教科に生かせる博物館展示資料一覧
－北九州スタンダードカリキュラム対応－
中学校社会科【歴史的分野】

■第１学年
学習内容
１

歴史のとらえ方〔６〕

２

古代までの日本〔１７〕

○「古代までの日本」の特色を探っていこう ①

展示場所

教材活用例と博物館展示資料

以下の展示資料やワークシートを基に学び
を深める。
アースモール

【人類の進化】
・オーストラロピテクス（頭骨、下顎）
・ペキン原人、ネアンデルタール人、クロマニオン人など
・ナウマンゾウ骨格標本

テーマ館

【先史・原史の北九州－旧石器時代】
旧石器時代
・旧石器時代の平尾台イラスト
・平尾台出土獣骨（ナウマンゾウ骨、オオツノジカ骨、
イノシシ骨、オオカミ頭骨、ニホンジカ骨）
北九州市域出土の旧石器［前・中期］
・石核、尖頭状石器
・スクレーパー・ドリル、エンドチョッピングトゥール
北部九州の旧石器文化［後期］
・石器模型 （チヨッパー・錐・スクレイパー・ナイフ・
形石器・彫器・尖頭器）
・石核、縦長剥片石器、スクレーパー
・尖頭器（柳葉形、舌状）
【先史・原史の北九州－旧石器時代】
北九州市域出土の旧石器[後期]
・石核 ・ナイフ形石器 ・礫器 ・彫器 ・敲石
・スクレーパー ・細石刃 ・剥片尖頭器 ・台形様石器
・有舌尖頭器
【先史・原史の北九州－縄文時代】
気候の温暖化と暮らしの変化
・泉福寺洞穴遺跡（豆粒文土器）
・門田遺跡（爪形文土器）
・弓矢、犬、石槍、石斧、土掘り具
古遠賀湾のめぐみ－貝塚が語る縄文人のくらし
・縄文カレンダーミニジオラマ模型
・貝塚はぎとり（貝塚の断面）
・石器（石の 銛、石鏃、石斧、石匙（万能ナイフ）、
スクレーパー (ナイフや包丁)）
・魚撈具（骨製釣針、石鋸、銛先）
・獣骨（クジラの脊椎骨、シカの角 、イノシシの下顎骨）
・魚骨（エイ、スッポン、フグ、マダイ、クロダイ）
・貝殻（カキ、サザエ、サルボウ、ハマグリ、アカニシ、
ヤマトシジミ、ウミニナ、タニシ）
・木の実（チャンチンの実、アラカシの実）
・埋葬人骨（貝輪を身につけた女性）
・装身具（骨製笄、貝輪（ブレスレット））

（１）人類の始まりと文明 ④

もり

（２）日本の原始時代 ②

テーマ館

【ハンズオンテーブル－体験できる展示】
・縄文土器パズル
・文様施文体験セット
【先史・原史の北九州－縄文時代】
周防灘沿岸の遺跡
・木の実（チャンチンの実、アラカシの実 ）
・扁平打製石斧、剥片石器、磨製石斧
・磨石、石皿、石鏃、石錘
・炭化植物
・深鉢、浅鉢

【先史・原史の北九州－弥生時代】
稲作のはじまり
・擦切石包丁、石包丁
・抉入柱状片刃石斧、抉入片刃石斧、扁平片刃石斧
蛤刃石斧、柄装着蛤刃石斧
・石製紡錘車・扁平、土製紡錘車
・木製諸手鍬、木製鍬、木製平鍬、二又鍬
・石剣
・孔列文土器片
・木製踏み鋤、木製三又鍬、木製三又鋤、鋤
・杵と木製臼、炭化米
・木製エブリ

探究館

（３）日本の古代国家の形成 ③

弥生時代の暮らし再現
・弥生住居復元
・家族の人形、土器、道具類、
・石包丁づくりのようす（住居内での展示）
・ドングリの水さらし場
・ドングリの貯蔵穴
・動物（犬、イノシシ）
・イネの脱穀体験（杵と臼）
・銅鐸（叩いて音をならすことができます）

