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1．はじめに  

新宿歴史博物館では、児童・生徒に活きた歴史・文化を学習する機会を提供することを目的として、様々

なかたちで区内小・中学校等の教育機関と連携を図っています。当館では、児童・生徒の歴史･文化の学

習、地域課題学習や自由研究などに役立つ、新宿地域に関する多くの文献、資料を所蔵しています。社会

科や総合的な学習の時間などに、ぜひご活用ください。 

《施設情報》 
 

◆ 新宿歴史博物館  

   新宿の歴史と文化を紹介した「常設展示室」と、年に数回の企画展をおこなう「企画展示室」、 

貴重な蔵書を閲覧できる「閲覧室」を有しています。 

所在地：〒160-0008 東京都新宿区三栄町 22番地 

TEL：03-3359-2131  FAX：03-3359-5036  新宿区内線：6531 

開館時間： 9:30～17:30（入館は 17:00まで）  

休館日：第 2・4月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

観覧料：常設展示室 一般 300円、小･中学生 100円 団体 20 名以上の場合は一般 150円、小・中学生 50 円 

※企画展示室については、別途定めます。 

※小・中学生及び 20人以上の中学生以下の者を引率する方は、下記の期日について観覧料が免除されます。 
１．土曜日・日曜日 

２．国民の祝日（振替休日を含む）・都民の日（10 月１日） 
３．区立小・中学校の夏季・冬季・春季休業期 

※区立小･中学校の場合は 

「利用料金減額免除申請書」 

の提出により免除。 

(→詳細：4頁参照)  

 

 

 

◆ パンフレット・DVD  

◎子ども向けに発行しているパンフレット 

 ・『新宿のむかし 学習のしおり』(A5サイズ･全 8頁･カラー) 

 ・『落合の記念館 学習のしおり』(A5サイズ･全 4頁･カラー) 

◎子ども向け常設展示を簡単に紹介した映像 

 ・新宿歴史博物館常設展示 DVD「新宿のむかし～れきはくあんない～」(約 14分 30秒) 

   DVDは、平成 25年度に新宿区内小学校各校に送付致しました。事前授業等にお役立てください。 

博物館来館時に講堂にて視聴することも可能ですので、ご来館の申し込み時にあわせて 

お問い合わせください。 

新宿区内小学校には、毎年 4

月中旬、3 年生ご担当の先生

宛てに 3年生児童数分のパン

フレットを送付致します。 
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以下の関連施設も新宿歴史博物館が管理、運営をしています。【問合せ先⇒新宿歴史博物館まで】 

 

◇ 林芙美子記念館 (博物館関連施設)  

   作家･林芙美子が建てた家を記念館として公開しています。(東京都指定歴史的建造物) 

所在地：〒161-0035東京都新宿区中井 2-20-1  

TEL：03-5996-9207  

開館時間： 10:00～16:30（入館は 16:00まで）  

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

入館料：一般 150円、小・中学生 50円 団体 20名以上の場合は一般 80 円、小・中学生 30円 

※小・中学生及び 20人以上の中学生以下の者を引率する方は、下記の期日について観覧料が免除されます。 
１．土曜日・日曜日 
２．国民の祝日（振替休日を含む）・都民の日（10 月１日） 
３．区立小・中学校の夏季・冬季・春季休業期 

※区立小･中学校の場合は「利用料金減額免除申請書」の提出により免除。(→詳細：4頁参照) 

 

 

 

◇ 佐伯祐三アトリエ記念館 (博物館関連施設)  

   画家･佐伯祐三の旧居跡にアトリエ部分を再現し、記念館として公開しています。 

所在地：〒161-0032東京都新宿区中落合 2-4-21  

TEL：03-5988-0091  

開館時間： 5～9月 10:00～16:30 ／ 10～4月 10:00～16:00 

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

入館料：無料 

 
 
 

◇ 中村彝アトリエ記念館 (博物館関連施設)  

