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みなさん、ぎょぎょランドの窓口前にあ
るワークシートの看板（図.1）をご存知で
すか？これまで大きく PR していませんで
したが、実は昨年の 7 月にこっそりと出現
させていました（笑）
。
今回は、赤塚山公園で配布しているワー
クシートについてご紹介します。

図.1 ワークシート看板

まずワークシートとは一体どんなものな
のか、解説します。

図.2 ワークシート

とっつきやすくいえば、クイズやゲーム
のようなもので、いつも機関誌をご覧のみ
なさんにはおなじみの「付録」のコーナー
があるのですが、この部分だけを抜き刷り
したものです（図.2）
。
しかし、ただのクイズのようにその場で
自分の知識だけで答えて終わりではなく、
実際に園内や館内を回りながら、そのシー
トの対象になっているものをじっくりと
観察し、自分で調べ、手を動かしながら考
え、答えを導く、そんなプロセスを踏める
ように工夫しています。ですので、ただな
んとなく「見る」受け身の見学ではなく、
このワークシートを利用していただくこ
とで、その対象について、楽しみながら主
体的に理解を深めていただけるような内
容になっていると思います。

メインターゲットは校外学習等での小
学生の利用を想定して作りました。このワ
ークシートの利用によって公園での学習
活動が、より実りあるものになればという
思いから誕生しました。また、公園を訪れ
るすべての年代のみなさんにも「レクリエ
ーション」から「学習」につながる、一つ
のきっかけとなれば、とも考えています。
ワークシートは、機関誌と同様に飼育ス
タッフによる手作りです。低学年や幼児の
利用も考慮し、漢字の使用を控えたり、手
描きのイラストを多くしたりして、取り組
みやすいように工夫しています。また、解
説パネル等だけではお伝えしきれない情
報を盛り込んでありますので、ちょっとお
得な気分も味わえそうです。
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常連さんにとっては、見慣れた生き物や
植物でも、いつもと違った見方ができてさ
らにオススメです。やり終えたシートをフ
ァイリングしても良さそうですね。
ワークシートはぎょぎょランド、アニア
ニまある、植物、公園の 4 編からなってい
て現在、計 16 種類のシート（図.3）があ
ります。今後も増やしていく予定ですので、
楽しみにしていてください！

①

見本からえらぼう。

②

窓口でもらおう。

③

観察して取り組もう。

図.3 全4 編16 種類のシート

看板の下に見本のシートが置いてありま
すので、取り組みたいシートの種類と番号
を窓口の職員にお伝えください。ご希望が
あれば鉛筆とバインダーも貸し出ししてい
ます（ただし、数に限りがあるため、個人
での利用に限ります）
。解説付きの答えも用
意してあります。
団体での利用は下見の際などに原稿を差
し上げますので、事前に学校等で印刷をし
ていただけると助かります。
わからないことがあったら、窓口かお近
くの飼育員にお聞きください。生き物の質
問もワークシートの使い方、シートごとの
やり方についてもよろこんでおこたえしま
す！お気軽にどうぞ。
たくさんのご利用をお待ちしております。

終わったら鉛筆とバインダーを窓
口に返してね！

学芸員 杉浦 篤史
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平成 28 年度 赤塚山公園のイベント情報
ぎょぎょランドの生き物とふれあおう

赤塚山公園クイズ

帰ってきたＤｒ．ガラ

5 月 5 日（木・祝）

～カメとカニもいっしょ～

楽しいクイズがいっぱい。

4 月 28 日（木）
たけのこ採り

～5 月 8 日（日）

5 月 8 日（日）
応募は終了しています。
花しょうぶまつり

サマースクール

6 月 1 日(水)～20 日（月）

ぎょぎょランドバックヤード見学など
ぎょぎょランドバックヤード見学など

約 100 品種 5000 株の花が見られます。

小学校夏休み期間中に行います。

梅ジュース作り

七夕飾り

6 月 11 日（土）
・12 日（日）

7 月 1 日（金）～7 月 7 日（木）

おいしいジュースを作ろう。

願い事を書いてみませんか？

秋のぎょ長の水族館
のぎょ長の水族館

赤塚山公園写生大会

9 月 17 日（土）～9 月 19 日（月・祝）

10 月 16 日（日）

ぎょぎょランド In サンテパルク
11 月ころ「サンテパルクたはら」に出張します。
企画展「干支の生き物」

ちぎょっとしいくいん

12 月 14 日（水）

冬休み

～1 月 16 日（月）

飼育員ミニ体験をしよう。

写生展

梅まつり

1 月 4 日（水）～1 月 3０日（月）

2 月 15 日（水）

写生大会の作品を展示します。

～3 月 12 日（日）

企画展「みんなの写真展」
企画展「みんなの写真展

ちょこっとしいくいん

2 月ころ

春休み

あなたの写真を展示します。

大人気イベントです。

イベントによって、事前申し込みが必要な場合があります。
詳しい内容は、
「広報とよかわ」
「園内ポスター」
「フェイスブック」などでお知らせします。
イベントの内容は、都合により変更することがあります。
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ふれあい情報

