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生きもの

生きもの

ビンゴ
春　編

へん

ワークシート① ： 「生きもの」 でビンゴ！たしかめるたしかめる

ねらい
・校庭の身近な生きものを調べてみよう！
・見つけた生きものにチェックを入れてタテ、ヨコ、ナナメ、

全部そろえてみよう！

自然の章のワークシート 1



ワークシート② ：生物多
た よ う せ い

様性について調べてみようたしかめるたしかめる

ねらい
・同じ種類の昆

こんちゅう

虫でも、一
いっぴき

匹ずつちょっとちがうんだ。ナミテントウで見てみよう！
・身近な生物多様性のめぐみを調べて、生物多様性と自分との関

わりについて考えてみよう！

2. わたしたちの生活には、どんな生物多様性のめぐみがあるかな？

（1）生きものから直
ちょくせつ

接得られるめぐみを書いてみよう！
（2）目には見えないけど、生きものがいることで得られるめぐみを書いてみよう！

「生物多様性のめぐみ」を考えよう

（1）生きものから直接
得られるめぐみ

例）食べもの

（2）目には見えないけ
れど、生きものが
いることで得られ
るめぐみ

例）水草が水をきれいにする

1. ナミテントウをさがしてみよう。

（1）七つの点があるのがナナホシテントウ。 

一方、ナミテントウには、いろいろな

模
も よ う

様があるよ。外に行ってさがしてみよ

う。いくつの模様を見つけられるかな？

（2）見つけたナミテントウの模様を、次の図

にぬってみよう。

（3）ナミテントウの模様は、どんなちがいが

あったかな。

●ぬり終わったら、ナミテントウは、にがしてあげてね。

自然の章のワークシート 1 自然の章のワークシート 2

ナミテントウはナナホシテン
トウとならんで、おなじみの
テントウムシなんだよ！

いろいろな模様があるナミテントウ



ワークシート③：どう使う？家庭の電気たしかめるたしかめる

ねらい
・家にある電気製

せいひん

品がどれくらい電気を使うか知ってる？調べてみよう！
・むだづかいを止めると、使う電気も減

へ

らせるよ。どんな工夫が

あるのか考えてみよう！

１．家の電気製品を調べよう。

（1）家にはどんな電気製品があるかな？さがしてみよう！
　　 調べた結果は、次のページの表に書いてみよう！

（2）電気はいろいろなものに変身するよ。その種類で電気製品を仲間分けしてみよう！
〇電気→熱として利用！

（ホットプレートなど）

〇電気→光として利用！
（照明など）

〇電気→音として利用！
（インターフォンなど）

〇電気→動力として利用！
（洗

せ ん た く き

濯機など）

〇ほかにはどんな利用があるかな？

（電子レンジなど）

（3）どれぐらい電気を使うか調べよう！
電気製品を使うのにどれくらい電気を使うかは、消費電力を見ると分かるんだ。

電気製品に書いてある「○○ W」という数字が消費電力だよ。

地球温
お ん だ ん か

暖化の章のワークシート 1

表
ひょうじ

示の例

品名　カラーテレビ
型名　××××

電気用品安全法に基づく表示

定格電圧　　　　　100V
定格消費電力　　　100W
製造番号　  1234567890
株式会社 ○○○○○○○○

PS
E



どんな電気製品の消費電力が
多かったかな？

２．「電気のむだづかい」を考えよう。

（1）家の生活で電気のむだづかいはないかな？　さがしてみよう！
（2）電気のむだづかいを減らすためにできることを書いてみよう！

考えた結果は、下の表に書いてみよう！

地球温
お ん だ ん か

暖化の章のワークシート 1 地球温暖化の章のワークシート 2

家の電気製品をしらべよう

電気製品の名前 電気の利用のしかた 消費電力（W）

（例）テレビ 熱・光・音・動き・そのほか 100W

熱・光・音・動き・そのほか

熱・光・音・動き・そのほか

熱・光・音・動き・そのほか

熱・光・音・動き・そのほか

「電気のむだづかい」をしらべよう

電気製品の名前 むだづかい できること

（例）テレビ テレビゲームの電
でんげん

源を消したあとに、テ

レビを消し忘
わす

れる

　「テレビも消す」とシー
ルにかいてテレビゲームの
スイッチにはっておく



ワークシート④：空気をよごさない工夫、考えてみよう！たしかめるたしかめる

ねらい
・空気をよごさない「移

いどう

動」の方法を調べてみよう！
・食べものも乗りもので運ばれて来るよ。どこからどうやって運ばれ

て来たのか、考えてみよう！

１．移動の方法を考えよう

