
 
 
 

 
 
 
 

 
奈良県立民俗博物館・大和民俗公園 
 まるごと活用ガイド 2021 

̶小学校の先生方へー 
    

  
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
みんぱくの感染症対策 
・博物館および古民家には手指消毒液、博物館エントランスには検温機器を設置しています。 
・定期的に消毒・清掃・換気を行っています。 
・スタッフは検温・健康状態の確認を行い、マスクを着用しています。手袋やフェイスシールド 
 を使用する場合もあります。 
・さわることのできる展示やサービスを休止しています。 
・学校の団体見学は原則事前予約制とし、時間の調整を行っています。 
 

＼令和３年３月３日 
  再開館しました／ 



 
   _新しくなった博物館で“本物”に出会う！ 

 
 約１年間の耐震補強工事を終え、令和３
年３月３日から展示室(本館)を再開館しま
した。常設展示では、４つのエリアに分け
ておもに明治時代から昭和３０年代頃まで
実際に使われていた本物の道具を紹介して
います。特に、｢昔のくらし｣は展示スペー
スや点数も増え、子どもの勉強道具やおも

ちゃ、様々なあかりの変遷を紹介するコーナーも新設。くらしと道具の移り変わりが一目でわかる
２つの年表パネルも加わりました。エントランスホールには、鉄道や市町村の変遷を通して奈良の
歴史をたどる大型パネルも。より明るく、見やすくなった展示室をぜひご活用ください！ 
 

１｜多角的な展示テーマと配置 
これまでの｢米づくり｣｢茶業｣｢林業｣｢昔のくらし｣を「農村の四季」｢川
と人のかかわり｣｢地域のものづくり｣｢昔のくらし｣の４エリアに再構成
しました。より広い角度から、奈良のくらしとその中で使われてきた生
活用具の数々をご紹介しています。また、展示物との間の柵をできる限
り減らすことで、本物ならではの質感とスケールをより間近でご覧いた
だけるようになりました。調査をもとに造られた精巧なジオラマと再現
展示も必見！ 
 
２｜わかりやすい、見やすい解説 
展示物が見やすいように、グレーを基調とした展示台を配置。パネル
とキャプションも刷新し、日本の伝統色をイメージした落ち着いた色
合いで統一。年表や地図などのビジュアル資料をまじえ、小学４年生
以上の難しい漢字や専門用語には読み仮名をふりました。 
また、調光可能なLEDライトにより展示室内全体が明るくなりました。
さらに、展示パネルのタイトル部分は、日本語だけでなく英語・中国
語・韓国語での表記も併記。より様々な国の方にも楽しんでいただけ
るように工夫しています。 
 
３｜好みに合わせて選べる見学コース 
常設展示はどこから観ても楽しめる自由動線です。また、解説は各テ
ーマごとの概要がわかる大型のメインパネルと、より踏み込んだ解説
や豆知識をまとめたサブパネルで構成されているので、興味やスケジ
ュールに合わせて組み合わせることができます。また、奈良全体のこ
とだけでなく、地域の特徴と歴史にも着目した展示は学校教育での「教
材」としての活用も自由自在。子どもさん向けの新ワークシートも準
備中です。季節に合わせた企画展示やミニ展示にも今後ご期待くださ
い。 
 
４｜多様なニーズに対応できる設備 
これまでの「ビデオ学習室」が「多目的室」に替わり、多様な使用方
法が可能に。体験スペースとしてマグネット式の｢道具の移り変わり年
表｣も設置。階段を使わずにアクセスできるので、ワークショップ等の
際にも車椅子やベビーカーのままご利用いただけるようになりました。
さらに、来館者用トイレをウォシュレット付きの洋式に改修しました。
多目的トイレにはベビーシートもあるのでおむつ替えにもお使いくだ
さい。救護室はバックヤードにあります。 



 
   _江戸時代にタイムスリップ！古民家探検へ出発♪ 
 

 見学時間に合わせて、古民家でかまどに火を入れてお
湯を沸かしておくことができます。本物のかまどで薪が
燃える音や香り、火の温もりを感じてみましょう。 
おもに火入れをおこなう「旧臼井家住宅」には昔の手洗
い場や井戸、煙出しの窓も。園内
には他にも県内各地から移築され
た個性豊かな古民家が建ち並んで
います。それぞれを見くらべなが
ら公園の散策や里山での自然観察
なども楽しめます。 
公園は１周２.１km です。 

 
※かまどの火入れの見学可能時間は、午前 9時頃～11 時半頃（11 時から消火）です。 
※日程によってはご希望に沿えない場合があります。予約・打ち合わせの際にご相談ください。 
 
 
   _教材を組み合わせて、もっと楽しく！わかりやすく！ 
 
 