   画家･中村彝の旧居を再現し、記念館として公開しています。 

所在地：〒161-0033東京都新宿区下落合 3-5-7  

TEL：03-5906-5671  

開館時間： 10:00～16:30 

休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始 

入館料：無料 
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2．事業内容  

  

新宿歴史博物館がおこなう教育機関との連携事業は以下のとおりです。 

 (1) 展示見学  (2)資料貸出  (3) 画像貸出  (4) 出張授業  (5)職場体験 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(1) 展示見学 

社会科見学、まち探検、都内めぐり等の見学先としてご利用いただけます。 

・新宿歴史博物館では、新宿区の歴史･文化を紹介した「常設展示室」と、年に数回の企画を 

おこなう「企画展示室」を見学することができます。 

(ただし企画展示室は展示替えのため見学できない時期があります) 

・林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館の見学も可能です。 

・各館では、展示や施設について解説を依頼することができます。 
 

・新宿歴史博物館での見学時に限り、2 階の講堂の空き状況によって、(2)民具体験 と組み合わ

せることや、お弁当を食べる場所としてのご利用もできます。ご相談ください。 
 

・【新宿歴史博物館･林芙美子記念館の観覧料について】 

新宿区の規則により、区内小･中学校が教育課程に基づく教育活動で新宿歴史博物館、林芙美

子記念館を利用する場合、「利用料金減額免除申請書」の提出で利用料金が免除されます。 

◎見学のようす(新宿歴史博物館にて) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説を依頼する場合 

クラス単位 30 名程度までの見学者に対し 1 名

の職員またはガイドボランティアが付き添い、

全体に向けて解説をしていきます。 

1 ヶ月前まで にお電話ください 
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◎実施例 

     来館 10:00    10:10～                 ～11:15  11:30退館 

 展示室前 【 見 学 】 玄関前 

1組(25名) 

ごあいさつ 

常設展示室見学(50分) 企画展示室見学 
(15分) 

ごあいさつ 

2組(25名) 企画展示室見学 
(15分) 

常設展示室見学(50分) 

 

◎展示見学・申込み手続き 

 ①実施希望日の 1 ヶ月前までに、お電話(03－3359－2131)にて、学校名、実施希望日時、人数、

その他要望を担当者にお伝えください。日程調整をおこないます。 

 ②実施希望日の 2週間前までに、所定の書式に必要事項をご記入のうえ、新宿歴史博物館まで 

交換便または郵送にてお送りください(要公印)。 

【書式】新宿歴史博物館、林芙美子記念館の見学 

⇒「新宿区立新宿歴史博物館･林芙美子記念館 利用料金減額免除申請書」 

    佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館の見学 

⇒「団体入館受付票」 

     ③博物館より、受付内容を記した書類を各学校ご担当の先生宛てに返信いたします。 

  

◎展示見学・お願い 

・当日、予定の到着時間に遅れる場合はご連絡ください。 

・いずれの施設も駐車場がない、または限りがあるため大型バス等の施設内駐車はできません。 

・林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館は、施設規模の都合上、

一度に大人数の見学受入れは困難です。事前のご相談をお願いします。 

・解説内容への要望、自由見学時間の追加など、内容に関する要望は事前にお知らせください。 

・児童、生徒のみなさまの見学マナーについては各校でもご指導のほどご協力お願い致します。 
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(2) 資料貸出 

博物館が所蔵する資料を、実際に手で触れて体験することができます。 

・学校授業に対して博物館が所蔵する資料の貸出しをします。1～2名の職員が解説にあたります。 
 

《実施内容》 

◇｢民具体験｣…昔の道具(民具)の解説を聞き、手に触れて観察をします。(小学生以上対象) 

◇｢火おこし体験｣…まいぎり式火おこし器で実際に火をおこします。（小学 3年生以上対象）

◇｢さわって土器!｣ …本物の新宿の出土品に触れて観察をします。(小学生以上対象) 