今年もふれあいがいっぱいです。

「ポニーのふれあい
「ポニーのふれあい」
のふれあい」

アニアニまある

ポニーと写真を撮ることができます。

毎週月曜日
毎週月曜日

「ワクワク工房」
ワクワク工房」
かんたんな工作をします。

4 月～10 月 1：30～ 2：00
11 月～3 月 11：00～11：30

毎週金曜日
毎週金曜日
9：00～4：00

「モルモットのだっこ」

「ヤギのエサやり」

モルモットをひざの上にのせて
さわります。

ヤギにエサをあげます。

毎週水曜日
毎週水曜日

休館日以外

4 月～10 月 1：30～ 2：00
11 月～3 月 11：00～11：30

4 月～10 月 11：00～11：10
11 月～3 月 1：３0～ 1：４0

「ウサギ・モルモットのふれあい」
ウサギ・モルモットのふれあい」
ウサギとモルモットをさわります。

毎週土曜日・日曜日・祝日
毎週土曜日・日曜日・祝日
4 月～10 月 1：30～ 2：00
11 月～3 月 11：00～11：30

ぎょぎょランド

「ぎょぎょットーク」
ぎょぎょランドの生き物のお話をします。

「ぱくぱくタイム」

毎週日曜日
毎週日曜日

3：00 ころ

ぎょぎょランドの生き物のお話を
しながら飼育員がエサをあげます。

「コイのエサやり」

月・水・木・土・日・祝日

コイにエサをあげます。

10：00～11：00

毎週土・日・祝日
毎週土・日・祝日 2：00～2：10

内容や時間は、動物の体調や天候により変更することがあります。
学校の夏休み・冬休み・春休み期間は、内容が変更されることがあ
ります。
学校行事の「遠足」
「社会見学」
「総合学習」などで動物ふれあい
やコイのエサやりが体験できます。事前申し込みが必要ですので、
お気軽に赤塚山公園までご連絡ください。
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新園長のあいさつ
初めまして。この４月から前任の清川園長の後任として、ここ赤塚山公園の園長となりま
した平澤秀彰(ひらさわ ひであき)です。子供が小さいときには、よく遊びに来ていた赤塚
山公園の園長になったことは大変光栄なことと思っています。赤塚山公園は、小さなお子様
から高齢の方まで、幅広い年齢層の方々に楽しんでいただける公園です。いつでも、どなた
でも楽しんでいただける公園にするよう職員一同がんばってまいりますので、今後とも赤塚
山公園をよろしくお願いします。
職員そして魚や動物、四季移り変わる花や木々が皆様のご来園をお待ちしております。

３月２５日にヤギが１頭
仲間入りしました。
１月４日生まれの男の子です。
４月１日・２日・３日に名前の募集をしました。
２７０通の応募があり、
「ミミタ」に決定しました。
耳が垂れているかわいいヤギさんを見に来てください。

行事・イベントの報告

平成28（2016）年2 月～
平成28（2016）年3 月

2/8
2/10
2/15
2/15
2/24
2/27
2/28

豊川市立平尾小学校 2 年生 22 人
バックヤード見学
みんなの写真展 ～3/13
豊川市立平尾小学校 2 年生 22 人
バックヤード見学
梅まつり ～3/13
豊川市立八南小学校
感謝の会に参加
盲導犬募金活動
いいともあいちバスツアー

動物取扱業に関する表示
動物取扱業に関する表示

3/1
3/3
3/6
3/13

3/25
3/28
3/30

いなりん マンホール設置
アユ 100 匹搬入
うめまつり スタンプラリー
豊川農業市
サンテパルク in ぎょぎょランド
子ども工作教室 425 人参加
「梅まつり」終了
「みんなの写真展」終了
ちょこっとしいくいん 16 人参加
ちょこっとしいくいん 10 人参加
ちょこっとしいくいん 10 人参加
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