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2022   　　　　いきものはっけんシート 町中のいきもの
まちなか

なつ 水辺のいきもの
みずべ2022    　　　　いきものはっけんシートなつ

先生方へ：
エコカードの「いきものはっけん　なつ」欄に

エコスタンプ押印の上、「いきものはっけん

シート」のみＥＷＣ事業担当にお送りください。

やってみよう①

●●こうえんの 木には

セミがたくさん

やって

くるよ！

れい

てい出日

にしのみやしない で見つけてね
 み

・しらべるときは 大人と 行こう！

・ぜんぶ 見つけられなくても いいよ！

・はっけんしたばしょ、生きものが

　なにをしていたか、かいてね。

「いきものはっけんシート」のかきかた
　　　　　　　　　　　　　おとな　　　 い

　　　　　   み

　　　　　　　　　　　　　　　　　   い

２０２２年９月３０日(金)までに

　学校の先生に わたそう！ 

　　　　　　　  ねん   　　がつ    　　　　にち      きん

 がっこう　　せんせい

しらべるばしょ

しらべる きかん

ことし６月から てい出日まで
 がつ　　　　　　　　　　 しゅつ び

いきもの
はっけんは
ここから
スタート

お
してもら

う
先生にと

りくんだら

やってみよう①
は

うらめんに
 かこう

しょくひん
トレイ

ぎゅうにゅう
パック

ペットボトル

わたしのまちの「きらきらポイント」
すてきなところがいっぱい！

人に・生きものに・ちきゅうに やさしいまちは、

みんなが にこにこで くらせるよね。そんな“ きらきらポイント ”を

あなたの すんでいるまちで 見つけよう！

ひと

いき
もの

しぜん

くらし

大人・こども・目のふじゆうな人や

車いすの人、お年より…

みんなにやさしい ところは

あるかな？

どうぶつやしょくぶつ、魚や虫が

げん気に くらせる

ところは あるかな？

しゅつび

ひと　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

  おとな　　　　　　　　　　　　　め

くるま　　　　　　　　　　　　　 とし

たくさん見つけて、おしえてね！
 み

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかな　　むし

　　　　　き

き

絵も かいて

みよう！

 え

ちきゅうや かんきょうを 大せつにする とりくみを

しているところは

あるかな？

たい

１・２年生
ねんせい

なつ

わたしの まちの
きらきらポイントは

ここ！

※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、
　中止または内容が変更になる場合があります。

小学校
しょうがっこう

名前
なまえ

年　　　　組
 ねん         　　　　       くみ

　　　　　　さく

  ひと

　　　　この「やってみよう①」は「EWC か

　　　　んきょうパネルてん」に てんじしま

す。また、ユニークな作ひんは EWC ニュース

やホームページで しょうかいすることが あり

ます。「てんじ」や「しょうかい」を

 してほしくない人は、×をかこう →　　　　　　　　

注意
ちゅうい

せんせいサイン

じぶんでと

りくんだら
エコカードの「かていや

おみせで」のらんにある

「やってみよう①」に 

じぶんでサインをして、

このかみだけを きり

とって先生にわたそう。

やってみよう①のしめきり 10/31（月）

しょくひん
トレイ

ぎゅうにゅう
パック

ペットボトル

あなたの なまえ

小学校　　　年　　　組

はっけんした ばしょ

（○○町、△△公園
                 など）

はっけんした　ばしょ（○○町、△△公園など）

大きな青い 2 枚の花びらが特ちょうです。

朝つゆにぬれながらきれいな青い花をさかせる

ことから名前がつけられたといわれています。

ツユクサ

ニワゼキショウ

ハグロトンボ

おもに平地や低い山地に生息しま

す。小さな雑木林でも発生し、 都市

公園でも見つかることがあります。

日中は土の中などにいて、 夜になる

とクヌギ、 コナラなどの樹液に集りま

す。成虫または幼虫で越冬します。

コクワガタ

クレソン

アメリカザリガニ

カワニナ

体長 約 80ｃｍ。

内湾、湖、沼、川など

に生息しています。ウ

の仲間の足には水か

きがついているので、

泳ぐのが得意です。

水中にすばやくもぐり、先がかぎづめのように曲がった

くちばしで魚をとらえます。

ワサビの仲間で、ヨーロッパ原産の水生植物。独特の香り

とさわやかな辛みが特徴

です。日本にきたのは明

治の初め頃ですが、 現在

では各地の河川敷や小川

に群生しています。

（○○町、△△公園など）

なにをしていたかな？はっけんした　ばしょ

はっけんした　ばしょ
（○○町、△△公園など）

なにをしていたかな？

ヒヨドリ
カワウ

（○○川、△△池など）

なにをしていたかな？はっけんした　ばしょ

複眼は前を向いていて大きく、 三

角形の頭は自由に動かすことがで

きます。羽は腹部を上からおおうよ

うに平らにたたんでいます。成虫も

幼虫も、かまのような前足で、昆虫

などをつかまえて食べます。

体長60ｍｍくらい。細長く黒っぽい翅を持ってい

