑑会議１と秋の自然観察会後に図鑑会議２を開催した。計画してい

た図鑑会議３はとりやめ、代わりに冬の自然観察会を図鑑づくりのために開催した。 

イ 図鑑編集 

子どもたちの意見を参考に、エコパークをつくる会の小川が構成案を作成、エコパークをつくる会メン

バーと、昆虫の専門家として観察会講師を依頼した斉藤氏と相談しながら、図鑑構成案を決定した。その構

成にしたがい、エコパ―クの植栽管理を担当している渡辺と斉藤氏と小川が執筆をした。図鑑案を3小学校の

教師に確認していただき、アドバイスをもとに修正を加えた。 

 

（４）HPによる事業紹介 

幕張ベイタウン・エコパークの「生きものにぎわい・つながり図鑑」と本事業の成果を掲載した。 

  http://ecopark.sakura.ne.jp 

 

２．幕張ベイタウン・エコパーク 生きものにぎわい・つながり図鑑配布先 

 A5サイズ、全32ページの冊子を5000部作製した。予定より遅れ、図鑑完成が春休みとなってしまった。そ

のため、図鑑の小学校への寄贈は、新年度にはいって、子どもたちが落ち着いた4月中旬に児童に配布するこ

とを、学校と相談して決めた。小学校3年生以上に配布するが、平成30年度、31年度の新3年生にも配布でき

るように、おおよそ今の生徒数（1年生～6年生）分に教師分を合わせ各学校に寄贈する。 

 また、当会が今後開催する自然観察会（例年6月と10月に開催）参加者およびエコメッセ2017inちば注1の当

会のブース来場者や、サイエンスアゴラ2017注2においても配布する。幕張ベイタウン自治会連合を通じて、ベ

イタウン内の自治会に配布する。 
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表 配布計画 

 

 注1：エコメッセinちばは、千葉県内最大級の環境イベント。 

    http://www.ecomesse.com/ 

    幕張ベイタウンにエコパークをつくる会は例年出展している。 

 注2：サイエンスアゴラについては、 

    http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/ 

    幕張ベイタウンにエコパークをつくる会は、サイエンスアゴラ2014、2015、2016 

   において、一般社団法人生物多様性協会主催の出展への企画・運営・協力団体として 

   参加している。 

 

３．平成28年度 活動内容 

（１）エコパークの管理作業・本事業関係 

 定例活動と本事業関係を以下の通り実施した。他の管理作業は適宜実施した。また、夏の自然観察会と秋・

冬の自然観察会チラシを編集し印刷したものを、事前に3小学校の3年生以上の全生徒に配布した。自然観察会

等の参加者は、当会ウェブページにて募集し、参加受け付け等の連絡はすべてメールにより実施した。 

配布先 部数 配布時期 

千葉市立打瀬小学校（教師分含む） 900 4月中旬 

千葉市立海浜打瀬小学校（教師分含む） 950 4月中旬 

千葉市立美浜打瀬小学校 1300 4月中旬 

平成29年度以降のエコパークをつくる会

主催自然観察会 
500 

2017年6月17日(土) 

2017年10月21日（土） 

他 

エコメッセ2017inちば 配布用 200 2017年10月9日（月祝） 

サイエンスアゴラ2017 配布用 200 
2017年11月25日（土）26日

（日） 

千葉県・千葉市等行政関係・教育関係 150 4月中旬以降 

自治会連合会関係者 300 4月9日（自治会連合会） 

編集者・執筆者・写真提供者・エコパー

クをつくる会員 
400 

3月31日以降 

里の生き物研究会（斉藤講師） 50 3月31日以降 

保存用 50   

計 5000   
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月日 活動内容 対象 参加者数 

4月16日 
作業／高原環境基金への事業応募ついて検討し、応募する

ことを決定 
エコパークの会 9 

5月21日 作業／応募事業に合わせ、夏の観察会の日程検討 エコパークの会 8 

6月18日 
作業／高原環境財団より内示の報告 

観察会打ち合わせ、役割分担決定 

エコパークの会 
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7月16日 作業／当日打ち合わせ 会員 12 