（1）車やバス、自転車など、移動の方法にはいろいろな種類があるよね。

どんな良い点と悪い点があるか考えてみよう！

移動の方法 良い点 悪い点

家の車
例）遠くまで行ける 例）ガソリンを燃

も

やすことで二
に さ ん か た ん そ

酸化炭素が出る

歩　く

自転車

バ　ス

電　車

タクシー

そのほか

（2）空気をよごさない移動のための工夫を考えてみよう！

空気の章のワークシート 1



２．食べものの移動を考えよう

（1）今朝は何を食べたかな？　その材料を全部書いてみよう。例えば、目玉焼

きなら卵
たまご

だけじゃなくて、油や塩も必要だよね。

（2）その材料は、どこで作られたのかな？　「町田市」、「東京都のほかの市区町

村」、「ほかの道府県」、「外国」から選んで書いてみよう。

（3）その材料が運ばれて来た乗りものはなんだろう？考えて書いてみよう。

　　ヒント：「材料が作られたところ」は、食べもののラベルに書いてあるよ！

朝ごはんの名前 材料の名前 材料が作られたところ 材料が運ばれて来た乗りもの

例）目玉焼き 例）卵 例）ほかの道府県 例）トラック

（4）空気をよごさないために、どんな食べものを選べばいいかな？考えて書いてみよう。

空気の章のワークシート 1 空気の章のワークシート 2



１．ごみを減らす買い方を考えてみよう。

（1）リサイクルができるマークがついた商品を選ぶと、ごみが減らせるんだ。

みんなの家には、どんなマークがあるかな？マークの絵をかいたり切り取って貼
は

ってみよう！

ワークシート⑤：ごみは、どうしたら減
へ

らせるのかな？たしかめるたしかめる

ねらい
　ごみを減らすには、どんな工夫ができるかな？考えてみよう！

（2）リサイクルされてできた商品にも、いろいろなマークがついているよ。どんなマークがある

かな？マークの絵をかいたり切り取って貼ってみよう！

　　ヒント：P30のリサイクルの目印を見てみよう！

ごみの章のワークシート 1



（3）ほかにも商品を買う時に工夫できることはあるかな？　

できるだけたくさん書いてみよう！

　　例）マイバッグを持ち歩き、レジ袋
ぶくろ

を断
ことわ

る

２．捨
す

てたごみについて考えてみよう

（1）まだ使えるのに、捨ててしまったものはないかな？

思いつくだけ書いてみよう！

（2）捨てたものをもっと長く使う方法はあったかな？考えて書いてみよう。

捨てたもの 長く使う方法

例）書いていないページがた
くさん残ったノート

例）白紙のページを切り取って、電話機のそばにおいてメモ用
紙にする

ごみの章のワークシート 1 ごみの章のワークシート 2

みんなで自分の考えを発表し
あってもいいね！



ワークシート⑥：ボクたちの食べ残し、どれだけ水をよごすの？たしかめるたしかめる

ねらい
　食べ残しをするとどれだけ水がよごれるのか、実験してみよう！

　　●ジュース以外の飲みものはどうかな？調べてみよう！

パックテスト調
ちょうさ

査シート

調べたもの 牛
ぎゅうにゅう

乳　　　ジュース　　　その他（　　　　　　　　　　　）※○で囲む

調べた日 　　　　　　　　　　　　　　　月　　 日（　　）

水の様子

水の色

におい

そのほか気づいたこと

パックテスト
の結果 COD　　　　　　　　　　　　　　　　mg/ℓ

調べた結果
分かったこと

①パックテストのチューブの先
のラインを引き抜

ぬ

きます。
②パックテストを指で押

お

して空
気を抜

ぬ

きます。
③水道水の入ったコップにパックテ

ストを入れて水をすい取ります。

④かるく振
ふ

って、5 分間待ちま
す。

⑤水道水のコップに、ジュース
を一

いってき

滴たらします。
⑥水道水と同様に（①～④）パッ

クテストをします。

CODパックテストによる実験

　COD（化学的酸
さ ん そ

素要求量）は、BOD と同じく水のよ
ごれのめやすです。COD の値

あたい

が大きいほど、水がよご
れていることになります。
　COD パックテストは、パックに入った液

えきたい

体の色の変
化によって、COD が分かる仕組みになっています。

パックの色をこの見本と比
くら

べます。

水の章のワークシート 1

きれい よごれている

標準色（COD）
ひょうじゅんしょく



ワークシート⑦：川の通
つうしんぼ

信簿を作ろうたしかめるたしかめる

（1）川の水や生きもの、景色などを観察しながら、次の 3 段
だんかい

階の当てはまるとこ

ろに〇印をつけてみよう。

1
2

3

1. 水はたくさん
　流れていますか？

