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教材との出会いの夏に！ 

（１） 実際に出会うことの大切さ！ 

  社会科の指導の成功のポイントは、学習のねらいを達成するために適切な教材を選ん

でいることです。社会科ですから教材には、写真や絵や図の資料を多く使うと思います。

特に導入では、驚きや疑問を感じさせる資料が必要ですし、調べていく過程では、子ども

たちの疑問に答えていくものを準備しておく必要があります。 

 3 年生の地域を学ぶ学習では、必ず地域を調べ準備すると思います。4 年生の安全の学

習では、地域の消防署や警察署に協力を得る過程で、教師は事前に教材について考えたり、

なるほどと実感したりすることがあると思います。しかし、5 年生になると、国土、食料

生産、工業生産など、日本全国に事例地が広がります。6 年生でも、日本各地に残る史跡

や博物館等に展示されているものについて、自分の目で確かめて教材研究を行うことはな

かなか困難で、教科書や資料集の写真や絵図を頼っているのが現状だと思います。 

 だからこそ、教科書の中からたった一つでもよいので、この夏、実際に本物を自分の目

で確かめ、なるほどと実感してください。実感すると、どうやって自分が感じたことを伝

えようかと考えます。アイディアを練っているうちに自然に教材研究が深まってきます。

そして、その感動を 2 学期以降、子どもたちに伝えてください。反応がきっと違うと思い

ます。子どもが、先生と同じように、「すごーい！」とか「ほんとうだ！」と生き生きと反

応すると、きっとまた本物を見に出かけたくなりますよ。 

               
①大仙古墳の
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先生ね。この古墳の周り

を一周歩いてみたことあ

るの。全体が見えないか

らとにかくお堀に沿って

行ったの。学校の学区

域で考えるとね・・・。 

②学区域の地

図に大仙古

墳の周囲の

線を重ねて

描き、大きさ

をさらに実

感させる。

 
（２）教科書が取り上げている事例地や資料に会いに行こう！ 

 今回は、6 年歴史「縄文時代～古墳時代」、「江戸時代 文化と新しい学問」を取り

上げてみます。 



① 6 年歴史「縄文時代～古墳時代」 

下の＜表１は＞、教科書 3 社の歴史単元の第 1 小単元に使われている事例地や

資料です。およそページ順に並べてあります。全てではありませんが、ほとんど載

せました。3 社とも取り上げているものはカラ－にしました。 

＜表１＞ 
新しい社会（東京書籍） 小学社会（教育出版） 日本の歩み（日本文教出版） 

縄文時代から古墳時代 

１博物館紹介 １貝塚 １歴史を調べる手がかり A 

  九州国立博物館  千葉市加曽利貝塚  千住に残る史跡 

２縄文時代の遺跡 ２縄文土器 ２歴史を調べる手がかり B 

  青森市三内丸山遺跡   新潟県出土  姫路市平和資料館 

３貝塚 ３土寓 ３弥生の村想像図 

  浜松市蜆塚貝塚  東京国立博物館（青森県出土）  佐賀県吉野ヶ里遺跡 

４弥生時代の遺跡 ４縄文のくらし想像図 ４縄文のくらし想像図・縄文土器 

  福岡市板付遺跡   青森市三内丸山遺跡  福井県鳥浜貝塚 

５弥生時代の遺跡・出土品 ５弥生のくらし想像図 ５縄文の遺跡・縄文ポシェット 

  佐賀県吉野ヶ里遺跡  奈良県唐子・鍵遺跡  青森市三内丸山遺跡 

６古墳 ６米作りのようす。弥生体験 ６火焔型土器 

  堺市大山古墳  静岡市登呂遺跡・博物館  十日町市博物館（笹山遺跡出土） 

７古墳石室 ７弥生時代の遺跡・出土品 ７弥生土器・杵と臼・発掘の様子 

  千曲市森将軍塚古墳出土  佐賀県吉野ヶ里遺跡  佐賀県吉野ヶ里遺跡出土 

８古墳出土鉄刀 ８銅鐸 ８金印 

東京国立博物館（熊本県江田船山古墳出土）  東京国立博物館（香川県出土）  福岡市博物館（志賀島出土） 

９古墳出土鉄剣 ９古墳 ９銅の鏡と木棺 

  埼玉県稲荷山古墳出土  堺市大仙古墳  天理市黒塚古墳 

10 復元された登り窯 10 古墳出土鉄刀 10 銅鐸 

  高槻市新池ハニワ工場公園  東京国立博物館（熊本県江田船山古墳出土）  島根県加茂岩倉遺跡 

11 四隅がつきでた古墳 11 古墳出土鉄剣 11 古墳 

  出雲市西谷 3 号墓  埼玉県稲荷山古墳出土  堺市大仙古墳 

12 円墳 12 銅鏡 12 鉄剣 

  滋賀県野洲市甲山古墳  神奈川県真土大塚山古墳  埼玉県稲荷山古墳出土 

13 方墳 13 古墳に葬られた豪族復元 13 縄文遺跡研究 A 

  千葉県栄町岩屋古墳  埼玉県立さきたま史跡の博物館  品川区大森貝塚 

  14 はにわ 14 縄文遺跡研究 B 

   東京国立博物館（群馬県出土）  千葉市加曽利貝塚 

  15 火焔土器 15 縄文遺跡研究 C 

   長岡市立博物館（馬高遺跡出土）  能登町真脇遺跡 

  16 火焔型土器 16 登呂遺跡をふかめる 

   十日町市博物館（笹山遺跡出土）  静岡市登呂遺跡 

3 社とも取り上げてなくても、「千葉県加曾利貝塚」「静岡県登呂遺跡」「火焔型土器」

などは、2 社で取り上げていますし、他の教科書や社会科資料集でもここに取り上げ

られている多くの事例地や資料が使われています。教科書が取り上げている資料は、

国宝や重要文化財、国の史跡に指定されているものも多くあり、わが国の貴重な歴史

の資料ばかりです。その多くが、実際に見たり触れたりできるのです。ぜひ、訪ねて

みてください。                                                 



私 の 一 押 し 東京国立博物館一 押 し 東京国立博物館   

 

 

 