7月16日 夏の自然観察会開催 小学校3年生以上 
子ども26 講師１ 

保護者8 教員4 会員12 

7月16日 海浜打瀬小学校にて図鑑会議１を開催 小学校3年生以上 
子ども22 講師２ 

教員2 会員12 

8月９日 作業および当日打ち合わせ 会員 7 

8月９日 昆虫調査隊訓練 小学校3年生以上 子ども10 講師１ 会員7 

8月９日 図鑑づくり調査員自由研究相談会 小学校3年生以上 子ども6 講師1 会員7 

8月20日 作業／秋・冬の観察会日程及び内容を検討 会員 10 

8月27日 
台風のため倒れた樹木（柳）の伐採及び片付け 

エコメッセの対応協議 
会員 6 

9月17日 作業／エコメッセ出展内容・サイエンスアゴラ参加内容協議 会員 5 

9月22日 エコメッセ2016inちば出展（幕張メッセ国際展示場） 会員 8 

10月15日 作業および打ち合わせ 会員 8 

10月15日 秋の自然観察会開催 小学校3年生以上 
子ども17 講師１  

教員２ 会員8 

10月15日 海浜打瀬小学校にて図鑑会議2を開催 小学校3年生以上 
子ども14 講師１  

教員2 会員8 

11月5、6日 

サイエンスアゴラ2016（日本科学未来館） 

生物多様性保全協会「生物多様性と遺伝子攪乱～外来種と

在来種～」ブースに参加（協力団体として） 

会員 
5日2  6日1 

  

11月19日  作業／冬の自然観察会内容協議 会員 5 

12月17日 作業および打ち合わせ 会員 8 

12月17日 冬の自然観察会（池の水生生物調査） 小学校3年生以上 
子ども10 講師1  

教員2 会員8 

1月21日 作業／図鑑内容協議 会員 7 

2月18日 作業／図鑑内容協議 会員 7 

3月18日 作業 会員  

活動日誌 
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３．自然観察会「夏の自然観察会」 

（１）目的 

 図鑑づくりのつながり例の候補を探すために、エコパークを観察して、生き物のつながりを発見する。 

（２）活動 

 グループ（赤・青・黄）に分かれて、生き物のつながりを見つける。その見つけたものを各グループ内で

紹介しあう。各グループで発見したつながりのなかから、これぞ！という組み合わせ数例を決める。各グ

ループの代表が、組み合わせ例を発表する。それに講師がコメントする 

（３）作成資料 

 幕張ベイタウン・夏の自然観察会チラシ  

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」づくりテキスト（夏の自然観察会）  

幕張ベイタウン・夏の自然観察会チラシ  幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり

図鑑」づくりテキスト（夏の自然観察会）  

（４） 活動の様子 （省略） 
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 「図鑑会議１配布資料 （レイアウト、フォント変更）」 

2016年7月16日 

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」作成事業について 

 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会 

１．目的 

 私たち幕張ベイタウンにエコパークをつくる会は「幕張ベイタウン」でくらす子どもたちに、都市
と し

環境
かんきょう

で

あっても生き物のにぎわい・つながりを実感
じっかん

してもらい、自然
し ぜ ん

のおもしろさ・不思議
ふ し ぎ

さに気づいてもらいたい

と、「エコパーク」をつくっています。 

エコパークの生き物のつながりを調べて、図鑑
ず か ん

を作ります。それをみたら、子どもたちがエコパークに遊び

にいきたいと思えるような図鑑です。 

その図鑑をいっしょにつくりましょう！ みんなが楽しく作業できることも目的にしています。 

 

２．スケジュール 

 

 

３．図鑑づくりのメンバー 

 

４．図鑑の構成（決まっていること） 

大きさ：A5サイズ（A４の半分の大きさ）  

ページ数：24ページ 

1ページに1つのつながりの組み合わせを紹介する。 

20の組み合わせを紹介する。 

日時 名称 内容 

7月16日 夏の自然観察会 夏のエコパークを観察して、いきもののつながりを発見します 

7月16日 図鑑会議１ どんな図鑑にするか考えます 

8月9日 図鑑づくり調査員

自由研究相談会 

  

