
クイズの正解を発表します！

皆さん分かりましたか？

                           せい かい      はっぴょう

みな               わ

3つの施設のVR展示の中に青い四角に囲
まれた文字、7つの文字が隠されていま
す。VR展示の中から7つの文字を見つけ
て並べ替えてキーワードを完成させま
しょう。

                     し  せつ                 てん じ          なか       あお         し  かく        かこ

                         も    じ                             も    じ          かく

                      てん  じ          なか                                     も    じ           み

        なら          か                                                                  かん せい

環境省水俣病情報センターからのクイズ
   かん   きょう しょう  みな   また   びょう  じょう   ほう

水俣市立水俣病資料館からのクイズ
  みな    また    し     りつ    みな    また    びょう   し    りょう   かん

3施設合同　文字の並べ替えクイズ
          し     せつ   ごう    どう               も        じ　　　　なら               か

VR見学で環境学習 答え
      バーチャル            けん            がく                                かん            きょう          がく           しゅう               こた

 みな  また                                おか

❶　水銀に溶ける
❷　水銀の上に浮かぶ
❸　水銀の中で動く

すい ぎん          と

すい ぎん        うえ         う

すい ぎん        なか       うご

❶　プランクトンや植物を食べる小型の魚
❷　小型の魚を食べる大型の魚
❸　魚をたくさん食べる ほ乳動物

                                              しょくぶつ        た                  こ  がた      さかな

  こ  がた      さかな         た                 おお がた      さかな

さかな                                       た　　　　　　    にゅう どう ぶつ

❶　ワシントン条約
❷　バーゼル条約
❸　水俣条約

                                     じょうやく

                              じょうやく

 みな またじょうやく

液体の水銀（金属水銀）の中に
鉄のボルト（ねじ）を入れると、
鉄はどうなるでしょうか？

 えきたい            すい ぎん      きん ぞく    すいぎん               なか  

 てつ　　　　　　　　                                       い　　　　　　　 

 てつ　　　　　 

Q1 海の生物の中で、メチル水銀
を一番多く取り込んでいるの
は次のうちどれでしょう？

          いち  ばん おお　　    と　　      こ                                                

          つぎ

 うみ            せいぶつ           なか                                          すい  ぎん        

Q2 国際的に水銀を管理するた
めの取り決めの名前はなんと
いうでしょうか？

 こく   さい  てき             すい  ぎん            かん    り

                     と　　　  き　　　　        な   まえ
Q3

❶　昭和31（1956）年5月1日
❷　昭和31（1956）年5月4日
❸　昭和31（1956）年8月29日

しょう わ                                    ねん     

しょう わ                                    ねん     

しょう わ                                    ねん     

❶　メチル水銀が原因である
❷　空気や接触で人から人へうつる
❸　親から子へ遺伝しない

                       すい ぎん        げん いん

くう   き          せっしょく       ひと                ひと

おや                 こ             い でん

❶　海水浴場
❷　エコタウン
❸　エコパーク

 かいすい よく じょう

水俣病の公式確認の日はいつ
でしょうか？

 みな  また びょう         こう しき   かく  にん           ひ

Q1 水俣病について、当てはまらな
いものはどれでしょうか？

 みな  また びょう                                       あ

Q2
 みな  また  わん                                             う              た

水俣湾のヘドロを埋め立てて
できた埋立地は、現在何になっ
ているでしょう？

                          うめ  たて   ち                げん ざい なに
Q3

❶　6ヵ所
❷　8ヵ所
❸　10ヵ所

      か  しょ

      か  しょ

           か  しょ

❶　レジ袋を買って買い物をする
❷　外国産の商品を買う
❸　環境ラベルが付いた商品を買う

              ふくろ         か                    か         もの

がい こく さん       しょう ひん          か

かん きょう                                  つ                 しょう ひん           か

               ど

               ど

               ど

❶　1.8℃
❷　5.8℃
❸　9.8℃

「水の国」と呼ばれるほど、水
が豊かな熊本県。昭和と平成
の名水百選を合わせると何ヵ所
あるでしょうか？

      みず          くに                  よ                                                     みず       

          ゆた                   くま   もと  けん       しょう   わ            へい せい        

         めい すいひゃく せん         あ                                   なん  か  しょ

Q1 エコショッピング（環境にやさ
しい買い物）をするために、大切
なことは次のうちどれでしょう？

                                                                      かん  きょう

                   か          もの                                                        たい せつ

                                つぎ

Q2
くま   もと  けん            ねん へい  きん    き    おん

 ねん            やく    なん            じょう しょう
熊本県の年平均気温は、100
年で約何℃上昇しているで
しょうか？

Q3

熊本県環境センターからのクイズ
 くま    もと    けん   かん   きょう

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

水俣まなびの丘 

      かい    おも      たい けん                                        み

2階「重さ体験コーナー」を見てみましょう！
   み

      かい    しょくもつ れん さ                                               すい ぎん       ちく せき

2階「食物連鎖によるメチル水銀の蓄積」を
見てみましょう！

  てん  じ          みな またびょう         けん こう   ひ  がい           かべ てん  じ      あお

                                               ちゅうもく
展示7「水俣病の健康被害」の壁展示、青い
ふきだしに注目！

  てん  じ                          みな またわん        かんきょうふくげん           かべてん  じ        め

   せん         たか                             さが
展示11-1「水俣湾の環境復元」の壁展示、目
線を高くして探してみてください。

  てん  じ          みな またびょう       こう しき かくにん           かべてん  じ         いち ばん

    め    だ
展示3「水俣病の公式確認」の壁展示で一番
目立っているかも？

1階「ミニ水族館」の近くに「水の国くまもと」
の展示があるよ！

      かい                 すい ぞく かん           ちか                みず      くに

            てん   じ
1階「くまエコショップ水俣店」内のパネル
を見てみましょう！

      かい                        　　　　　　　　　　  みな またてん   ない

              み
２階エコ・ステージ内「地球温暖化体験」で
後ろのパネルを見てみましょう！

         かい                                                 ない      ち きゅうおん だん  か  たい けん

   うし                                                           み

         かい こう どう                                 お       　　　　　　　　　　                      み

２階講堂ロビーに置いているパネルを見
てみましょう！

水
環境センター
かんきょう

みな また おか

水俣病資料館
みなまたびょうしりょうかん

水俣病資料館
みなまたびょうしりょうかん

環境センター
かんきょう

情報センター
じょうほう

情報センター
じょうほう

情報センター
じょうほう

俣 ま な び の 丘