   古代の資料が充実しています。本館 1 階「日本の考古」の展示を見に行ってくだ

さい。展示替えもありますが、必ず今までに自分が使った教科書で見覚えのある国宝

に出会えると思います。また、今使っている教科書と同じものではなくても、古代の

遺物にたくさん出会えるので、教科書をもっていくとよいと思います。大きさや色合

いがイメージしていたものと違ったり、解説を読むとなるほどと思ったりします。 

   古代の資料が充実しています。本館 1 階「日本の考古」の展示を見に行ってくだ

さい。展示替えもありますが、必ず今までに自分が使った教科書で見覚えのある国宝

に出会えると思います。また、今使っている教科書と同じものではなくても、古代の

遺物にたくさん出会えるので、教科書をもっていくとよいと思います。大きさや色合

いがイメージしていたものと違ったり、解説を読むとなるほどと思ったりします。 

  本物のオーラを感じますよ。   本物のオーラを感じますよ。 

  
② 6 年歴史「江戸時代 文化と新しい学問」 ② 6 年歴史「江戸時代 文化と新しい学問」 

 教科書によって、小単元の名前は同じではありませんが、2 学期の早々に入る小単

元です。下の＜表２＞は、教科書 3 社が取り上げている人物と資料です。 

 教科書によって、小単元の名前は同じではありませんが、2 学期の早々に入る小単

元です。下の＜表２＞は、教科書 3 社が取り上げている人物と資料です。 

＜表２＞                     ※黄色の枠は人物です。 
新しい社会（東京書籍） 小学社会（教育出版） 日本の歩み（日本文教出版） 

江戸の文化と新しい学問 にぎわう都市、花開く文化 町人の文化 

日本橋の通りの絵（熙代勝覧）＊ 日本橋付近 絵＊ 大入り満員の歌舞伎 絵＊ 

日本橋付近 絵＊ 大阪の港のにぎわい 絵 近松の人形芝居（写真） 

江戸の地図＊ 英泉木曾街道六拾九次（板橋宿）  石川県小松市子ども歌舞伎（写真） 

本の問屋の店先（本の挿絵）＊ 一里塚板橋区（写真） 近松門左衛門 

歌舞伎を見る人々（中村座観客席）＊ 歌舞伎の芝居小屋（中村座）想像図＊ わんぱく相撲（写真） 

写楽の役者絵（市川男女蔵奴一平）＊ 歌舞伎を楽しむ人々（中村座） 絵＊ 歌川広重 

江戸芝居小屋の様子 絵＊ 人形浄瑠璃（写真） 広重東海道五十三次（日本橋）＊ 

近松門左衛門 近松門左衛門 貸し本屋の店先 絵＊ 

歌舞伎「パリ公演（写真） 葛飾北斎（富嶽三十六景凱風快晴）＊ 杉田玄白 

旧金比羅大芝居（金丸座写真） 喜多川歌麿美人画＊ 解剖の様子（想像図） 

奈落の様子（写真）＊ 東洲斎写楽の役者絵（大谷鬼次の江戸兵衛）＊ 解体新書のとびら絵＊ 

両国の花火（広重名所江戸百景）＊ 歌川広重 寺子屋の様子 絵＊ 

相撲の様子 絵＊ 松尾芭蕉 伊能忠敬 

歌川広重 広重名所江戸百景（大はしあけたの夕立）＊ 関東地方南部地図（伊能図） 

広重東海道五十三次（京都三条大橋） ゴッホの模写絵名所江戸百景＊ 測量の器械二点 

ゴッホ作品（浮世絵と関連）＊ 伊勢参りに向かう人々 絵 本居宣長 

東洲斎写楽役者絵（大谷鬼次の江戸兵衛）＊ 佐渡金山で働く人々 絵 女乗り物＊ 

喜多川歌麿美人画＊ 牛方宿（長野県小谷村）写真 歌舞伎隈取のイラスト＊ 

葛飾北斎（富嶽三十六景深川万年橋下）＊ 主な街道・航路を示した日本地図＊ イギリスの帆船イラスト 

