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体験学習について 

１ 内容 

（１）事前学習動画視聴 

民家園 WEB サイト「民家園動画」ページにて、民家園の紹介や古民家の建築についての事前学
習用映像を公開しています。体験学習当日は、事前学習用映像の内容をふまえて、より詳しい説明

と観察を中心にした体験を行います。学校にて事前の視聴をお願いいたします。 

民家園動画（Youtubeへのリンクあり）
https://www.nihonminkaen.jp/index/movie.html 
事前学習用映像「民家園で学ぼう！むかしのおうちとむかしのくらし」（約 12分） 

（２）体験学習 

「井戸汲み」と「昔のあかり」をそれぞれ体験し、昔の暮らしや道具について学習します。

ただし新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、体験を中止し、職員が古民家の建築や

暮らしについて解説をするレクチャー形式に変更する場合があります。 

※園内の工事の状況によっては体験内容を変更する場合があります。 

※教員向けに体験学習の内容についてまとめたものを本資料に添付しています。安全に体験を行

うために必ずお読みの上で体験学習へお越しください。（民家園WEBページでも公開しています。）
（３）補助教材 

体験学習の理解をより深めるため、事前学習で使用できる「昔のくらしと今のくらしワークシー

ト」と、事後学習で使用できる「ふりかえりワークシート」を民家園 WEB ページに掲載していま
す。使用は任意です。どうぞご活用ください。 

「体験学習について」・事前学習・事後学習ワークシート掲載場所

（民家園WEB 学校利用について https://www.nihonminkaen.jp/school.html） 

２ 当日の持ち物 

・下敷 ワークシートなどを記入させる場合は、画板・生活科バッグ等を持たせてください。 

・時計 園内に時計がないため、班行動させる場合は持たせてください。 

・名札 先生と付き添いの保護者の方は名札を付けてください。 

３ 当日の流れ 

①到着       入園手続き完了まで、正門団体入園口前で待機してください。 

②入園手続き    ９：３０以降、代表の先生が正門券売所にて手続きしてください。 

③入園 団体入園口より入園してください。 

やむをえず班ごとに入園する場合は事前にご連絡ください。その場合は担当

の先生が入園口に立ち、全ての班の入園を確認してください。 
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④移動 体験学習を一番最初に受けるクラスは、体験学習会場の民家に移動してくだ

さい。その他のクラスは見学を開始してください。 

 次に体験学習を受けるクラスは、前のクラスが終わる時間には会場に到着す

るようにしてください。 

⑤退園       児童が全員いることを確認し、各門より退園してください。なお、班ごとに

行動する場合は担当の先生が退園口に立ち、児童が誤って集合時間以前に退

園しないようご注意ください。 

４ クラス数別 タイムスケジュール 

体験学習は１クラスずつ行います。「井戸汲み」「昔のあかり」それぞれ所要時間は約３０分です。

該当するクラス数のタイムスケジュールで行います。あらかじめ順番を決めておいてください。 

民家園WEBサイトに学校向け見学マップと「歩いてさがそう」ワークシートを掲載しています。
自由見学でどうぞご活用ください。 

（民家園WEB 学校利用について https://www.nihonminkaen.jp/school.html） 

■２クラス（約 80 人）の場合 ※クラス入れ替え時間 15 分 

9:45－10:15 10:30－11:00 

１組目 井戸汲み 昔のあかり 

２組目 昔のあかり 井戸汲み 

■３クラス（約 120 人）の場合 ※クラス入れ替え時間 15 分 

9:45－10:15 10:30－11:00 11:15－11:45 

１組目 井戸汲み 昔のあかり 自由見学 

２組目 自由見学 井戸汲み 昔のあかり 

３組目 昔のあかり 自由見学 井戸汲み 

■４クラス（約 160 人）の場合 ※クラス入れ替え時間 5分 

9:45－10:15 10:20－10:50 10:55－11:25 11:30－12:00 

１組目 井戸汲み 自由見学 昔のあかり 自由見学 

２組目 自由見学 井戸汲み 自由見学 昔のあかり 

３組目 昔のあかり 自由見学 井戸汲み 自由見学 

４組目 自由見学 昔のあかり 自由見学 井戸汲み 

※５クラス以上の場合は、全体を４グループに編成して４クラスのタイムスケジュールで実施します。

（令和 4年 2月 18日改訂）



日本民家園 体験学習のご案内

先生のための



•この資料は、川崎市立日本民家園の
小学校向け体験学習を実施する小
学校の教員向けに、体験学習の流
れや注意事項をご説明するためのも
のです。

•体験当日に引率される先生は、必ず
事前に内容を確認していただきます
よう、お願いいたします。
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１ 体験学習の内容
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1 体験学習の内容