10月 秋の自然観察会 秋のエコパークを観察して、いきもののつながりを発見します 

10月 図鑑会議２ 図鑑にのせる「生き物の組み合わせ」を決定します 

11月 図鑑会議３ 図鑑の文章や写真などを決定します 

2月 図鑑完成 打瀬小学校、海浜打瀬小学校、美浜打瀬小学校の全員のほか、ほしい

人に配ります。 

名称 説明 

自然観察会参加者 夏と秋の自然観察会に参加して、生き物のつながりを発見し、生き物の

組み合わせを報告します。 

図鑑づくり調査員 自然観察会とは別に、生き物のにぎわい・つながりを、自主的に調査

（自由研究）するメンバー。生き物の組み合わせを報告します。8月9

日に相談会を開催します。 

図鑑づくりスタッフ 図鑑会議に参加して、図鑑をつくります。 

専門家 昆虫：斉藤秀生先生  植物：三村昌史先生 

幕張ベイタウンにエコパークを作る会 

学校の先生 

協力者 
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（５） 成果 1/2 
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（５） 成果 2/2 
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４．図鑑会議１ 

（１）目的 

 図鑑づくりの事業を理解する。子どもたちに読んでもらえる図鑑について考える。 

参加者に図鑑づくり調査員になってもらい、夏休みの自由研究のテーマにしてもらう。  

（２）活動 

 みんなが興味を持って読んでくれ、エコパークに実際に行ってみたい！と思ってもらえる、図鑑のアイデ 

ィアを出す。 一人一人がアイディアを考えて、ポストイットに書き出す。それをみんなで共有する。 

（３）成果 

 ８１のアイディアがだされた（表1）（会場：海浜打瀬小学校図書室） 

NO 項目 アイディア 

1 ひきつける工夫 珍しさを★★★で表す。強さも 

2 ひきつける工夫 
○○は○○と○○みたいな関係

と例える。 

3 ひきつける工夫 
きれいな虫がたくさんいる！と、

きれいな虫から紹介する。 

4 文章の工夫 
小さい子でもわかりやすいように

文章をなるべく短くする。 

5 文章の工夫 
漢字が書いてあったら、振り仮

名を書く 

6 文章の工夫 
むずかしい漢字は振り仮名をふ

る 

7 文章の工夫 虫の図を書いて説明をする 

8 文章の工夫 漢字に振り仮名をつける 

9 文章の工夫 なるべくわかりやすい言葉で書く 

10 ひきつける工夫 楽しい生き物の説明を書く 

11 
似ているものをま

とめる 
似ている関係どうしでまとめる 

12 
似ているものをま

とめる 
似ている同士を近くに書く 

13 
似ているものをま

とめる 
似ているものをわける 

14 
似ているものをま

とめる 
仲間ごとにわける 

15 
似ているものをま

とめる 
仲間ごとに書くところをわける 

16 
似ているものをま

とめる 
種類にわける 

17 地図 地図を入れる 

18 地図 エコパークの地図を書く 

19 特長 大きな特徴だけいれる 

20 特長 色や形、特長などを書く 

21 特長 どこで暮らすのかを書く 

22 特長 形を書く 

23 特長 色などを書く 

24 特長 育て方を書く 

NO 項目 アイディア 

25 写真 写真を入れる 

26 写真 
写真を撮っていれる。文字も入れ

る。 

27 写真 写真と一緒に説明する 

28 写真 写真を撮っていれる。 

29 写真 写真を撮っていれる。 

30 写真 写真や絵などを書く 

31 料理 虫料理の紹介 

32 採集方法 捕まえる方法を書く 

33 採集方法 どうやってとったのかをのせる 

34 仮説立案 まず予想したことを書いてみる 

35 仮説立案 予想を入れる 

36 食物 食べ物の例をあげる 

37 食物 
生き物の食べる食べられる関係、

いきものの餌 

38 食物 食べ物は何を食べるのか 

39 食物 
何の花を食べているか。何の葉を

たべているか。 

40 食物 何を食べるかを書く 

41 食物 
その生き物の好きな食べ物や敵

を書く 

42 食物 
昆虫などのたべる餌など昆虫の

生き方も書く 

43 食物 その生き物は共食いするのか。 

44 成長 幼虫の様子と成虫の様子を書く 

45 成長 生き物の育ち方 

46 成長 生き物の成長の仕方 

47 分布・季節 どこにいるのかなどを書く 

48 分布・季節 どの季節にとれるのかを書く 