東海道中膝栗毛（本の 1 ページ）＊ 復元した北前船（写真）＊ 大阪平野写真と地図 

寺子屋の様子 絵＊ 復元した箱根関所（写真） 綿摘みのようす本の挿絵 

杉田玄白 飛脚 錦絵の一部 糸つむぎのようす本の挿絵 

前野良沢 広重東海道五十三次（大井川駿岸） 海水を塩田にまく（写真） 

解体新書内蔵図＊ 全国の田畑の面積（グラフ） 赤穂市防府市の地図 

中国医学書解剖図 阿波（徳島県）藍の加工の様子 絵 入浜式塩田のしくみイラスト 

解剖の様子想像図 相撲 錦絵と現在の写真＊ 赤穂の塩田のようす 絵 

オランダ正月 絵＊ 両国の花火 錦絵と現在の写真＊ 塩廻船復元模型） 

ハルマ和解（辞典の見開き） 江戸の町の屋台 絵＊ 三田尻の入浜塩田（復元） 

伊能忠敬 現在の歌舞伎（写真）   



日本全図（伊能図） 桧枝岐村歌舞伎（写真）   

測量の道具類 旧金比羅大芝居（金丸座写真）   

測量の様子 絵 石川県小松市子ども歌舞伎（写真）   

本居宣長 杉田玄白   

古事記伝本表紙と見開き 中国の医学書人体の図   

大塩平八郎 解体新書の人体の図＊   

反乱の様子 絵 本居宣長   

打ちこわし百姓一揆のグラフ 伊能忠敬   

打ちこわしの様子 絵 日本全図（伊能図）   

からかさ連判状 寺子屋の様子 絵＊   

会津日新館（写真） 日本地図各地の主な藩校と私塾   

日新館什の掟 日光東照宮（写真）   

日本地図各地の主な藩校 踏み絵   

人物の教材研究は、例えば伊能忠敬なら、千葉県佐原市の伊能忠敬記念館に行くと、

伊能図、測量の器具、測量の苦労が分かる資料があり、しっかりと教材研究ができま

す。また、佐原の町は小京都と呼ばれているように江戸時代の面影を残しています。

忠敬が商いをしていた商家も残っています。本居宣長も三重県松坂市に資料館があり

旧宅が保存されています。 

               

 

私 の 一 押 し             江戸東京博物館 

  一人の人物を詳しく紹介しているわけではないのですが、江戸時代の特に町の人々の

暮らしのようすを感じられる博物館があります。行ったことがある方が多いと思います

が、教科書で紹介されている日本橋付近が、模型で紹介されています。何百もの人形が

当時の人々そのままに通りを歩いています。芝居小屋や本屋は原寸大で復元されていま

す。また、レプリカですが、江戸図屏風もあります。ゴッホが浮世絵を模写した絵もあ

ります。表２の中に＊印がついている資料は、類似したものや関連したものを発見で

きると思います。 

   私は、月に数回江戸東京博物館で展示ガイドのボランティアをしていますが、先日

いらした小学校の先生方は、「目からうろこ」とか「はじめて知った」と各コーナーで

つぶやいていました。ご希望の方、日程に都合がつけばご案内します。教育同人社、

初等教育研究所 加藤まで連絡をください。 

 

 以上、二つの博物館を紹介しましたが、博物館は社会科の教材研究には 適の場所です。 

日本全国にそれぞれの地域の博物館があると思います。ぜひ、この夏、次の授業と関連さ

せて、役立ちそうな博物館を訪ねてみてください。少し、遠出ができれば、事例地に行っ

てきてください。 

夏休み、本物と出会うチャンスですぞ。

ぜひ、会いに来てください。2 学期からの

授業への意欲が高まること請け合いで

す。お待ちしていおります。 