2. 水には
　近づけますか？

3. 水は透明ですか？

4. 水はにおいますか？

5. どんな鳥が
　いますか？

6. どんな魚が
　いますか？

とうめい

ねらい
　身近な町田市の川について、水のよごれ、生きものやごみなど、

川との関わりについて考えてみよう！

川の通信簿を作ろう
　　　　　川の名前：　　　　　　　　川　　場所：　　　　　

質
しつもん

問／点数 3 点 2 点 1 点 気づいたことを書いてみよう

1. 水はたくさん流
れていますか？

流れていることが
よく分かる

よく見ると流れて
いる

流れていない、
水がない

2. 水には近づけま
すか？

広い範
は ん い

囲で近づけ
る

近づける場所があ
る

近づけない

3. 水 は 透
とうめい

明 で す
か？

きれいで川の底が
見える

少しにごっている にごっている

4. 水はにおいます
か？

においはしない 少しにおいがする
においがはっきり
する

5. どんな鳥がいま
すか？

シラサギの仲間か
カワセミがいる

カモ・セキレイの仲間
などの水辺の鳥がいる

水辺の鳥はいない
わかれば種類

6. どんな魚がいま
すか？

コイ以外の魚がい
る

コイしかいない 魚はいない
わかれば種類

合計点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

全体で気づいたこと

（2）点数をつけて、グラフにしてみよう。

水の章のワークシート 1 水の章のワークシート 2

セキレイの仲間 シラサギの仲間

カモの仲間

1
2

3

1. 水はたくさん
　流れていますか？

2. 水には
　近づけますか？

3. 水は透明ですか？

4. 水はにおいますか？

5. どんな鳥が
　いますか？

6. どんな魚が
　いますか？

とうめい

レーダーチャート記入例



ワークシート⑧：やってみよう！料理でエコ！たしかめるたしかめる

ねらい
　料理をするには、買い物、料理、食事、かたづけ…いろいろなことが必要だよね。

　料理しながら、どれだけ環境を守る工夫ができるかやってみよう！

料理の計画を立てよう
 食べる時間　　朝　　昼　　おやつ　　夕　（○で囲みましょう）　　　　　　　　　　　　

食べる人数 ＿＿＿＿人　　　作る料理 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1．材料をそろえよう。

　○レシピ（買ってきた材料と分量）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　○買ったお店 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ○使った乗りもの＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　○材料の産地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

★ここでやったエコな工夫！

2．料理をしよう。（電子レンジやガスコンロなどを使う時には、お家の人といっしょにやろう）

　○使った道具＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

★ここでやったエコな工夫！

3．もりつけて食べよう。

　○使った食器の種類と数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　○食べた時の部屋の様子（明るさ、暖
あたた

かさなど）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

★ここでやったエコな工夫！

4．かたづけよう。

　○捨
す

てたごみの種類　生ごみ　燃
も

やせるごみ　燃やせないごみ

　　資
し げ ん

源（ビン、カン、古紙など）（○で囲みましょう）

★ここでやったエコな工夫！

まとめのワークシート 1



まとめのワークシート 1

ワークシート⑨：えがこう！環
かんきょう

境の都市「未来のまちだ」たしかめるたしかめる

ねらい
　これから町田市をどんな町にしていきたい？「未来のまちだ」の絵をかいてみよう！

１．キミが考える環境の都市「未来のまちだ」はどんな町かな？絵をかいてみよう！

２．みんながかいた「未来のまちだ」のために何ができるだろう？

　　自分でやってみたいことを考えて、「わたしのエコ作戦！」を書いてみよう！

【わたしのエコ作戦！】

【未来のまちだ】

まとめのワークシート 2


