
ねんど いたばし

2019年度板橋グローブクラブ
ねんかん さまざま かつどう とお かんきょう

グローブクラブは、1年間で様々な活動を通し、環境について
たの まな じはつてき かんが こうどう ちから み

楽しく学び、自発的に考え、行動できる力を身につけます。
はたけ やさい い もの かんさつ こうさく

◆畑での野菜づくり ◆生き物の観察 ◆エコ工作
みじか かんきょう たの かつどう

◆身近な環境についてのゲーム …楽しい活動がいっぱい！

グローブクラブの活動に
参加すると、毎回1枚
シールがもらえます。

たくさん参加してシール
を集めると、
「不思議な水族館」が
できるよ！



はたけ やさい そだ

畑で野菜を育てよう！

ねん がつ にち にち

2019年5月19日 (日)
ねんど いたばし めい とうろく

2019年度の板橋グローブクラブは、75名の登録が
ありました！
はじ かつどう かい はたけ

初めての活動は、エコポリスセンター3階にある畑で
なえ う ぼう

サツマイモの苗を植えたよ。サツマイモは、うねに棒で
あな なえ う

穴をあけて、苗をななめに植えるんだね。
あき たの

秋のしゅうかくが楽しみだね！

イモナエイ
ぶんぷ はたけ

【分布】畑
とくちょう はる あつ よこ なら

【特徴】春に集まって横に並び、しっぽを
つち なか う ようす かんさつ

土の中に埋める様子がよく観察されている。
あき こ

秋に子どもがうまれる。



みじか い もの がいらいしゅ

身近な生き物～外来種ってなんだろう～

ねん がつ にち ど

2019年6月29日 (土)
こんかい い もの いたばしく にほん

今回のテーマは「生き物」。板橋区や日本には
い もの かんが

どんな生き物がいるのか、考えてみよう！
かい すいそう かい じっけんしつ い もの

1階の水槽と、3階の実験室でビオトープの生き物を
かんさつ さいご き い い もの え きねん

観察して、最後にお気に入りの生き物の絵を記念に
つく きょう かつどう

プラバンストラップを作ったよ。今日の活動で、
がいらいしゅ ざいらいしゅ くわ

みんな外来種・在来種について、詳しくなったかも？

タベスギガメ
ぶんぷ みずば

【分布】水場
とくちょう こうら た もの の く ぼう

【特徴】甲羅に食べ物を乗せた食いしん坊
なん た てんてき ところ

で何でも食べるカメ。天敵がいない所に
つ

連れてこられたので、のびのびしている。



なつ さくせん

夏のひんやり作戦！

ねん がつ にち ど

2019年7月27日 (土)
なつやす まいにち あつ

いよいよ夏休みスタート！毎日とっても暑いね。
せんぷう き べんり でんき つか

クーラーや扇風機が便利だけど、電気を使わずに
すず ほうほう こんかい う みず

涼しくなる方法はないかな？ そこで、今回は打ち水を
おんど へんか み みどり

してサーモカメラで温度の変化を見たり、緑のカーテン
うみ がくしゅう

や海の学習をしたよ。
さいご かいがら つく

最後に貝殻でオリジナルマグネットを作りました！

ウチミズクラゲ
ぶんぷ あつ じめん どうろ くうちゅう

【分布】熱い地面・道路の空中
とくちょう あつ じめん しょくしゅ

【特徴】熱い地面に ひしゃくのような触手
みず からだ みず

から水をまく。体はほとんど水でできて
お みず もと たびだ

いるので、まき終わると水を求めて旅立つ。



なつやす こうさく

キラキラコロコロ夏休み工作！

ねん がつ にち にち

2019年8月25日 (日)
なつやす じゆう こうさく なに つく こんかい

夏休みの自由工作は、何を作ったかな？今回は、
とうきょう かせい だいがく がくせい せんせい こうさく

