
生命の起源かるた制作チーム

生命の起源かるた
をつくってみよう



・A4サイズの紙 22枚
・ハサミ または カッター
・糊

読み札の裏面は
解説文

準備するもの

生命の起源かるたとは

<かるたご利用上の注意>
・本かるたの複製、改変、再配布、販売などはご遠慮ください。 
・本かるた記載の文章及び画像の著作権は、解説文に記載のクレジット、または生命の起源かるた制作チームに帰属します。
・本かるたは、「生命の起原および進化学会夏の学校2013」のワークショップに参加した26名のアイディアと、
 「生命の起原および進化学会夏の学校2014」でのアドバイスをもとに、改良を加えて開発しました。

遊びながら、生命の起源を探る学問「アストロバイオロジー」に親しむことができるかるたです。
どなたでも無料でプリントアウトできます。

3ページから24ページまで、全22枚を印刷して、きりとり線で切り離します。
読み札の裏面に解説文を貼ります。
パソコンから印刷した紙のままですと破れやすいので、
かるたと同じサイズに切った厚紙に貼ることをおすすめします。
または厚紙の代わりにラミネーターを使って補強するなど、ご自由にアレンジしてください。

作り方

・パソコン
・プリンター
・（お好みで）厚紙 または ラミネーター

完成品イメージ

読み札 44 枚取り札 44 枚

監 修：山岸明彦（東京薬科大学教授）
制 作：新井真由美、網蔵和晃、桑原純子、齋藤啓子、仁田原翔太、藤井友紀子、望月銀子 
特別協力：田近英一、学研
協 力：生命の起原および進化学会夏の学校 2013
お問合せ：生命の起源かるた制作チーム代表 新井真由美
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どなたでも無料でプリントアウトできます。

3ページから24ページまで、全22枚を印刷して、きりとり線で切り離します。
読み札の裏面に解説文を貼ります。
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または厚紙の代わりにラミネーターを使って補強するなど、ご自由にアレンジしてください。

作り方

・パソコン
・プリンター
・（お好みで）厚紙 または ラミネーター

完成品イメージ

読み札 44 枚取り札 44 枚
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