地歴を学ぶ遠足・修学旅行
校外学習に
学習補助教材 ・ 資料集 （中学生～大人向け） 保存版

事前学習にぴったり ！
生涯読める、学習ガイドブック

?

…

京都
平安

古墳時代

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鎌倉時代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この国の成り立ちがわかる 『遠足シリーズ』 全 4 冊

現代

豊富な図版
発見 源頼朝だけでなくたく さんの人物が い た こ と

発見 党や氏ができて、 今も各地の地名に残っていること
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寺院、 大仏、 海…。
鎌倉で何があったの？
どこが 「武士の都」 なの？

【付録】 学習マップダウンロード版／創建年記載

【口絵】鎌倉って何だろう？
【扉】鎌倉に立って、前の 800 年、後の 800 年をながめてみよう。
【はじめに】鎌倉幕府は源氏と平氏のコラボだった
【図版】❶なぜ ? 武士たちは鎌倉に結集したのか

❷主な系図
❸東国への人の流れ
❹鎌倉幕府に関わった人物
❺臣籍降下から見る鎌倉の140年間

この冊子の読み方
学習マップ（創建年付き・ダウンロード）
幕府のしくみ・年表

❶ 鎌倉の人物
❷ 鎌倉の合戦
❸ 鎌倉の史跡

【鎌倉遠足のコツ】「やぐら」って何？／鎌倉にある石碑は誰が建てた
もの？／鎌倉の神社仏閣は 4 種類に分類するとわ
かりやすい／遠足の心得 遠足計画メモ

【おわりに】鎌倉でできたこと、できなかったこと

い

遠足のコ ツ

い い

？

か

府

つくろう鎌
2
9
11で終わっていません倉幕
い

幕府に関わった 40人の生涯と
8つの合戦・内乱、
50 の歴史的史跡。

遠足に行く際の心構えや
鎌倉を歩いた際に持つ疑問など
について解説しています。

人物 合戦 史跡 の３つの要素から構成
発見 個性の強い武士が主張しあいながら協力したこと

家系・関係図

肖像
家紋・氏

生きた時期

人 物

鎌倉以外の

鎌倉の史跡

生涯

関連の史跡

人となり
年表

発見 武士団が合流して幕府ができ、 その後内乱が起きたこと

鎌倉以外の

合戦の年月日

総大将

関連の史跡

戦死者
伝承・詳細

合 戦

合戦が起きた

結果・軍勢の規模

時期

鎌倉の史跡

合戦の推移
合戦の背景

マップ

合戦がもたらした影響

6つ のゾーン

発見 鎌倉は ６ つのゾーンにするとわかりやすい

ゾーンの位置

史 跡

ゾーンの概要・でき方

史跡名・建立年
マップ
注意事項

所在地・交通
所要時間

遠足シ リ ー ズの 特徴

1

約30の
コラム

生徒さんが自主的に事前学習に取り組める教材です

2

興味を持ったカテゴリから入れるようになっています

3

『一人一冊』 を推奨しています

地理・災害
法律・風習
文化・宗教
など

できるだけ多くの生徒さんに興味が持てるよう、地形や文化や人の生き方や
災害など、さまざまな分野が入り口になっています。

グループに一冊だと普段からリーダーシップの取れる生徒さんが主に手に取ることになり
がちです。家で眺めて興味がわいたり、ご家族と修学地の話題になったり、今解らなくて
も大人になっても手に取れるように想定して作成しています。

【コラム例】一夫一妻を望んだ政子
／しとどの窟／名馬「磨墨」／鵯越
の逆落とし／切通し／十三人の合議
制／吾妻鏡（東鏡）／乳母の活躍／
実朝の和歌／得宗専制政治とは／雛
鶴姫伝説／関東管領とは／鎌倉公
方とは／御厨とは／論功行賞／内管
領・身内人とは／元寇とは／全国の
氏の祖となった鎌倉の御家人／御成
敗式目とは／扁額って何だろう？／
地震・災害の多い鎌倉／新しくでき
た仏教の宗派 他

マップで直感的に理解する東京の地歴
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 京はどんな“ゆりかご”で
東
育ったの？
街づくり ・ 水運 ・ 街
道 ・ 火事などの都市
の歴史がビジュアル
で理解できます