東京家政大学の学生が先生になって、リユース工作
おし ざいりょう しん

を教えてくれたよ！材料はトイレットペーパーの芯や
ぶくろ べんとう ふだん

ビニール袋、コンビニ弁当のふたなど、普段はごみに
すてき まんげきょう つく

してしまうもの。みんな素敵な万華鏡が作れました！

ぶんぷ う うみ

【分布】プラスチックごみが浮く海
とくちょう うみ う

【特徴】海に浮くプラスチックのごみを
た おお いろいろ しゅるい

食べて大きくなる色々な種類のプランクトン
た もの からだ いろ か

たち。食べた物によって体の色が変わる。

プラプランクトン



ねん がつ にち ど

2019年9月28日 (土)
さんかしょう

グローブクラブの参加証シールのキャラクターは、
いろいろ い もの かつどうないよう かんけい

色々な生き物と活動内容に関係することやアイテムを
く あ かんが す い もの

組み合わせて考えているよ。みんなも好きな生き物の
とくちょう い つく

特徴を活かして、オリジナルのキャラクターを作ろう！
いんさつじょ だ せかい

デザインしたキャラクターは印刷所に出して、世界に
ひとつだけのストラップにしたよ！

オエカクトパス
ぶんぷ い もの うみ

【分布】生き物がたくさんいる海
とくちょう ほか い もの とくい

【特徴】他の生き物のまねが得意なタコ。
じぶん からだ べつ い もの

自分の体を別の生き物のようなデザインに
はんのう

して、まわりの反応をうかがっている。

つく

いきものデザイナー！～オリジナルキャラクターのキーホルダーを作ろう～



ねん がつ にち にち

2019年10月27日 (日)
いたばしく なります にほん せんもん がっこう

板橋区成増にある日本ペット＆アニマル専門学校の
がくせい い もの つ

学生さんたちが、いろいろな生き物を連れてきたよ！
どうぶつ べんきょう がくせい い もの

動物の勉強をしている学生さんたちに、生き物のこと
き かた おし

を聞いたり、ふれあい方を教えてもらったよ。
やせい どうぶつ ちが まな

ペットと野生動物の違いについても学べたね。
い もの か さいご せきにん も か

生き物を飼うときは、最後まで責任を持って飼おう！

アクシュカイルカ
ぶんぷ

【分布】ふれあいコーナー
とくちょう い もの あくしゅ

【特徴】いろいろな生き物と握手したり、
はなし だい す

お話をしたりするのが大好きなイルカ。
ひとなつ てきそんざい

人懐っこいので、みんなのアイドル的存在。

どうぶつ

わくわく動物ふれあいコーナー！



ねん がつ にち げつ しゅく

2019年11月4日 (月・祝)
がつ う しゅうかく じ き

5月に植えたサツマイモが、いよいよ収穫の時期に
おお

なったよ！みんなのサツマイモは大きくなったかな。
なが ひ ぱ

長いつるを引っ張って、くっついているサツマイモを
しゅうかく ぜんぶ

たくさん収穫したよ。全部で33㎏でした！
こま き はたけ もど らいねん

つるは細かく切って、そのまま畑に戻すと、来年の
ひりょう らいげつ たの

肥料にできるんだ。来月のクッキングが楽しみだね。

イモナエイ（子連れ）
ぶんぷ はたけ

【分布】畑
とくちょう あき おや

【特徴】秋は親のイモナエイからたくさん
こ う きせつ

の子どもが産まれる季節。ころころした
あか

赤ちゃんがしっぽにくっついている。

しゅうかく ほ

いよいよ収穫おイモ掘り！



ねん がつ にち ど

2019年12月7日 (土)
がつ しゅうかく

11月に収穫したサツマイモで、クッキング！
ぎゅうにゅう あぶら はか ほうちょう き

牛乳や油を量ったり、包丁でサツマイモを切ったり、
ざいりょう ま む つく