49 分布・季節 どの季節にいるか 

50 分布・季節 どこにいたのかの場所を書く 

51 分布・季節 体長やどこでとれたか書く 

52 分布・季節 
どこに冬眠や暮らしているのかを

書く 

53 分布・季節 

水の中ですんでいるのか。木など

水の中ではないところにすんでい

るのか。（オタマジャクシが池から

いなくなったことに気づいた子） 

54 分布・季節 
どの季節にどの昆虫がいるのか

書く 

表1 図鑑づくりアイディア 
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NO 項目 アイディア 

55 交尾 どうやって交尾しているか書く 

56 交尾 どの季節に交尾しているのか 

57 特長 
生き物の特長やわかったことを書

く 

58 特長 その生き物の説明を書く 

59 特長 生き物の特長を書く 

60 特長 特長を書く 

61 特長 その虫のことを詳しく書く 

62 特長 大きさなどを書く 

63 特長 その生き物の大きさを書く 

64 漫画・絵 
漫画を描いて覚える。漫画に人

（主人公的な）を出す 

65 漫画・絵 途中に4コマ漫画を入れる 

66 漫画・絵 少し漫画も書く 

67 漫画・絵 こんな漫画（例あり） 

68 漫画・絵 絵を入れる 

69 漫画・絵 絵を入れる 

70 漫画・絵 表紙や裏を絵で書く 

NO 項目 アイディア 

71 キャラクター キャラクターを入れる（例あり） 

72 キャラクター キャラクターをつくる 

73 関係 人と虫の関係 

74 関係 花をかく。花と虫の関係 

75 関係 どういう関係か書く 

76 書き方 生き物の名前を太く書く 

77 書き方 虫の大きさの字で書く（例あり） 

78 書き方 虫の秘密を虫がいう（例あり） 

79 書き方 
「これを暗記すれば君も博士だ」を

表紙に書き、覚えてもらう 

80 書き方 
クイズを出して覚えてもらう。最後

に復習みたいに出す。 

81 成長 木にどのような実がなるか 

（４） 活動の様子 （省略） 
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５．昆虫調査隊訓練 

 本事業は当初の予定になかったものである。夏の自然観察会に参加してくれた子どもたち

は、生き物に関心が高かったため、昆虫の専門家である斉藤講師（昆虫大魔王）の提案をい

ただき、子どもたちの希望もあり、図鑑づくり調査員自由研究相

談会の前に開催した。 

 当日は、斉藤講師によって、昆虫調査方法の説明、網による採

集方法の実演、事前に設置しておいた昆虫トラップで採集された

虫等の解説が行われた。 
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６．図鑑づくり調査員自由研究相談会 

 本事業は自然観察会とはちがって申込制ではなく、自由参加としたのだが、参加者は夏の自然観察会参加者

の6人であった。夏休みに入って日が浅く、標本をもってきた児童はいなかったことから、自由研究について

考えていることを話してもらい、それに対してエコパークの会員からアドバイスを行った。 

 当地区は戸建て住宅はなく、すべてマンションである。高層マンションの高層階に住む参加者がいたことか

ら、マンション内の異なる高さのベランダで虫を採集したら、虫がどこまで高いところに飛べるか面白いねと

いう話になった。その生徒はその課題を自由研究として取り上げたことを、後に報告してくれた。 

 会場：海浜打瀬小学校 図書室 

こども昆虫調査員免許の発行 

 夏の自然観察会参加者一人一人の顔写真をとって、こども昆虫調査員免許証を発行した。 

 下は、夏の自然観察会参加者に当日配布した仮免許証 
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７．エコメッセ2016 in ちば出展 

 エコメッセ2016 in ちばのブースにおいて、高原環境財団助成事業の活動を紹介するとともに、エコパーク

の生き物写真をレイアウトしたA1サイズのポスターを展示した。また、エコパークから採取した植物（鶏

頭、キバナコスモス、ハーブ類）を飾り、希望者に配布した。 

 同じポスターを4枚作成し、そのうち3枚を打瀬小学校、海浜打瀬小学校、美浜打瀬小学校に寄贈した。各学

校では、本ポスターを掲示していただいている。 
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８．自然観察会「秋の自然観察会」 

