
美幌博物館をたんけん！展示学習
シート①

もんだい

じょうもん時代の人が作ったものです。
三角形の石に、黒い線でもようが かかれています。

01

もようつき　　

博物館にあるものから答えをさがして、◯の中に数字かひらがなを入れましょう。

もんだい

えど時代に、アイヌの人と歩きながら北海道を調べまし
た。美幌町にも来たことがあります。

02

まつうら　　

もんだい

アイヌの女の人がつけるかざりです。
きれいなガラスの玉がつながってできています。

03

さい　　

もんだい

あなの中で冬みんしているヒグマの親子がいます。
赤ちゃんグマは何ひきいるでしょう？

04

ひき　　

もんだい

北海道で１番大きくて、美幌町にあるものです。
春から秋にかけて川から水が入れられます。

05

ため　　

もんだい

美幌町には３種類のホタルのなかまがいます。
そのうち、光るホタルはこの 1 種類です。

06

ぼたる　　

び　　  ほろ　　はく　  ぶつ　  かん　　　　　　　

はく ぶつ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　  こた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なか　　　すう　じ　　　　　　　　　　　　  　　    い　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　  じ   だい　　　 ひと　　  つく

さん かく  けい　　　いし　　　　　  くろ　　　せん

え　 ど　 じ　だい　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　ある　　　　　　　　　　　ほっ かい  どう　　　しら

び　ほろちょう　　　　　  き

おんな　　  ひと

たま

なか　　　とう  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            おや　こ

あか　　　　　　　　　　　　　　　  なん

ほっ かい  どう　　　　 　ばん  おお　　　　　　　　　　　 び　ほろちょう

はる　　　　　  あき　　　　　　　　　　  かわ　　　　　  みず　　　 い

び　ほろちょう　　　　　　　  しゅ るい

ひか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ るい



もんだい

温水ため池にいる魚のうち、
川で生まれて海で大きくなる魚です。

08

ます　　

もんだい

温水ため池にはたくさんの種類のトンボがいます。
体が細いイトトンボのなかまは、何種類いるでしょう？

07

しゅるい　　

もんだい

温水ため池にいるカエルのうち、手足に吸ばんがあり、
木に登ることができるカエルです。

09

がえる　　

もんだい

たくさんの絵があるうち、馬の絵をかいた人です。
美幌町に住んでいる人です。

10

もり あき　　

もんだい

子どものころ美幌町に住んでいた岸本さんの絵です。
オレンジ色の空をながめている虫がいます。

11

はまべの　　

もんだい

大きな動物のホネが３つならんでいます。
大人のオスには、つのがある動物のホネです。

12

え　　

もんだい

カラスよりも大きな鳥が空をとんでいます。
おしりの羽根の先は、白色です。

13

わし　　

か　　

おん すい　　　　　　いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ  るい

からだ　　 ほそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん  しゅ るい

おん すい　　　　　  いけ　　　　　　　  さかな

かわ　　　 う　　　　　　　　  うみ　　　 おお　　　　　　　　　　さかな

おん すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 て　あし　　　きゅう

き　　　 のぼ

え　　　　　　　　　　　　　　　　うま　　　  え　　　　　　　　　　　 ひと

び　ほろちょう　　 　す　　　　　　　　　　　ひと

こ　　　　　　　　　　　　　　 び　ほろちょう　　　す　　　　　　　　　　　 きし もと　　　　　　　　　え

いろ　　　そら　　　　　　　　　　　　　　　　　　 むし

おお　　　　　 どう　ぶつ

おとな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 どう  ぶつ

おお　　　　　  とり　　　そら

は　  ね　　　 さき　　　　　  しろ いろ
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れ き
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2

お ん す い い け
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あ め

に ほ ん あ ま

よ こ ま さ

ば っ た

ぞ し

お じ ろ

9