材料を混ぜたりして、サツマイモ蒸しパンを作ったよ。
にしじょう いえ と きかく がい つか

スタッフ西條の家で採れた、規格外のリンゴを使った
ししょく みんな おい た

リンゴきんとんも試食して、皆で美味しく食べました。

フワフワフカ
ぶんぷ む き なか

【分布】蒸し器の中
とくちょう い む

【特徴】サツマイモ入り蒸しパンのような

ふわふわのサメ。ふくらみすぎてカップ
しっぽ だ

から尻尾がはみ出してしまったようだ。

そだ

みんなで育てたサツマイモでクッキング！！



ねん がつ にち にち

2019年12月22日 (日)
ねんがじょう か

みんなは年賀状やはがきを書いたことはあるかな？
ひとり か あてな か かた しんねん

これから一人でも書けるように、宛名の書き方や新年
あいさつ えと はなし まな ほんもの ねんが

の挨拶、干支のお話を学んで、本物の年賀はがきに
きにゅう

記入したよ！
お え か すてき ねんがじょう

スタンプを押したり絵を描いたり、素敵な年賀状が
できました。

ハンコウオ

ぶんぷ うえ

【分布】はがきの上
とくちょう ねんがしょう か ころ ちい

【特徴】年賀状を書く頃にやってくる小さ
さかな なか しろ

な魚。お腹がハンコになっていて、白い
あつ お しゅうせい

はがきに集まってペタペタ押す習性がある。

しょうがつ だ

お正月のおたよりを出そう！



ねん がつ にち ど

2020年1月18日 (土)
は ね まわ むかし

羽根つき、コマ回し、かるたとり…みんなはどんな昔
こんかい

あそびをやったことがあるかな？ 今回はみんなの
す つく

「好きなもの」をテーマに、オリジナルのかるたを作っ
えふだ よ ふだ ぶんしょう かんが かんせい

たよ。絵札と読み札の文章を考えて、完成したら
じっさい ちょうせん なんまい

実際にかるたとりに挑戦！何枚とることができたかな。

ヨミカレイ・エガラヒラメ

ぶんぷ ふだ ひろ

【分布】かるたの札が広げられたところ
とくちょう まぎ こ さかな

【特徴】かるたに紛れ込む魚。セットに
あいて め うえ ほう

なる相手がいるらしいが、目が上の方に
じぶん み かくにん

あるので自分たちでは見て確認できない。

つく

かるたを作ろう！



ねん がつ にち げつ しゅく

2020年2月24日 (月・祝)
ちょうみりょう はい かし

ジャムや調味料が入ったビン、お菓子のプラスチック
ほうそう せいかつ なか かなら で

包装・・・生活する中で必ず出てしまう「ごみ」だけど、
かつよう つく

うまく活用するとスノードームが作れちゃうんだ！
ほうそう こま き

キラキラの包装を細かく切るとラメみたいだね。
つく かた かんたん ぜ ひ つく

作り方は簡単なので、是非おうちでも作ってみてね！

ポンポンドームパファー

ぶんぷ ふゆ ざっか や

【分布】冬の雑貨屋さん
とくちょう

【特徴】おなかがスノードームのように
およ

なっているフグ。泳ぐとスノードームが
うご かんしょうよう かわい

キラキラ動くので観賞用に可愛がられている。

つく

スノードームを作ろう！



かつどう とお かんきょう い もの くわ もともと す

グローブクラブの活動を通して、環境や生き物について詳しくなれたかな。元々好き
ともだち きょうみ も うれ

だったお友達は、もっと興味を持つきっかけになっていたら、嬉しいです。
まな ぜ ひ か ぞく ともだち おし

グローブクラブで学んだことを、是非家族やお友達にも教えてあげてね！

ねんかん つか さま なんまいあつ

1年間お疲れ様でした。シールは何枚集まった？

※3月のグローブクラブは、残念ながら新型コロナウイルスの対策として中止となりました（；m；）