 「古民家たんけんブック」は、クイズ感覚で昔のくらしを学びながら古民家 
それぞれの見どころにふれられ、校外学習のしおりとドッキングしたり、学習 
計画に合わせてアレンジしてご使用いただけます。（Ａ５／フルカラー／両面／ 
ふりがな有り）園内マップも付いているので、公園・古民家を活用したオリエ 
ンテーリングやレクリエーションなどにもぴったりです。 
 「どこでもみんぱく」は、民俗博物館のホームページで 2020 年の秋から無
料・無期限で公開しているデジタルコンテンツです。おもに小学３年生の学習
に登場する昔の道具をテーマ別に紹介し、予習復習にも活用いただけます。 
 
※新常設展の内容に合わせた教材は夏頃の公開を目処に製作中です。 
※｢古民家たんけんブック｣の所要時間は平均３０分～１時間を想定しています。 
※教材に掲載しているイラストや写真は自由にお使いください。 
 民俗博物館のホームページでダウンロード可能ですので拡大印刷にも便利です。 
 
 
     _屋外でのびのび過ごそう！_ 
 

 公園には芝生広場や里山エリアなどもあるので、大人数でもレジャーシ
ートを広げてお弁当を食べたり、外遊びや自然観察、オリエンテーリング
などをすることができます。また１～２月は梅、３月～４月は桜、５～６
月は花しょうぶやアジサイ、秋は紅葉を楽しむこともできます。 
 ただし、大勢で雨宿りできる場所はありませんのでご注意ください。 
 
◎芝生広場… 多目的広場：利用可能人数200 名程度 
      町屋集落付近：  〃    50 名程度 
      国中集落付近：  〃   100 名程度 
        児童広場：   〃   300 人程度 ※利用可能人数は目安です。 
◎屋根付き休憩所…５ヶ所 
◎駐車場（無料）…乗用車１４７台、バス５台、身障者用３台 
◎お手洗い…５ヶ所（洋式あり３ヶ所：一般駐車場・博物館・国中集落付近） 
◎自動販売機…２ヶ所（一般駐車場・博物館前） 
 



 
   _“本物”の道具を学校で活用しよう！ 
 
 

 みんぱくの資料は、見るだけでなく実際に“使う”ことができるものも多くあります。中でも、１
年生の国語の教科書でもおなじみの『たぬきの糸車』に登場する「糸車」や「綿くり器」は人気の
ある体験用資料で、毎年複数の小学校へ貸出をおこなっています。また、ご希望に応じて博物館で
の使い方レクチャーもおこなっています。 
 ２０２０年度は、コロナの影響で団体見学を中止される代わりに道具の貸出へのニーズも多様化
し、教材として古民家で昔の道具を体験する映像を撮影されたり、みんぱくのデジタルコンテンツ
「どこでもみんぱく」に掲載している道具の解説 
や写真などを活用して、学校でミニ展示を開催さ 
れる学校もありました。 
 
 
 
◎小学校への貸出例 
糸車／綿くり器／羽釡／飯ふご／飯かご／炭火アイロン／火のし／蓑／笠／雪ぐつ／枕 
黒電話※実用不可／手燭／七輪／回転ごたつ／戦争資料など 
※他にも様々な資料の貸出を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。 

 
◎活用例 
［１年生･図工］わらの蓑や笠を参考に｢笠地蔵｣の製作を行う。 
［１年生･国語］『たぬきの糸車』の学習で実物の糸車にふれる、糸作りについて学ぶ。 
［３年生･社会］実物を見ながら昔の道具の移り変わりや使い方を学ぶ。 
        オリジナルの教材を作る。学校でミニ展示を行う。 
［５年生･総合］防空頭巾や赤紙(レプリカ)などの戦争資料を通して平和学習の予習を行う。 
 
◎貸出申請から返却までの流れ 
 
電話相談→申請(書類の提出)→貸出の日時調整→貸出→返却の日時調整→返却 
 
      申請書類見本 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

申請年月日 

学校の住所・学校の名称 

学校長名・学校の印鑑 

貸出を希望する道具の名前・数 

※記入例 
［ 目  的 ］○学年○○科「○○○○」の学習のため 
［ 使用場所 ］○年生の教室 
［ 期  間 ］令和○年○月○日(○)～○月○日(○)まで 
［ 輸送方法 ］自家用車 
［担当責任者］○年生担任 ○○○○ 
 

写真提供(左)／ 
斑鳩町立斑鳩西小学校 

※注意※ 
■申請書のフォームは博物館 H P

ホームページ
で D L

ダウンロード
できます。 

■申請から貸出までの目安は約２週間です。 
■貸出期間の目安は約２週間です。 
■貸出状況によってはご希望に沿えない場合があります。 
■梱包に必要な資材は博物館でご用意します。 
■運搬用の車は学校でご用意ください。



 
   _見学プランを考えてみる！ 
 

 みんぱくの活用方法は、アイディア次第で自由自在です。しかし、今年は常設展のレイアウト変
更や感染症対策の問題もあり、なかなかプランを組み立てにくいと思います。そこで、博物館を活
用した授業を組み立てるための目安と行程の例を挙げました。計画の参考にご活用ください。 
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 □２クラス以下である □１時間以内の滞在を希望する □半日は別の施設へ行く 
 □教材は使わない or スケッチなど簡単なワークを行う □学芸員の解説は希望しない 
 