テーマ館

金属器の登場－青銅器
・銅鏃、銅鋤先
・細形銅剣、銅剣の把柄
・細形銅矛片
・銅鐸（朝鮮式小銅鐸、小銅鐸）
・鏡（方格規矩鏡（漢鏡）、内行花文鏡（漢鏡）、
小型ボウ製鏡）
・鋳型（中広形銅矛、小型ボウ製鏡、小銅鐸）
・鋳型片（銅鐸、銅戈、細形銅剣、細形銅矛の各鋳型片
銅矛・銅剣の両面鋳型片）
・朝鮮系無文土器、朝鮮系無文土器片
【先史・原史の北九州－弥生時代】
金属器の登場－鉄器
・鉄斧（鋳造鉄斧、板状鉄斧、鍛造（袋状）鉄斧）
・鉄製品（鉄鎌、有樋鉄戈、鉄剣、やりがんな）
・素環頭刀子
【先史・原史の北九州－弥生時代】
地域の交流
・高槻式土器（壺）
・石器（扁平片刃石斧、太型蛤刃石斧、石包丁、
石製紡錘車、石器製作の工具・様々な石器）
海を渡ってきた文物
・中国（五銖銭、方格規矩鏡（漢鏡））
・朝鮮半島（朝鮮系無文土器、有柄式磨製石剣）
・瀬戸内（分銅形土製品、壷）
・近畿（高坏、水差し形土器）
・東海地方（手焙形土器）
・北陸と南海（ヒスイの勾玉、イモガイ貝輪）

テーマ館

【先史・原史の北九州－古墳時代】
前方後円墳の出現
・三角縁神獣鏡
・石釧
・車輪石、鍬形石
・土師器（器台、土師器片、壷）
・曽根の前方後円墳（図表）
在地豪族の展開－「紫川流域の古墳」
・日明一本松塚古墳原寸模型（装飾古墳の内部に入れます）
・鏡（四禽文鏡、ぼう製鏡、き龍文鏡）
・装身具（ガラス玉、管玉、勾玉、金環など）
・鉄器（鉄斧、鉄剣、鉄製刀子、鉄鏃、鉄製やりがんな、
鉄鋤先）
・金銅製双龍文環頭大刀飾り
・素環頭刀、素環頭刀子、刀子
・二重口縁壺
・土師器（高坏、鉢）
・須恵器（台付長頸壺、はそう、長頸壺、須恵器台付鉢
蓋坏、甕脚付短頸広口壺）
・金銅製馬具（辻金具、杏葉）

市域の横穴墓模型（相坂横穴墓）
海の豪族
・こうしんのう古墳群模型
・こうしんのう古墳群出土品（素環頭刀子大刀、鞘尻金具、
装身具（勾玉、ガラス玉、ガラス丸玉、水晶製切子玉、耳環））
・貝島古墳出土の鉄製品
（剣、鉄鏃、離頭銛頭、銛頭、釣針、鉄鎌、刀子）
・天観寺山古窯跡群模型
【先史・原史の北九州－古墳時代】
須恵器の生産と流通
・天観寺山古窯跡群模型
・須恵器（短頸壺、甑、蓋坏、ハソウ、碗、高坏、蛸壺、
すり鉢、土錘、平瓶、蓋付碗、皿、長頸壺、坏、片口鉢）

（４）古代国家の展開 ⑥

テーマ館

【古代・中世の北九州】
仏教文化の伝来と寺院瓦
・単弁六葉軒丸瓦（高句麗系、白済系）
・複弁六葉軒丸瓦（新羅系）
・扁行唐草文軒平瓦（新羅系）
企救の浜辺
・万葉集関連資料（万葉集写本、柿本人麿像）
・和気清麻呂画像
・足立山頂出土銅鏡
・藤原広嗣の乱行程図図表
・団印（御笠団印、遠賀団印）
【古代・中世の北九州】
仏教文化の伝来と寺院瓦
・鬼瓦（高句麗系、白済系）

テーマ館

以下の展示資料やワークシートを基に学び
を深める。

○とらえよう！「古代までの日本」の特色 ①
３

中世の日本〔１２〕

○「中世の日本」の特色を探っていこう ①

【古代の北九州】
壇ノ浦の戦い
・路案内「平家滅亡の路をたどる」
・壇ノ浦合戦屏風 レリーフ模型
・北九州の平家伝承地マップ図表
・壇ノ浦の戦い、平家滅亡に関連する写真、説明文、
図表等

（１）鎌倉幕府の成立 ④

（２）元の襲来と鎌倉幕府のおとろえ ①

（３）室町幕府と下剋上 ④

（４）中世の文化 ①
○とらえよう！「中世の日本」の特色 ①

テーマ館

【中世の北九州】
武士と信仰
・蒙古襲来絵詞写真
・一遍上人絵伝「筑前国の武士の館」
・山門造形と大興善寺金剛力士像
・門司六ヶ郷図田注文写
・銅製経筒（鎌倉北条氏関係）、陶製五輪塔（香月氏関係）
・鎮西上人坐像、本朝祖師絵伝