（１）目的 

 エコパークを観察して、生き物のつながりを発見する。その組み合わせを、図鑑づくりの候補とする。  

（２）活動 

 グループ（赤・青・黄）に分かれて、生き物のつながりを見つける。その見つけたものを各グループ内で紹

介しあう。各グループで発見したつながりのなかから、これぞ！という組み合わせ数例を決める。各グループ

の代表が、組み合わせ例を発表する。それに講師がコメントする。 

（３）作成資料 

幕張ベイタウン・秋の自然観察会チラシ  

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」づくりテキスト（秋の自然観察会）  

幕張ベイタウン・秋の自然観察会チラシ  幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つなが

り図鑑」づくりテキスト（秋の自然観察会） 

（４） 活動の様子 （省略） 
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（５）成果 1/2 
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（５）成果 2/2 
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９．図鑑会議２ 

（１）目的 

 エコパークの生き物のつながりを、図鑑づくりの候補としてあげる。 

（２）活動 

ア 活動① 

  生き物の様々なつながりを考えるために、ゲーム「人間知恵の輪＊」を参加者全員（大人チーム・子ども

チーム）で実施した。 

＊：エコパークの中の環境要素を一人が一つ選んで、そのつながりを声で言いながら、自分の右手と相手の

左手とをつなぐ。全員の手がつながりあったら、その手を離さないようにして、つながりをほどいて、輪を

つくる。 

 太陽、水、土をはじめに模造紙に書き、エコパ―クにいる生き物を挙げてもらった。話し合いのなかで、

生き物ではないが、「風：空気」が提案された。初めに、大人が見本を見せ、次に子どもたちに、太陽、

水、土、風、生き物を選んでもらい、それで人間知恵の輪を作りほどこうとしたが、うまくほどけなかっ

た。 

イ 活動② 

 進め方について全員で話し合った。[一人で考える/グループに分かれて考える/全員で話し合う]以上の3方

式を参加者に確認して、[全員で話し合う]ことになった。図鑑に乗せる「生き物の組み合わせ」を、挙手に

より一人ひとりが提案し、全体で話しあった。 

（３） 成果 

No. 組み合わせ 図鑑に反映 

1 チョウと花（休憩、蜜、花粉） 4月モンシロチョウとキャベツ、9月キ

アゲハとアシタバ 

2 カエル・オタマジャクシと水（泳ぐ・すみか） 5月カエルと水 

3 トンボと水（ヤゴ・卵） 12月ヤゴと水 

4 太陽と葉っぱ（光合成） 化学エネルギー、 

太陽ひまわり→葉っぱ 

1月ハランと光 

5 バッタと草（食べる・擬態） 水分？   

6 テントウムシと空（飛ぶ）  

7 アキアカネと棒（自然と人） （12月ヤゴと水） 

8 ありと土（すみか、敵から身を守る）  2月ミミズと土 

9 菊とアブラムシとテントウムシと（あり）  11月菊とアブラムシとテントウムシ 

10 コオロギと地面（鳴く）   

11 花と葉っぱ（花は葉からできた？）きれいな花・地味な花   

12 土と花   

13 ハチと花 8月クマバチと花 

14 風とたね くっつき虫（オナモミ）アリが運ぶ、リスが貯めて

忘れる、はじける 
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「図鑑会議２配布資料 （レイアウト、フォント変更）  1/2」 

2016年10月15日 

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」作成事業について 

 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会 

１．目的 

私たち幕張ベイタウンにエコパークをつくる会は「幕張ベイタウン」でくらす子どもたちに、都市
と し

環境
かんきょう

であっ

ても生き物のにぎわい・つながりを実感
じっかん

してもらい、自然
し ぜ ん

のおもしろさ・不思議
ふ し ぎ

さに気づいてもらいたいと、「エ

コパーク」をつくっています。 

エコパークの生き物のつながりを調べて、図鑑
ず か ん

を作ります。それをみたら、子どもたちがエコパークに遊びにい

きたいと思えるような図鑑です。 

その図鑑をいっしょにつくりましょう！ みんなが楽しく作業できることも目的にしています。 

 

２．スケジュール 

 

 

３．図鑑づくりのメンバー 

 

 

 

 