・貸出資料は、学習内容にあわせて「学校用貸出資料一覧」よりお選びください。 

・資料保護の観点から資料のみの貸出しはおこなっておりませんのでご了承ください。 

・会場は、博物館または各学校への出張も可能です。新宿歴史博物館 2階の講堂等の空き状況に

よって、(1)展示見学と組み合わせることもできます。ご相談ください。 

 

◇｢民具体験｣ 

  実施のながれ（例） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※先生にご用意いただきたいもの ・新聞紙 

◎実施例 

   職員来校 10:00     10:25～                       ～11:40  職員退出 

1組(25名) 会場準備 

授 業 

撤収 資料の解説 

(50分) 

体験･観察 

(15分) 

質疑応答 

まとめ(10分) 

【授業開始】 

職員が民具の名前や使い方について一つ一つ質問して

いき、児童に答えてもらいます。回答後、職員が民具

の詳細について解説をします。 

 

児童・生徒が民具を実際に触ったりスケッチしたり

メモをとります。質問も受け付けます。 

資料をどのように活用したいか、授業の進め方について

事前にご連絡ください。 

ご担当の先生によるまとめをお願いします。 

【授業終了】 

1 ヶ月前まで にお電話ください 
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◇｢火おこし体験｣ 

 

 

  実施のながれ（例） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※先生にご用意いただきたいもの 

         ・ティッシュペーパー 

 

◎実施例 

   職員来校 10:00    10:25～                        ～11:10  職員退出 

1組(25名) 会場準備 

授 業 

撤収 火おこし道具 

の解説 

(10分) 

体験･観察 

(30分) 

質疑応答 

まとめ(5分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

実際に火をつける体験です。燃えやすいものを近くに置かないなど、児童･生徒への安全指導

をお願い致します。火災感知器等のある場所ではおこなえません。体育館、校庭、中庭等広い

会場をご用意ください。 

【授業開始】 

職員が火おこし道具について、当時の時代背景やどの

ように使用されたかなど解説をします。 

 

児童・生徒が火おこし道具を使って火おこし体験

をし、スケッチやメモをとります。質問も受け付け

ます。 

。 

資料をどのように活用したいか、授業の進め方について

事前にご連絡ください。 

 

ご担当の先生によるまとめをお願いします。 

【授業終了】 
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◇｢さわって土器！｣ 

  実施のながれ（例） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※先生にご用意いただきたいもの 

         ・新聞紙 

         ・(場合により)石器ですり潰すためのどんぐりやとうもろこし 

◎実施例 

   職員来校 10:00     10:25～                       ～11:40  職員退出 

1組(25名) 会場準備 

授 業 

撤収 資料の解説 

(50分) 

体験･観察 

(15分) 

質疑応答 

まとめ(10分) 

 

 

◎資料貸出・申込み手続き 

① 実施希望日の 1ヶ月前までに、お電話(03－3359－2131)にて、学校名、実施希望日時、人数、

会場、その他要望を担当者にお伝えください。日程調整をおこないます。 

② 実施希望日の 2週間前までに、所定の書式に必要事項をご記入のうえ、新宿歴史博物館まで 

交換便または郵送にてお送りください(要公印)。その際、授業中どのように資料を利用する

かを確認するため、簡単な指導案を添付してください。 

【書式】「博物館資料の授業利用申請書」 

③ 博物館より、受付内容を記した書類を各学校ご担当の先生宛てに返信いたします。 

  

土器だけでなく、石器(石皿、磨石)については、

とうもろこし、どんぐり等をすり潰す体験をする

ことができます。事前にご相談ください。 

 

【授業開始】 

職員が縄文・弥生土器について、当時の時代背景やどの

ように使用されたかなど解説をします 

児童・生徒が土器を実際に触ったりスケッチした

りメモをとります。質問も受け付けます。 

 

