
温水ため池の生き物たち
展示学習
シート③

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

美幌温水ため池は、北海道で１番大きなため池です。
その面積はどのくらいでしょう？

01

㎡　　

もんだい

美幌温水ため池は、川の水を温めるために作られました。
この熱を使って温めています。

02

う　　

もんだい

美幌町にはヘイケボタルがいます。
ヘイケボタル同士はこれを使って会話をしています。

03

ひ　　

もんだい

ホタルを入れて光を楽しむカゴが作られたのは、
この時代です。

04

じだい　　

もんだい

美幌温水ため池でくらしているトンボのうち、
親のすがたで冬ごしをするトンボです。

05

とんぼ　　

もんだい

美幌温水ため池でくらしているトンボのうち、
日本の南からはるばるやってくるトンボです。

06

とんぼ　　

おん　　すい　　　　　　　　　　いけ　　　　　   い　　　　　　  もの　

はく ぶつ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　  こた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なか　　　すう　じ　　　　　　　　　　　　  　　    い　　　　　　　

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ　　　　　  ほっ かい  どう　　　　　 ばん  おお　　　　　　　　　　  いけ

　めん  せき

び　ほろ おん すい　　　　　 いけ　　　　　かわ　     みず　　 あたた　　　　　　　　　　      つく

　ねつ　　　つか　　　　  あたた

び   ほろちょう

どう   し　　　　　　　　　　　 つか　　　　　 かい　わ

い　　　　　　ひかり　　 たの　　　　　　　　　　　　   つく

じ　だい

び　ほろ  おん  すい　　　　　  いけ

おや　　　　　　　　　　　　　 ふゆ

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ

に　ほん　　  みなみ



もんだい

美幌温水ため池でみられる植物のうち、
春から夏まで水の中にしずんでいる植物です。

11

あずま　　

もんだい

美幌温水ため池にいる 2 種類のカエルのうち、
北海道にしかいない、体が大きなカエルです。

10

がえる　　

もんだい

美幌温水ため池にいるたくさんの魚のうち、
川と海でくらすアメマスのキャラクターです。

09

あめ　　

もんだい

美幌温水ため池にいる魚のうち、
突然わいてくるように姿をあらわすといわれる魚です。

08
もんだい

う　　

もんだい

美幌温水ため池にはたくさんの種類の魚がいます。
魚は何種類いるでしょう？

07

しゅるい　　

もんだい

川の石などにへばりついていて、
木や葉っぱのかけらで巣を作る虫のなかまです。

12

と　　

もんだい

エゾリスの剥製がくわえているもので、
人間も食べることができる植物の実です。

13

る　　

はく せい

にん げん　　　  た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくぶつ　　　  み

かわ　　　いし

き　　　　 は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　  　つく　　　むし

び　ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　　  しょくぶつ

はる　　　　　  なつ　　　　　  みず　　　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくぶつ

び　ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　しゅ るい

ほっ  かい どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　からだ　    おお

び  ほろ  おん  すい　　　　　 いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    さかな

かわ　　　うみ

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ　　　　　　　 さかな

とつ ぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　       　すがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかな

び   ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ るい　　 さかな

さかな　　 なん  しゅ るい



温水ため池の生き物たち
展示学習
シート③

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

美幌温水ため池は、北海道で１番大きなため池です。
その面積はどのくらいでしょう？

01

㎡　　

もんだい

美幌温水ため池は、川の水を温めるために作られました。
この熱を使って温めています。

02

う　　

もんだい

美幌町にはヘイケボタルがいます。
ヘイケボタル同士はこれを使って会話をしています。

03

ひ　　

もんだい

ホタルを入れて光を楽しむカゴが作られたのは、
この時代です。

04

じだい　　

もんだい

美幌温水ため池でくらしているトンボのうち、
親のすがたで冬ごしをするトンボです。

05

とんぼ　　

もんだい

美幌温水ため池でくらしているトンボのうち、
日本の南からはるばるやってくるトンボです。

06

とんぼ　　

おん　　すい　　　　　　　　　　いけ　　　　　   い　　　　　　  もの　

はく ぶつ かん　　　　　　　　　　　　　　　　　  こた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なか　　　すう　じ　　　　　　　　　　　　  　　    い　　　　　　　

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ　　　　　  ほっ かい  どう　　　　　 ばん  おお　　　　　　　　　　  いけ

　めん  せき

び　ほろ おん すい　　　　　 いけ　　　　　かわ　     みず　　 あたた　　　　　　　　　　      つく

　ねつ　　　つか　　　　  あたた

び   ほろちょう

どう   し　　　　　　　　　　　 つか　　　　　 かい　わ

い　　　　　　ひかり　　 たの　　　　　　　　　　　　   つく

じ　だい

び　ほろ  おん  すい　　　　　  いけ

おや　　　　　　　　　　　　　 ふゆ

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ

に　ほん　　  みなみ

た　 い　 よ　

か　 り　

え　 ど　

お　 つ　 ね　 ん　

う　 す　 ば　 き　

9　 3　 0　 7　 6



もんだい

美幌温水ため池でみられる植物のうち、
春から夏まで水の中にしずんでいる植物です。

11

あずま　　

もんだい

美幌温水ため池にいる 2 種類のカエルのうち、
北海道にしかいない、体が大きなカエルです。

10

がえる　　

もんだい

美幌温水ため池にいるたくさんの魚のうち、
川と海でくらすアメマスのキャラクターです。

09

あめ　　

もんだい

美幌温水ため池にいる魚のうち、
突然わいてくるように姿をあらわすといわれる魚です。

08
もんだい

う　　

もんだい

美幌温水ため池にはたくさんの種類の魚がいます。
魚は何種類いるでしょう？

07

しゅるい　　

もんだい

川の石などにへばりついていて、
木や葉っぱのかけらで巣を作る虫のなかまです。

12

と　　

もんだい

エゾリスの剥製がくわえているもので、
人間も食べることができる植物の実です。

13

る　　

はく せい

にん げん　　　  た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくぶつ　　　  み

かわ　　　いし

き　　　　 は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　　  　つく　　　むし

び　ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　　  しょくぶつ

はる　　　　　  なつ　　　　　  みず　　　なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょくぶつ

び　ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　しゅ るい

ほっ  かい どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　からだ　    おお

び  ほろ  おん  すい　　　　　 いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    さかな

かわ　　　うみ

び　ほろ  おん すい　　　　　  いけ　　　　　　　 さかな

とつ ぜん　　　　　　　　　　　　　　　　　       　すがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかな

び   ほろ おん  すい　　　　　  いけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅ るい　　 さかな

さかな　　 なん  しゅ るい

9　

や　 ち　 ぐ　 い　

ま　 す　 た　 ろ　 う　

え　 ぞ　 あ　 か　

つ　 め　 く　 さ　

び　 け　 ら　

く　 み　