【口絵】東京って何だろう？日本って何だろう？
【扉】東京に隠された事実と地歴を歩いてみよう。
【はじめに】東京はどんなゆりかごの音を聴きながら
育成されたのか
【図版】鎌倉幕府滅亡から

鳥羽・伏見の戦いまでの主な諸藩の流れ

❶東京都心は大部分が海だった
❷太田道灌が描いた中心点
❸大坂から江戸へ [ 政変その❶]
❹江戸で生まれた成功と失敗
❺自然の循環と共生するシステム
❻京都から東京へ [ 政変その❷]
❼ 2 度目の東京オリンピックへ
❽東京の史跡

江戸・東京にかかわる人物

東

【東京遠足のコツ】遠足の心得 遠足計画メモ

つから
い
は
京 の首都になったの？
本
日

江戸以前の人物・ 15 代将軍・街づく りや幕政に関わった人々・明治新政府の人物

6+3+3 地歴学習プロジェク ト 推進中！
江戸・ 東京を構成する要素と
幕府・新政府に関 わった人物紹介、
自社・庶民の街の記憶と課題。
事前講演を派遣します
地歴の見方や遠足シリーズの使い方など、生徒さん
向けの遠足・修学旅行事前出張講演をしています。
災害においても役立つ地歴目線について体験を交えて
お話ししています。
（原則有料・お問い合わせ下さい）

小学校・中学校・高等学校の18 年間を通じ、成長
に沿って遠足・校外学習・修学旅行を『地歴学習』
の機会ととらえ、一連の『6 + 3 + 3 地歴学習』に
つなげていくプロジェクトです。地元と修学地の
地歴を関連付けて学習していきます。
また、テレビ・YouTube・ゲーム・漫画・アニメや、
各教科から入ってくる個々の知 識を通史に集約
していきます。
このプロジェクトを通じて、“正しく見る” 力を
養い、災害などへの理解や対応力を深めます。

詳しくは→
6+3+3 地歴学習
プロジェクト

江戸で生まれたもの
発見 川越が重要な起点になった

発見 大都市を支える しく み

発見 自然災害に何度も見舞われた

発見 現代に続く 文化・勧進・興行

花火

歌舞伎

相撲

祭

人物相関図

明治維新をもう一度見直そう
発見 無血開城と言われるが全国で戦闘があったこと
15 万人が京都から移動し一気に政治の仕組みを作り上げる

マップ

城西・城東・城南・城北・
多摩 ・ 島嶼の史跡マップ

【巻頭図版】鎌倉幕府滅亡から鳥羽・伏見の戦いまでの主な諸藩の流れ

東京大空襲と全国の空襲

ポイントと
コラム

発見 東京都慰霊堂に行ってみよう

東京都慰霊堂には空襲と震災の犠牲者が祀られています

東京には島がある

地形と時代のレイヤーでわかりやすく
発見 都を造る時に見晴らした『船岡山』 に登ってみよう

発見 平安京が生まれるまで
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たくさんある神社仏閣。
重なっている史跡と歴史を
どう見たらいいの？
平安京を保つために

発見 マツ リができたこと

各時代の都に関わった人たち

祭のでき方を
見てみよう

発見 戒壇制度と比叡山から派生した僧

▼

▲官職を専有した藤原北家の遷移
歴代天皇とできごとで流れをつかもう

発見 武士団の本拠地や歴史の現場を見てみよう

▲

秀吉の再興が京都の街の
あちこちに残っている

な

7

な

幕末の京都

京都遠足 目次

な

ウグイス平安
4
9てどこにあるんだろう？京
っ

平安の都に至る道のり、
維持する苦難とそれでも起こる遷移、
そこから生まれた知恵と譲れないもの。

阪神の長い時間軸が浮かび上がる
発見 9 つ のポイントから阪神をみてみよう
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おもしろくて、 色鮮やか。
知りたい、 歩いてみたい、
育まれた知恵。

発見 聖徳太子や行基の足跡

る

大
っと 阪湾

！

ぐ

阪神遠足 目次

四天王寺

古代で起きたこと、戦国で生じた事実、
知らないうちに引かれて しまったライン、
ものづくりニッポンを構成する力。

発見 阪神間と全国を巻き込んだ大混乱

奈良の地歴は京都遠足 ・ 阪神遠足に掲載しています

発見 文化の根底にあるもの

人物相関図▲

発見 自衛の街づく り

発見 カ トリック信仰の勃興

発見 今につながる 阪神の ものづく り