体験は、

・井戸汲み体験

・昔のあかり体験
の２種類です。



２ 井戸汲み体験について
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2 井戸汲み体験について

•会場は、６番佐々木家住宅前です。
•体験開始時間前までにお越しください。



2 井戸汲み体験について

•荷物置き場をご用意しております。引率の先生は、児童に荷
物をシートの上に置くよう、お声がけください。

•生活科バッグ（探検バッグ）は、持っていてもかまいません。



２ 井戸汲み体験について

•引率の先生は、児童を班ごとに井戸の前に整列させてください。
•揃ったら体験をはじめます。１クラスの所要時間は３０分です。



①～井戸汲み体験の進め方 ～

•井戸汲み体験では、職員が井戸の仕組みについて説明をし
た後、班ごとに井戸汲み体験をします。



②～井戸汲み体験の進め方 ～

•まず１、２班が井戸前に並び、１班の人から体験します。

１班 ２班



③～井戸汲み体験の進め方 ～

• １班の体験が終ったら、続いて２班が体験します。
•引率の先生は次の３班を呼び、井戸前に並ばせてください。

２班

3班の人は

井戸の前に

並びましょう。先生



④～井戸汲み体験の進め方 ～

• なお、待っている班には、佐々木家でトイレと風呂を探す課題を出します。
• 引率の先生は井戸と民家の間に立ち、児童の様子を見ながら、次の井
戸汲み体験の班をいつでも呼べるように待機していてください。

先生



⑤～井戸汲み体験の進め方 ～

•全員の体験が終ったら、引率の先生は児童を再び井戸前に
整列させてください。

•職員からまとめの話の後、体験は終了です。



体験が終ったら・・・

•引率の先生は、児童に荷物を取るよう促し、すみやかに次の
クラスと入れ替えをしてください。



雨天の場合（井戸汲み体験）

• 雨天の場合は、佐々木家軒下に傘置き場をご用意しております。
• 長い傘はシートの上に置くように、児童にお声がけください。



雨天の場合（井戸汲み体験）

•ただし、折りたたみ傘やレインコートを使用している児童には、
あらかじめビニール袋を持参させ、各自ビニール袋に入れて
手に持つようにさせてください。（体験時にすぐ使用するため）



雨天の場合（井戸汲み体験）

•土間内に荷物置き場をご用意しております。引率の先生は、
児童に荷物をシートの上に置くよう、お声がけください。

•生活科バッグ（探検バッグ）は、持っていてもかまいません。



雨天の場合（井戸汲み体験）

• 説明は土間内で行います。
• 引率の先生は、児童を班ごとに整列させてください。



雨天の場合（井戸汲み体験）

• 体験は小雨の場合は実施します。
• ただし、荒天で屋外での体験が難しい場合には、佐々木家屋内で
班ごとに課題に取り組み、発表などを行う内容に変更します。



３ 昔のあかり体験について

21ページ



３ 昔のあかり体験について

•会場は、１１番作田家住宅です。
•体験開始時間前までにお越しください。



３ 昔のあかり体験について

•土間内に荷物置き場をご用意しております。引率の先生は、
児童に荷物をシートの上に置くよう、お声がけください。

•生活科バッグ（探検バッグ）は、持っていてもかまいません。



３ 昔のあかり体験について

•土間に靴脱ぎマットをご用意しております。引率の先生は、児
童にマット手前で靴を脱がせ、床上に上がらせてください。



３ 昔のあかり体験について

•いろりに向かって児童を座らせてください。
•揃ったら体験をはじめます。１クラスの所要時間は３０分です。



①～昔のあかり体験の進め方 ～

•昔のあかり体験では、電灯がなかった頃の暮らしやあかりの
道具について、体験を交えながら職員が説明します。



②～昔のあかり体験の進め方 ～

•なお体験中は安全のため、いろりの火は、火の光量に近い電
球に代えて実施いたします。



③～昔のあかり体験の進め方 ～

• 途中、昔のあかりを体験するため室内の電灯を消します。
• 室内が暗くなり、足元が見えにくくなりますので、児童が途中で立ち
上がったりしないよう、ご注意ください。

• 職員からまとめの話の後、体験は終了です。



体験が終ったら・・・

•引率の先生は、児童に靴を履き、荷物を取って屋外に出るよ
うに促し、すみやかに次のクラスと入れ替えをしてください。



雨天の場合（昔のあかり体験）

•作田家軒下に、傘置き場をご用意しております。
•長い傘はシートの上に置くように、児童にお声がけください。



雨天の場合（昔のあかり体験）

•ただし、折りたたみ傘やレインコートを使用している児童には、
あらかじめビニール袋を持参させ、各自ビニール袋に入れて
カバンにしまってください。



４ 事前学習用動画と
補助教材について
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４ 事前学習動画 •日本民家園公式
YouTubeチャンネ
ルに、事前学習用
動画を公開してお
ります。

•ご来園前の事前学
習にて、皆さまでご
視聴いただきます
ようお願いいたしま
す。（必須）

https://www.youtube.co
m/watch?v=v5c2Qd-
TEjg

動画URLはこちら



４ 補助教材について
•民家園Webページに補助教材を掲載しています。
•事前学習、事後学習にどうぞご活用ください。（任意）

https://www.nihonminka
en.jp/school.html

掲載先URLはこちら



４ 補助教材について
•園内での自由見学に活用できる、見学用園内マップなども
掲載しています。

•自由見学時にどうぞご活用ください。（任意）

https://www.nihonminka
en.jp/school.html

掲載先URLはこちら



ご案内はこれで終了です。

下見にて、体験会場や周辺の状況など
の確認をお願いいたします。

【注意】

新型コロナウイルス感染症拡大にともなう「緊急事態
宣言」「まん延防止等重点措置」の発令期間は、体験を
中止し、昔の建築や暮らしについて職員が解説をする
レクチャー方式に変更いたします。

また、園内の工事状況によっては、体験会場や体験
内容を一部変更させていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

（令和4年2月16日改訂）


