
小学校６年社会科『県史』資料活用資料及び展開例

甲府城下に暮らす人々

１ 活用資料・展開例に対応する，学習指導要領小学校社会第６学年の目標と内容

目標（３）社会的事象について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，より

よい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うととも

に，多角的な思考や理解を通して，我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛

する心情，我が国の将来を担う国民としての自覚や平和を願う日本人として

世界の国々の人々と共に生きることの大切さについての自覚を養う。

内容（２）我が国の歴史上の主な事象について、学習の問題を追究・解決する活動を

　通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。その際、我が国の歴史上の

主な事象を手掛かりに、大まかな歴史を理解するとともに、関連する先

人の業績、優れた文化遺産を理解すること。

内容の取扱いについての配慮事項

（３）博物館や資料館などの活用を図るとともに、身近な地域及び国土の遺跡や
　文化財などについての調査活動を取り入れるようにすること。また、内容
　に関わる専門家や関係者、関係の諸機関との連携を図るようにすること。

２ 県史アンケート結果と対応する活用資料の項目

・ 地域の発展に尽くした先人の業績・ 水害・治水

・ 甲府空襲・ 地域に残る文化財

・ 戦時下のくらし ・ 戦国武田三代

・ 甲斐源氏 ・ 身延山と日蓮

・ 天保郡内騒動・ 幕末・維新の山梨

・ 甲府城・城下町・ 富士川舟運

「 （ ）」３ 武士の世の中をさぐろう・新しい日本の国づくりを見つめよう 甲府城・城下町

の内容に該当する『山梨県史』

通史編３・近世１

通史編４・近現代１

資料編７・中世４（考古資料）

資料編９・近世２（甲府町方）

資料編13・近世６下（全県）

（キ）江戸幕府の始まり、参勤交代や鎖国などの幕府の政策、身分制を手掛か
りに、武士による政治が安定したことを理解すること。

（カ）キリスト教の伝来、織田・豊臣の天下統一を手掛かりに、戦国の世が統
一されたことを理解すること。

（ク）歌舞伎や浮世絵、国学や蘭学を手掛かりに、町人の文化が栄え新しい学
問がおこったことを理解すること。の

（ケ）黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化などを手掛かり
に、我が国が明治維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めた
ことを理解すること。