資料をどのように活用したいか、授業の進め方について

事前にご連絡ください。 

ご担当の先生によるまとめをお願いします。 

【授業終了】 
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◎資料貸出・お願い 

・学校を会場にする場合、資料は博物館の職員が、館用車で運搬します。駐車場の確保と、 

 学校に到着してから授業を行う教室までの運搬及び、授業終了後館用車への積み込みに 

 ご協力ください。 

・民具体験については、洗濯板など水を使用するもの、火鉢など火気が発生するものは、手で

触れて観察するところまでの体験となりますので、ご了承ください。 

・資料の破損や劣化を極力防ぐため、児童・生徒に対して、事前に資料取り扱いについての注

意を促していただきますようお願いいたします。また、資料に触れる際には腕時計や指輪な

どの装身具は外してください。 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(3) 画像貸出 

博物館が所蔵する画像資料を学校教材として活用していただけます。 

・博物館が所蔵する資料の画像、写真資料、地図、図表等を授業で使うプリントや 

スライドのために使用していただくことができます。 

    ・貸出可能な画像は当館が所蔵する資料のみです。展示室、当館ホームページや当館発行の 

刊行物よりお探しいただき、お電話にてお問い合わせください。 

    ・画像は、データを DVDに書き込んで貸出します。その DVDの貸出･返却をもって、画像の貸出･

返却とみなします。メール添付等でのやり取りはできませんのでご了承ください。 

 

◎画像貸出・申込み手続き 

① まずは、お電話(03－3359－2131)で、ご希望の画像について担当者にお伝えください。貸出

可能な画像かどうかご確認します。 

② 貸出希望日の 1週間前までに、所定の書式に必要事項をご記入のうえ、新宿歴史博物館まで 

交換便または郵送にてお送りください(要公印)。その際、画像の用途を明記してください。 

【書式】「写真資料の貸出利用申請書」 

③ 画像 DVDがご用意出来次第、ご連絡いたします。 

④ 画像 DVDの受取、返却は直接ご来館いただくか、交換便をご利用ください。 

◎画像貸出・お願い 

・「写真資料の貸出利用申請書」にある注意事項を必ずご確認のうえ、ご利用ください。 
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(4) 出張授業 

博物館職員が学校に出張し、新宿の歴史･文化についてのお話をします。 

・博物館職員が、新宿の歴史に親しみ、地元への愛着を育めるようなお話をご用意し、各校に出

張します。学校の授業の進捗に対応したリクエストも可能です。ご相談ください。 

◎お話するテーマ(例) 

－小学生向け－ 

【歴史的内容】 

         ・区内の「町名」について 

・宿場町「内藤新宿」の歴史（甲州街道） 

・江戸の防衛ライン「江戸城外堀」について（四谷見附、市ヶ谷御門、牛込見附） 

・江戸の水道「玉川上水」の歴史 

【考古学的内容】 

     ・「落合遺跡」について（縄文･弥生･古墳時代） 

     ・発掘された新宿の江戸時代 

 

－中学生向け－ 

【歴史的内容】 

  ・地域の歴史と文化財 

     ・平将門伝説 

・中世武士「牛込氏」とその時代 

・太田道灌と「山吹の里」伝承 

・徳川家康と新宿ゆかりの武将（岡崎信康、服部半蔵、内藤清成） 

【歴史・考古学的内容】 

     ・新宿ゆかりの大名家 

・「御三家」筆頭尾張徳川家（市谷防衛省･戸山公園）、美濃国高須藩松平家（荒木町） 

・若狭国小浜藩酒井家（矢来町） 

・信濃国高遠藩内藤家（新宿御苑） 

【文学的内容】 

     ・人気小説家「林芙美子」と落合 

     ・文豪「夏目漱石」と新宿 

     ・文豪「小泉八雲」と新宿（富久町・大久保） 

     ・落合の文化人たち（会津八一ほか） 

【美術的内容】 

     ・天才画家「佐伯祐三」が描いた落合 

     ・画家「中村彝」と落合 

 

 