 

 ①古民家(臼井家)      
  かまどの火入れ・井戸・手洗いの見学 30 分 ※学芸員の解説可(５分～15 分程度で調整できます) 
 ②博物館 
    常設展｢昔のくらし｣見学 30 分   スケッチ+メモ 
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���������&���	※移動時間は含みません�
 

 □３クラス以上である □２時間以上の滞在を希望する □一日滞在する 
 □教材を使う or テーマを設定したワークを行う □学芸員の解説を希望する 
 
 

 ①古民家(臼井家)      
  かまどの火入れ・井戸・手洗いの見学 30 分 ※学芸員の解説可(５分～15 分程度で調整できます) 
 ②博物館 
   常設展｢昔のくらし｣見学 40 分   ワークシート →多目的室で昔の道具体験＆スケッチ 30 分 
 
 
 
   _体験！体感！昔の道具にさわってみよう 事前予約制 
 

 感染症対策の観点から、2021 年 3 月現在は昔の道具にふれられる｢体験コーナー｣をお休みして
います。その代わり、ご希望に合わせて多目的室を使って実物の道具にふれていただくことができ
ます。「昔の道具体験おたすけシート」もご用意しています。 
 また、同スペースにはマグネット式の｢道具の移り変わり年表｣も新設し、対話形式・クイズ形式
などで楽しみながら道具の移り変わりを学ぶことができるようになっています。 
 
◎館内での貸出が可能な資料(さわれる資料) ※｢おたすけシート｣があるもの 
［衣］火のし･炭火アイロン･綿くり器･糸車 ［食］飯かご･飯ふご･羽釡･七輪 
［住］手燭･回転ごたつ･黒電話･電気扇風機 
 
※学芸員による解説は原則行っていませんのでご了承ください。 
※道具を実際に使用することはできません。 
 
            ★｢どこでもみんぱく｣で｢道具の移り変わり年表｣の紙版をダウンロードできます。 
              みんぱくのホームページからご覧ください。 
  

 見学・貸出に関するお問い合わせ：奈良県立民俗博物館 学芸課（溝辺
み ぞ べ

・茶谷
ちゃたに

） 
 ＴＥＬ：0743-53-3171／ＦＡＸ：0743-53-3173 

古民家たんけんブック

古民家たんけんブック



  近隣施設のご案内 
 
下記のリストは、来館された小学校の先生方へのアンケートをもとに、これまで当館と組み合わせて見学 
された例のある場所をピックアップしたものを中心にご紹介しています。 
見学プランのご検討の際に活用いただけると幸いです。  
※ご利用にかかる料金やご利用条件などにつきましては、各施設へ直接お問い合わせください。  
 

 
 
 公共施設・寺院など  
 

消防署（大和郡山市・奈良市など）／郡山警察署（大和郡山市）／奈良県警 第二庁舎（奈良市） 
奈良県庁（奈良市）／奈良公園（奈良市）／奈良県中央卸売市場（大和郡山市） 
矢田寺、慈光院、松尾寺（大和郡山市） など 

 
 ミュージアム・工場見学など 
 
 

大和ハウスミュージアム（奈良市）…住宅や建築に関わる技術の進化と展示 
奈良市防災センター（奈良市）…防災知識と体験学習 
シャープミュージアム（天理市）…ものづくりの技術と発展 
橿原市立こども科学館（橿原市）…遊びながら学べる科学 
郡山金魚資料館 やまと錦魚園（大和郡山市）…金魚養殖の歴史と文化 
箱本館「紺屋」（大和郡山市）…藍染めの歴史と工程 
県営福祉パーク（田原本町）…公共施設や住宅、福祉・介護に関する展示と体験 
高山製菓（生駒市）…あられの製造 
高山竹林園（生駒市）…茶筅の歴史と製造 
墨運堂（奈良市）…墨の歴史と製造 
エビス株式会社（大和郡山市）…歯ブラシの製造 など 
 

 
 

 
要事前予約 
 

大和郡山市立 里山の駅 風とんぼ（野外活動センター） 
［電話：0743-53-7290／ＦＡＸ：0743-53-7203］ 
 
 
 
 
 
 

■充実の体験プログラム♪ 
 焼き板づくり／万華鏡づくり／勾玉づくり／アスレチック／ボルダリング／ピザづくり など 
 
 

■雨の日も安心！お昼場所にも◎ 
 食堂（約 120 名）、レクホール（約 150 名）、ロッジ等に分散すれば最大約 350 名がご利用できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（例）大和郡山市内の小学生とその引率者：77 円（一人／日帰り） 
       市外の小学生とその引率者：176 円（一人／日帰り） 
 
 
※ご利用に関する詳細は、風とんぼへ直接お問い合わせください。 
 料金や空き状況はホームページでも公開されています。 
 http://kazetonbo.com/ 






