


博物館には、常設展示室
と特別展示室があります。
この学習ノートでは、常
設展示室に展示されてい
るものを中心に学習して

いきます。

学習ポイント③について
は、ここで学習すること

ができます。

学習ポイント②について
は、ここで学習すること

ができます。

学習ポイント①について
は、ここで学習すること

ができます。

今回は、３つのポイント
を中心に学習していきま
す。



学習ポイント①

博物館には、昔つかわれていた道具がたくさん展示（てんじ）されています。一
つ一つの道具には昔の人たちのちえと工夫がつめこまれています。ここでは、昔
の道具について学習していきたいと思います。今、みなさんがつかっている道具
とくらべてみるのもいいかもしれませんね。

問題
下の写真は、昔の人たちがつかっていた道具です。何をする道具
でしょうか？□の中から言葉を選んで表をかんせいさせましょう。

これ何だ
ろう？

何に使っ
たんだろ
う？



むかしの道具 名 前 何をする道具

☆道具の名前
・行灯（あんどん）
・火鉢（ひばち）
・蓑（みの）

左にあるのは今の
道具です。これも
ヒントに考えてみ
ましょう。

☆何をする道具
・暖房器具（だんぼうきぐ）
・雨を防（ふせ）ぐための衣服（いふく）
・照明器具（しょうめいきぐ）



むかしの道具 名 前 何をする道具

蓑
（みの）

雨を防（ふせ）ぐための衣服
（いふく）

火鉢
（ひばち）

暖房器具（だんぼうきぐ）

行灯
（あんどん）

照明器具（しょうめいきぐ）

☆道具の名前
・行灯（あんどん）
・火鉢（ひばち）
・蓑（みの）

行灯は照明器具と
いっても今と比べ
ものにならないほ
ど暗かったそうで
すよ。

☆何をする道具
・暖房器具（だんぼうきぐ）
・雨を防（ふせ）ぐための衣服（いふく）
・照明器具（しょうめいきぐ）

【答え】



学習ポイント②

問題 さいたま市の人口はおよそ何人ですか。

答え

さて、みなさんは自分たちが住んでいるさいたま市のことについてどれぐらい
知っていますか？聞かれると答えにこまってしまう人もいるかもしれません。
ここでは、みなさんの住んでいるさいたま市のことについて学習していきます。
自分たちの住んでいるさいたま市のことについてしっかりと学習していきましょ
う。

人
上のさいたま市のキャ
ラクター「ヌゥ」をよ
く見てください。どこ
かにヒントが・・・。

いったい何人
かしら？



【答え】

問題 さいたま市の人口はおよそ何人ですか。

およそ1,300,000答え

さて、みなさんは自分たちが住むさいたま市の人口は分かりましたか？
ヒントの中にいる、さいたま市のキャラクターの「ヌゥ」をよく見てみると「１
３０万人突破」と書いてあります。これは、さいたま市の人口が１３０万人を突
破した時のものです。小さくてよく分からなかったという人もいたかもしれませ
んが、ヒントの中にいる「ヌゥ」を見ると答えが分かったのではないでしょうか。