テーマ館

海を渡る文化
・遣明船シアター映像「門司が支えた勘合貿易」
・遣明船模型と荷姿模型
・掛け軸と輸入陶磁器
戦乱の時代
・長野城合戦模型
・長野氏関係資料（長野城出土品、長野氏伝来の鎧など）
・豊臣秀吉朱印状
・寛永三年規矩郡水町村検地帳
・京枡
・検米刀

■第２学年
学習内容
４

展示場所

近世の日本〔１８〕

以下の展示資料やワークシートを基に学
びを深める。

○「近世の日本」の特色を探っていこう ①
（１）中世から近世へ ⑥

テーマ館

（２）江戸幕府の成立と東アジア ④

テーマ館

（３）百姓・町人と産業の発達 ②
（４）幕府政治の改革と農村の変化 ②
（５）江戸幕府の文化と学問 ②

教材活用例と博物館展示資料

【近世の北九州】
城下町小倉
・城下町の形成写真と資料解説文
・豊前小倉図（宝暦）
・筑前筑後肥前肥後探索書
小倉城と城主
・歴代藩主写真
・細川・小笠原氏略譜図表
細川氏
・細川忠興画像複製
・細川忠興関連資料
（ローマ字印書状、覚、知行宛行状知行目録）
・九曜紋イラスト
・九曜紋入りの資料（双六、囲碁盤、馬鞍、南蛮鐘）
・鰐口
・細川家九曜に五三桐紋入り馬盥
小笠原氏
・三階菱紋イラスト
・三階菱紋入り資料（馬験、懸盤・椀一式、柄鏡一式）
・小笠原忠真画像複製
・小笠原氏書状
（忠真、忠雄、忠総、忠嘉、貞哲、忠忱各書状）
・小笠原忠真着用毛抜威胴丸具足
・小笠原家使用日用品（飯籠、椀一式）
町と商人
・豊国名所絵図写真
岩田屋
・宝町二丁目の図写真
・四季草花観世水文様蒔絵花見弁当箱
福田屋
・米町三丁目の図写真
・暖簾
・日用品など（弁当箱、菓子型）
中原屋
・鶴模様蒔絵印籠、松鶴模様蒔絵文箱
【近世の北九州－街道と宿場町】
・從小倉至木屋瀬路傍山川之圖写真
豊前と筑前
・豊前筑前国境絵図、構口
・国境石関連資料（国境石、写真、国境石分布）
筑前黒田氏
・筑前国遠賀郡図（明治8年）写真 ・黒田二十四騎画像
・黒田長政肖像写真 ・黒田如水肖像写真
・黒田如水扁額
・米粒型脇立兜紫糸威総綴・赤漆塗革包二枚銅具足
・黒田家紋入り熨斗目
・知行宛状
長崎街道と筑前六宿
・長崎路写真
・筑前名所図会写真、黒崎宿古図写真
・西国内海名所一覧－長崎街道写真
・西勢溜（豊国名所）写真
・香春口（豊国名所）写真
・木屋瀬宿図絵馬（複製）
・本陣掛札複製
・小笠原大膳太夫様御宿泊御下宿帳
・駄賃表

・銀杏屋敷写真
庶民の旅
・道中日時計
・道中弁当箱矢立
・懐中鏡
・早道
・往来証文、歩行鑑札
・印籠
・護身用石入れ袋

○とらえよう！「近世の日本」の特色 ①
５

近代の日本と世界＜日本の近代化＞〔２３〕

○「日本の近代化」の特色を探っていこう ①

テーマ館

【近代の北九州―藩から県へ】
廃藩置県
・小倉県庁跡写真
・小倉県制札
・藩印（小倉藩印、香春藩印、豊津藩印）

（１）欧米の発展とアジアの植民地化 ④
（２）近世から近代へ ③
（３）近代国家へのあゆみ ⑤
（４）自由民権運動と国会開設 ④
（５）日清・日露の戦争と東アジアへの動き ③
（６）近代日本の社会と文化 ②