日時 名称 内容 

7月16日 夏の自然観察会 夏のエコパークを観察して、いきもののつながりを発見します 

7月16日 図鑑会議１ どんな図鑑にするか考えます 

8月9日 図鑑づくり調査員自由研究

相談会 

  

10月 秋の自然観察会 秋のエコパークを観察して、いきもののつながりを発見します 

10月 図鑑会議２ 図鑑にのせる「生き物の組み合わせ」を決定します 

11月 図鑑会議３ 図鑑の文章や写真などを決定します 

2月 図鑑完成 打瀬小学校、海浜打瀬小学校、美浜打瀬小学校の全員のほか、ほ

しい人に配ります。 

名称 説明 

自然観察会参加者 夏と秋の自然観察会に参加して、生き物のつながりを発見し、生き物の組み合わ

図鑑づくり調査員 自然観察会とは別に、生き物のにぎわい・つながりを、自主的に調査（自由研

究）するメンバー。生き物の組み合わせを報告します。8月9日に相談会を開催

します。 

図鑑づくりスタッフ 図鑑会議に参加して、図鑑をつくります。 

専門家 昆虫：斉藤秀生先生  植物：三村昌史先生 

幕張ベイタウンにエコパークを作る会 

学校の先生 

協力者 
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「図鑑会議２配布資料 （レイアウト、フォント変更）  2/2」 

４．図鑑会議１の結果 

参加者 児童22人 

問：エコパークに行きたくなる図鑑のアイディアとは？ 

結果 81のアイディアが得られた。 

５．図鑑の構成（図鑑会議１の結果を踏まえて変更する） 

大きさ：A5サイズ（A４の半分の大きさ）  

ページ数：24ページ⇒２８ページに変更する 

月ごとに２ページを割り当て（2月と3月は1ページ）、組み合わせを紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．図鑑にのせる「生き物の組み合わせ」（今日の課題）  

大項目 中項目 数 例 

書き方 

(17) 

分かり易い文

章 
6 

なるべくわかりやすい言葉で書く。漢字に振り仮名をつける。小さい子でもわ

かりやすいように文章をなるべく短くする。虫の図を書いて説明をする 

書き方 
5 

虫の大きさの字で書く。虫の秘密を虫がいう。クイズを出して覚えてもらう。

最後に復習みたいに出す。 

ひきつける工

夫 4 

珍しさ・強さを★★★で表す。きれいな虫がたくさんいる！と、きれいな虫か

ら紹介する。○○は○○と○○みたいな関係と例える。楽しい生き物の説明を

書く。 

仮説立案 2 予想を入れる 

内容 

(41) 

特徴 13 生き物の特長やわかったことを書く。色、形、大きさ、育て方、済みか、 

分布・季節 8 どこにいるか。どの季節にとれるか。 

食物 
8 

生き物の食べる食べられる関係、いきものの餌。その生き物は共食いするの

か。 

成長 
4 

幼虫の様子と成虫の様子を書く。生き物の成長の仕方。木にどのような実がな

るか 

関係 3 人と虫の関係。花と虫の関係。どういう関係か書く。 

採集方法 2 捕まえる方法を書く 

交尾 2 どうやって交尾しているか書く。交尾の季節 

料理 1 虫料理の紹介 

素材 

(17) 

漫画・絵 7 

  

表紙や裏を絵で書く。漫画を描いて覚える。漫画に人（主人公的な）を出す。

途中に4コマ漫画を入れる。絵を入れる。 

写真 6 写真を入れる 

地図 2 エコパークの地図を書く 

キャラクター 2 キャラクターをつくる 

ま と め

方(6) 