ます。オスの胴体は光沢のある緑色、メスは全身

が黒です。水生植物がはえたゆるい流れを好

み、住宅地の周辺でも見られることがあります。

「ヒーヨ　ヒーヨ」 と鳴く、

全体が灰色で茶色いほっ

ぺが特徴の鳥です。 町の

中でも公園など樹木があ

る所で見られます。 花の

蜜や果実が大好物です。

虫や草の葉・芽も食べますが、花が咲くと蜜を吸いにやっ

てきます。

体長８～１１ｃｍ。北アメリカ原産で、

ウシガエルのエサとして輸入されまし

た。若いころはからだの色はあまり赤

くなく、成長とともに赤みがまします。

北海道から九州で見られます。

大きさ３ｃｍくらい。川の中流や田ん

ぼ、 水路、 池などに生息している細長

い巻貝です。ゲンジボタルの幼虫のエ

サになります。

 おお　　　あお　　　 まい　  はな              とく

 あさ                                                         あお     はな

                     なまえ                                                                                                                           

北アメリカからやってきた

植物で、 芝生や日当たり

のいい道ばたで見られま

す。小さいですが、アヤメ

の仲間です。花は１日で

しぼみます。

きた　

しょくぶつ　　しばふ　　　ひあ

　　　　　みち　　　　　 み

　　　ちい　

 　　なかま　　　　　はな　　　にち　

　　

・びっくりしたこと

・はじめて見た いきものはいましたか？
み

しょうがっこう　　　　 　ねん　　         　くみ　

　　　　　　　　　　　　　　  な

ぜんたい　 はいいろ　 ちゃいろ

　　　とくちょう　とり              まち　 

 なか         こうえん　　 じゅもく　　　

　ところ　  み                     　 はな　　

みつ　　かじつ　　だいこうぶつ　　　　 

 むし   くさ      は　　め　　 た　　　　　 　　  はな　　さ　　　みつ　  す

　ふくがん　 まえ　　む　　 　　　　 おお　　　　　さん

  かくけい　あたま　 じゆう　　うご　　　　　

　　　           はね　　ふくぶ　 うえ

            たい                                              せいちゅう 

 ようちゅう                                  まえあし      こんちゅう　　　　　　　

                                    　  た

（○○町、△△公園など）

なにをしていたかな？はっけんした　ばしょ

　　　　　  へいち      ひく　　 さんち　　 せいそく

　　 ちい　　　ぞうきばやし　　　はっせい　　　　とし

こうえん　　　み

にっちゅう つち　 なか　　　　　　　　　　よる

　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅえき　 あつ

　　 せいちゅう　　　ようちゅう　えっとう

たいちょう　　　　　　　　　 ほそなが   くろ　　　　  はね     も　　　　　　　　　　　　　　  

                          どうたい     こうたく          みどりいろ　　　　　ぜんしん　

     くろ　　　　すいせいしょくぶつ                              　　なが　  　 この　　　　 　

　　　じゅうたくち   しゅうへん　   み　

はっけんした　ばしょ
（○○町、△△公園など）

なにをしていたかな？

はっけんした ばしょ

（○○町、△△公園
                 など）

（○○川、△△池など）

なにをしていたかな？はっけんした　ばしょ

（○○川、△△池など）

なにをしていたかな？はっけんした　ばしょ

たいちょうやく

ないわん みずうみ ぬま　かわ

　  せいそく

　　なかま　　あし　　　 みず

およ　　　　　　とくい

すいちゅう　　　　　　　　　　　　さき　　　　　　　　　　　　　　  ま

                     さかな

なかま げんさん すいせいしょくぶつ どくとく　 かお

　　　　　　　　　　　　 から　　　とくちょう

　　　　　　　  にほん                            めい　　　

　　   じ      はじ　 ころ　　　　　　　げんざい

                  かくち　　 かせんじき　　 おがわ

　　　　ぐんせい

おお　　　　　　　　　　　　　 かわ　ちゅうりゅう　た

　　　 すいろ　 　いけ             せいそく                 ほそなが　

     まきがい　　     　　　　　　　　　　　　ようちゅう

たいちょう　　　　　　　　きた　　　　　　げんさん

　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆにゅう

　　 わか　　　　　　　　　　　　　いろ　　　　　　あか

　　　　　せいちょう　　　　  あか

ほっかいどう　　きゅうしゅう み

がつ