○とらえよう！「日本の近代化」の特色 ①

以下の展示資料やワークシートを基に学
びを深める。

生 命 の多 様
性館

【動物界/昆虫】
・カイコと絹
（カイコ類標本、糸車、ヤママユなどの繭類）

テーマ館

【近代の北九州―北九州の都市化】
文明開化
・文明開化（写真、錦絵）
・日用品など（ランプ、ガラス写真、
八日巻振子式掛時計、人力車）
【近代の北九州―近代都市の広場】
若松のまち
・若松市市章
小倉のまち
・小倉市市章
門司のまち
・門司市市章
・路案内「バナナの来た道」
【近代の北九州－近代産業の発展】
炭坑と製鉄
・炭坑分布図
・炭坑風俗画
・先山・後山人形
・若松・石炭積出港写真
・支払切符
・改良ツルハシ
・本田式キャップランプ
・クラニー型安全灯、ウルフ型安全灯、横田式安全灯
・石炭塊
【近代の北九州－近代産業の発展】
炭坑と製鉄
・官営八幡製鐵所関連写真
※北九州市内の関連施設
・東田第一高炉
産業の担い手
・安川電機製作所（大正末期）写真
・安川敬一郎肖像写真
・安川敬一郎遺品等（大礼服、愛用眼鏡、安川印、撫松
（号印）、硯箱、衆議院議員当選証書など）
・松本健次郎肖像写真
・神田屋受賞各種博覧会メダル
・中原嘉左右肖像写真、中原嘉左右日記
・米石炭取引文書など、その他関連資料

【近代の北九州―北九州の都市化】
鉄道と港
・九州鉄道、豊州鉄道と筑豊興業鉄道
・路線図
・九州鉄道関連写真
・山陽・九州鉄道案内
・九州鉄道株式会社優待乗車券
・九州鉄道会社社章入り鬼瓦
・鉄道ランプ
・路案内「鉄道馬車は走る」図表、写真、解説文
・港を築く
・小倉港関連写真
・門司港関連写真
・若松港関連写真
【近代の北九州市―近代都市の広場】
小倉のまち
・軍都小倉関連資料
・造兵廠写真

■第３学年
学習内容
５

展示場所

近世の日本と世界

以下の展示資料やワークシートを基に学
びを深める。

＜二度の世界大戦と日本＞〔２３〕
○「二度の世界大戦と日本」の特色を探っていこ
う

①

テーマ館

【近代の北九州】
時代の文化を担う
・教育関連資料（寺子屋写真、小学校および幼稚園集合
写真）
・文学関連資料（火野葦平肖像写真および火野葦平関連
資料
劉寒吉肖像写真および劉寒吉関連資料
岩下俊作関係資料、東潤関係資料など）
娯楽
・劇場及び活動写真館の写真
・劇場及び活動写真館のチラシ

文化学習園

【北九州地方の農家の暮らし再現】
・農家家屋再現模型（土間、表の間、
居間を部分的に再現）
・農具など

テーマ館

【近代の北九州―北九州の都市化】
若松のまち
・若松市市章
・若松のまち写真・絵葉書
・昭和戦前期の本町商店街
・中川通り
・若戸貨物渡船
・貯炭場風景
・脇田海水浴場
・高塔山
・火祭り
戸畑のまち
・戸畑市市章
・戸畑のまち写真
・若戸渡船場
・戸畑産業共進会
・明治製糖株式会社
・九州電気軌道戸畑終点
小倉のまち
・小倉市市章
・小倉のまち写真 ・絵葉書
・勝山橋遠望
・大坂町通
・菊屋デパート通り
・魚町商店街
・陸軍造兵廠

（１）第一次世界大戦と戦後の世界
（２）大正デモクラシーの時代
（３）世界恐慌と日本
（４）中国との全面戦争
（５）第二次世界大戦と日本

○とらえよう！「二度の世界大戦と日本」の特色
①

教材活用例と博物館展示資料

６

現代の日本と世界〔１２〕

○「現代の日本と世界」の特色を探っていこう①

探究館

【昭和30年代の暮らし再現】
・戸畑の社宅の実物大再現模型
・家財道具など生活用品全般
・街角再現（ポスター、掲示板、ごみ箱など）

（１）平和と民主化への動き ⑤
（２）国際化する世界と日本 ⑤
○とらえよう！「現代の日本と世界」の特色

以下の展示資料やワークシートを基に学
びを深める。

①
近隣施設

※北九州市内にある関連施設
・環境ミュージアム
・東田第一高炉
・ホタル館
・北九州エコタウン