人

さいたま市は1,320,453

人で日本全国で９番目
に人口が多い市だそう
です。

えーーーーーーーー
ーーーーーっ！！
こんなにいるのっ⁉

※２０２０年１月現在



問題 ①さいたま市の花はなんでしょうか。
②さいたま市の木はなんでしょうか。
③さいたま市の花木はなんでしょうか。

①の答え ②の答え ③の答え

①この花の名前が公園の名前に
なっています。田島ケ原にはこの
花の自生地があります。

② この木がたくさん並ぶ埼大通
りは「日本一長い〇〇〇並木」と
して有名です。

③春に満開になります。さいたま
市各地にあり、みなさんの学校に
もあるのではないでしょうか。



問題 ①さいたま市の花はなんでしょうか。
②さいたま市の木はなんでしょうか。
③さいたま市の花木はなんでしょうか。

①の答え サクラソウ ②の答え ケヤキ ③の答え サクラ

桜区の桜草公園にある田島ケ原の
サクラソウ自生地は、特別天然記
念物に指定されています。

2,４００本のケヤキが街路に植えられ、
「日本一長いケヤキ並木」として有名
です。清河寺の大ケヤキなど天然記念
物に指定されているものもあります。

サクラを区の花や木にしていると
ころもあります。このあと出てく
る問題につながってきますよ。

【答え】



問題 さいたま市には10区あります。区の名前をぜんぶ書いてみましょう。

区 区

区 区

区 区

区 区

区 区

それぞれの区には、区の色や区の花
もあります。下の表に自分が住んで
いる区のことについてしらべてまと
めてみましょう。

ぼく・わたしの住ん
でいる区は・・・

区の色 ほかにしらべたことをまとめてみよう

区の花

区の人口

おすすめの場所



問題 さいたま市には10区あります。区の名前をぜんぶ書いてみましょう。

浦和 区 大宮 区

南 区 北 区

緑 区 西 区

桜 区 見沼 区

中央 区 岩槻 区

それぞれの区には、区の色や区の花
もあります。下の表に自分が住んで
いる区のことについてしらべてまと
めてみましょう。

ぼく・わたしの住ん
でいる区は・・・

区の色 浦和区：あか 南区：レモン色 緑区：みどり 桜区：さくら色
中央区：バラ色 大宮区：オレンジ 北区：ふかみどり
西区：あお 見沼区：そらいろ 岩槻区：やまぶき色

ほかにしらべたことを
まとめてみよう

区の花 浦和区：ニチニチソウ 南区：ヒマワリ 緑区：サクラ 桜区：
サクラソウ 中央区：バラ 大宮区：サクラ 北区：菜の花 西
区：アジサイ 見沼区：クマガイソウ 岩槻区：ヤマブキ

【れい】
駅 お店 公園 お祭り
など

つづきは次のページ！

【答え】



自分が住んでいる区を調べるといろ
いろなことがわかるね。

こんなにたくさんの
人が住んでいるんだ
ね。

区の人口 ※令和２年５月１日現在の人口です。
下の表を見てね。

ほかにしらべたことを
まとめてみよう

おすすめの場所 【れい】
大宮公園 氷川神社 埼玉スタジアム２００２
さいたまスーパーアリーナ

【れい】
駅 お店 公園 お祭り
など

区名 世帯数
人口

計 男 女

西 区 41,115 92,484 45,771 46,713

北 区 69,336 148,874 74,178 74,696

大 宮 区 57,922 118,697 58,897 59,800

見 沼 区 74,441 163,718 81,079 82,639

中 央 区 48,572 102,225 50,614 51,611

桜 区 46,208 95,996 48,692 47,304

浦 和 区 75,644 165,431 80,284 85,147

南 区 89,243 191,934 96,561 95,373

緑 区 54,997 128,172 63,478 64,694

岩 槻 区 51,424 112,922 56,993 55,929

さいたま市各区の人口

令和２年５月１日現在

【答え】



問題
写真のお祭りはどこ
の区で行われている
ものでしょうか？

学習ポイント③

さいたま市には、むかしからつづいている祭りやおどりがたくさんあります。みなさんが住
んでいる区や家の近くでもいろいろなお祭りがあると思います。ここでは、むかしからつづ
いているお祭りについて見ていきます。もしかしたらみなさんも知っているお祭りが出てく
るかもしれませんよ。

さいたま市には、どんな
お祭りがあるだろう？

砂の万灯 日進もちつき踊り 一山神社冬至祭

古式土俵入り 氷川女體神社名越祓え 田島の獅子舞
ひかわにょたいじんじゃなごしばらえ ししまい

いっさんじんじゃとうじさいすな まんとう

こしきどひょうい



答え 区

答え 区

答え 区

答え 区

答え 区

答え 区



答え 北 区

答え 中央 区

答え 桜 区

答え 見沼 区

答え 岩槻 区

答え 緑 区

【答え】



砂の万灯・・・見沼区で行われているものです。江戸時代の中頃に悪い病気が早くおさまるよう
に願いをこめて行われていたそうです。

日進もちつき踊り・・・北区の日進町で行われている行事です。江戸時代に街道を通行する大名
や武士の宿で、餅つきをしたものがはじまりだそうです。

一山神社冬至祭・・・中央区で毎年冬至の日に行います。次の年の無病息災・家内安全を願い、
はだしで燠火の上を渡る「火渡り」が行われます。

古式土俵入り・・・岩槻区の釣上と笹久保で行われている、子どもたちの健やかな成長を願って、
秋祭りに奉納される行事ですよ。幼稚園児から小学校6年生までの男子が、相
撲をとらずに土俵入りだけ行うそうです。

氷川女體神社名越祓え・・・緑区で行われていて、江戸時代より続く夏越しの行事です。マコモ
という植物で作った輪を「8の字」にくぐります。悪いことを防ぎ、
秋の農繁期の健康を守るためのものです。

田島の獅子舞・・・桜区で行われている行事で、江戸時代前期に、厄除けや悪魔祓いとして奉納
されたのが始まりとされています。

【解説】



博物館には、他にもたくさんの
展示があります。
ぜひ、博物館に来てください
ね！