作家・夏目漱石 

作家・林芙美子 

2 ヶ月前まで にお電話ください 
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◎出張授業・申込み手続き 

 

① 実施希望日の 2ヶ月前までに、お電話(03－3359－2131)にて、学校名、実施希望日時、人数、

その他要望を担当者にお伝えください。日程調整をおこないます。 

 ②実施希望日の 2週間前までに、所定の書式に必要事項をご記入のうえ、新宿歴史博物館まで 

交換便または郵送にてお送りください(要公印)。その際、授業をどのように進行するかを確認

するため、簡単な指導案を添付してください。 

【書式】⇒「出張授業申請書」 

③博物館より、受付内容を記した書類を各学校ご担当の先生宛てに返信いたします。 

  

◎出張授業・お願い 

・授業の進行はご担当の先生にお願いいたします。 

・授業レジュメ、プリント類の印刷は各校にてお願いいたします。 
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(5) 職場体験 

中学校を対象として、職場体験の受入れをおこなっています。 

・東京都の実施している「中学生職場体験」の受入れをおこなっています。 

・博物館を職場として体験することで、博物館の業務について理解を深めることができます。 

・受付業務をはじめ、展示準備やバックヤードの見学などの体験が出来ます。 

・職場体験は原則的に「9:30～15:00×3日間」でおこなっています。 

・受入れ人数は先着 6名までとさせていただきます。希望日が重なった場合、他校と合同で実施 

する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

◎実施内容・スケジュール（例） 

【１日目】 ○月○日（○） 「職場について知る」 

時間 内容 

 

9:30～ 自己紹介と博物館業務の説明 

10:00～ 
館内見学 

（常設展示→閲覧室→書庫→一般収蔵庫→ミュージアムショップ） 

11:30～ 受付補助 (1階) 

  12:30～ 昼休み 

 

13:30～ 受付補助 (地下 1階) 

14:30～ 翌日の課題についてのオリエンテーション 

14:50～ 本日のまとめ・感想 

15:00 終了                                                                                                                              

【２日目】 ○月○日（○） 「仕事内容について知る」 

時間 内容 

 

 

9:30～ 講座材料の準備(または講座資料整理) 

10:00～ 設備点検(分電盤チェックに同行する) 

11:00～ 講座材料の準備(または講座資料整理) 

 12:30～ 昼休み 

 

 

13:30～ 課題「中学生の博物館利用者を増やすには…」 

14:30～ 翌日の展示替えについてのオリエンテーション 

14:50～ 本日のまとめ・感想 

15:00 終了 

 

２ヶ月前まで にお電話ください 
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【3 日目】 ○月○日（○） 「博物館ならではの仕事」【まとめ】 

時間 内容 

 
9:30～ 常設展示・金子家食卓展示替え 

  12:30～ 昼休み 

 

 

13：30～ 特別展に関連する作業(または講座資料整理) 

14:30～ 職場体験を振り返って 

15:00 終了                                                                                                                              

 

◎職場体験・申込み手続き 

① まずは、お電話(03－3359－2131)にて、学校名、実施希望日時、人数、その他要望を担当者

にお伝えください。日程調整をおこないます。 

② 実施希望日の 2ヶ月前までに、依頼文書を作成のうえ、新宿歴史博物館まで持参していただ

くか交換便または郵送にてお送りください。書類の書式は各校に準じたものでけっこうです。 

③ 打ち合わせ等、各校の実施スケジュールにあわせて対応いたします。  

 

◎職場体験・お願い 

・持ち物は、「筆記用具」「昼食」です。基本的には学校の制服でご来館ください。 

その時の作業内容により、ジャージを持参していただく場合もあります。 

・体験実施期間中に先生がご来館される場合、事前にご連絡をくださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 新宿歴史博物館では、学校連携事業として上記の内容以外でも「校外学習の史跡めぐ

り」や「夏休みの自由研究」での活用など、ご相談を承っております。また、疑問、お

気づきの点等ございましたら、ご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。 
 