似ているもの

をまとめる 6 
似ている関係どうしでまとめる。仲間ごとにわける。 

ページ   内容 

1 表紙   

2 表紙の裏   

3   目次 

4～26     

27 奥付 図鑑づくりにかかわった人すべての名前を紹介する 

28 裏・表紙   
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１０．サイエンスアゴラ 

 生物多様性保全協会「生物多様性と遺伝子攪乱～外来種と在来種～」ブースに協力団体として参加した。

この展示ブースの一画にエコメッセで展示した大型ポスターを掲示した。 

エコパークの生きもの 

ポスター 

冬の観察会チラシ 
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１１．冬の自然観察会 

 この観察会は計画にはなかったものである。本来なら図鑑会議３を開催し、図鑑の文章等を子どもたちに読

んでもらい、分かりにくい表現を指摘してもらったり、子どもたちにより興味をもってもらるための改善点を

提案してもらうことを予定していた。 

 しかし、図鑑の作成が思うようにはかどらず、計画していた図鑑会議を開催することができなかったこと、

子どもたちは図鑑会議よりも自然観察会の様子の方がイキイキとしていたので、自然観察会を開催し、その成

果を図鑑に反映することに事業を変更した。 

（１）目的 

 ・冬の池の中の生き物を観察する 

 ・図鑑用のミミズのイラストを描いてもらうことを依頼する 

（２）活動 

 二つのチーム（赤・青）にわかれ、エコパークの中にある二つの池を、サーバーネット ですくい、生き物

を採集する。採集できた生き物について、講師がコメントする。 

（３） 作成資料 

幕張ベイタウン・冬の自然観察会チラシ  

幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり図鑑」づくりテキスト（冬の自然観察会）  

幕張ベイタウン・冬の自然観察会チラシ  幕張ベイタウン・エコパークの「生き物にぎわい・つながり

図鑑」づくりテキスト（冬の自然観察会） 

（４） 活動の様子 （省略） 
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（５）結果 1/2 
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（５）結果 2/2 
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１２．図鑑づくり 

 図鑑の構成ならびに内容に関して、以下のような子どもたちの意見を参考にして編集した。子どもたちの

アイディアはとても参考になり、大人が一方的につくるのとは違って、子ども目線のものができたと思う。

また、「チャレンジ！」と題し自然体験を促した。アレレさんのつぶやきのなかには、正解のない難しい内

容の問いかけや課題もあるが、すぐに解答をだすのではなく、多様な視点から考えられるように学んでほし

いという編者の願いがある。 

子どもたちの図鑑づくりアイディア 意見の反映の仕方 

分布・季節（どの季節にいるかを書く） つながり例を紹介するだけでなく、見開き2ページを月毎に構成し、原則としてそ

の時期にエコパークで観察できる生き物を紹介する。 

ひきつける工夫（きれいな虫から紹介） 

写真（写真や絵などを書く） 

月のページの初めに、テーマに沿った興味を引きそうな写真を入れる。 

2月の「ミミズと土」では、子どもたちにミミズのイラストを描いてもらい、親しみや

すさを演出した。 

文章の工夫（文章を短くする） 

キャラクター（キャラクターをつくる） 

解説文を長々と書くのでなく、作業員、昆虫大魔王、アレレさんという3人のキャ

ラクターをつくって、説明文の代わりにセリフとした。 

文章の工夫（漢字に振り仮名をつける） 編集ソフトの関係で、ルビをふると行間がかわってしまうため、漢字の後ろに

（ ）書きで、読みを書いた。 

似ているものをまとめる（種類にわける） ページの左側は基本的に「つながり」について記述し、右ページにはエコパーク

に分布する同じ仲間の生き物を紹介し、「にぎわい」を表した。 

特長（生き物の特長を書く） 

書き方（虫の秘密を虫がいう） 

生き物の特長については、虫ではないが、昆虫大魔王とういキャラクターが説

明するようにした。 

書き方（クイズを出して覚えてもらう、最後

に復習みたいに出す） 

アレレさんというキャラクターをつくり、クイズ形式ではないが、考えてもらいたい

ことをつぶやくこととした。 

月 チャレンジ内容 

4 ・エコパークにいるモンシロチョウ（たまご・よう虫・さな

ぎ・成虫）をみんなで数える 

・チョウのなかまをさがす 

5 ・オタマジャクシの顔を正面からみて書く 

・大草谷津田生きものの里に行く 

・水辺の生きものをさがす 

6 ・鳥をさがす 

7 ・カメムシをさがす 

9 ・チョウの成虫－よう虫－食草のつながりに線をひく 

月 チャレンジ内容 

10 ・カマキリをさがす 

11 ・テントウムシをさがす 

12 ・トンボをさがす 

1 ・星座の形をみつける 

・植物の利用について考える 

2 ・土の中の生きものをさがす 

3 ・写真をとって、俳句をつくる 