「 （ ）」４ 武士の世の中をさぐろう・新しい日本の国づくりを見つめよう 甲府城・城下町

活用資料（例）

学習指導要領該当項目 活 用 可 能 資 料

（２）－（ア）カ

２ 全国統一への動き 通史編３ P21～P32 江戸幕府確立期の甲斐とその支配

○秀吉，全国を統一する 通史編３ P34～P36甲府城主徳川綱重

○家康，江戸に幕府を開 通史編３ 口絵１ 加藤光泰の墓

く 通史編３ 口絵18･19 天正19年８月の加藤光泰検地帳

資料編７ P154～P162 武田氏館と甲府城下町

資料編７ 口絵２ 武田氏館

資料編７ 口絵３ 相川扇状地に広がる甲府城下町

（２）－ア（キ）（ク）

３ 幕府の政治と人々の成 通史編３ P227～P243 甲府城下と国中

長 通史編３ 口絵25 甲府の水菓子問屋と商品

○身分ごとに異なる暮ら 通史編３ 口絵26 寛文13年２月甲府八日町河内問屋五

し 兵衛宿取改書上

○にぎわう都市，花開く 資料編９ P1317～P1324 甲府城下町の成立と町政

文化 資料編９ P1324～P1336 甲府町方の概観

資料編９ P1337～P1341 甲府の｢御用留｣と｢御用日記｣

資料編９ P1341～P1384 掲載資料の解説

資料編９ 口絵 甲府絵図

資料編９ 口絵 繁栄する甲府

資料編９ 口絵 店舗の様子

資料編９ 口絵 甲府の町並

資料編９ ｢懐宝甲府絵図｣をトレースしたもの

資料編13P873～P884 甲府城

資料編13 P885～P890 甲府城下町

（２）－ア（ケ）

○郷土の先人の足跡を調 通史編４ P３～P６官軍入甲前後

べよう 通史編４ P15治安制度

１ 新しい時代の幕あけ 通史編４ P37山梨県勧業製糸場の創設

○新しい政府をつくる 通史編４ P41山梨県勧業試験場創設

○西洋に追いつけ 通史編４ P73徽典館

○まちの暮らしが変わっ 通史編４ P153 明治十四年・十五年の山梨県会

た 通史編４ P308 付電灯の普及

通史編４ P331 府県連合共進会の開催

通史編４ P409 恩賜県有財産管理規則の制定

通史編４ P461 漢詩文･川柳

通史編４ P485 相撲（前期）

通史編４ P738 史跡･名勝等の保護

通史編４ P760 文明開化・西洋化と女性の服装

通史編４ 口絵１ 山梨県勧業試験場

通史編４ 口絵２ 甲府市街俯瞰図

通史編４ 口絵16 工事中の謝恩碑



５ 展開例

対象となる時間 学習指導要領  内容（２）－ア（キ）（ク）

「身分ごとに異なる暮らし」の後，発展としての特設授業

所要時間 １時間（４５分）

目 標 甲府城下に住む人々の暮らしを調べ，身分制度の下で，人々がどのよ

うな暮らしをしていたのかをとらえることができるようにする。

学習の流れ 提示資料等 児童の活動 備 考

１ 江戸幕府のもとで ○教科書や資料集を 教科書，

導 農民や町人がどのよ 読み返しながら， 資料集

入 うに暮らしていたか 江戸時代の人々の

を思い起こす。 暮らしについてふ

５ ・身分ごとに異なる り返る。

分 暮らしぶり ・村や町の暮らし

・幕府の支配 ・支配のしくみ

江戸時代の甲府城下町の人々は，どのように暮らしていたのだろう

２ 「甲府絵図」や｢懐 資料編９ ○江戸時代の甲府城 実物投影

展 宝甲府絵図｣をトレー ・口絵 甲府絵図 下町から感じたこ 機やパワ

開 スしたものを見なが …① とや今の甲府の町 ーポイン

ら，江戸時代の甲府 ・｢懐宝甲府絵図｣ と比べて考えられ トによる

30 城下町の様子につい をトレースした ることなどを発表 プロジェ

分 て話し合う。 もの…⑤ し合う。 クター提

・甲府城を中心とし ・現在の甲府市の ・道路や家屋，店 示

た町の様子 地図 などの様子

・武家屋敷や町人た ・身分による住居 ワークシ

ちの家屋 など 地域の違い ート

・ 甲府 絵図」は， ・水道などの整備「

身分によって住ん の様子

でいるところが色 ・現在の甲府市の

分けされている 町名とのつなが

・ 懐宝 甲府絵図」 り「

をトレースしたも ・甲府城を中心と

のでは，現在の甲 したまちづくり

府市の地名とのつ の様子

ながりを見ること

ができる

３ 「繁栄する甲府」 資料編９ ○江戸時代の甲府城 ワークシ

「 店 舗 の 様 子 「 甲 ・口絵 下町の人々の暮ら ートに記」

府の町並」の３つの 繁栄する甲府 しについて，気づ 載

資料を見て，江戸時 …② いたことや考えら

代の甲府城下町の人 店舗の様子…③ れることなどを発

々のくらしについて 甲府の町並…④ 表し合う。

話し合う。 ・地図上の位置の

・嘉永７(1854)年頃 確認

の甲府の賑わい ・甲府城下町の賑

・柳町の薬種商の店 わい

舗 ・現在も残る当時

・上連雀町一丁目の からの甲府市の



様子 店舗の紹介

＊柳正堂書店

など

・通りなど店のま

わりの様子や看

板など店の様子

・当時の人々の服

装や暮らしぶり

４ 当時の甲府城下町 ・かいじあむ歴史 ○江戸時代の甲府勤 博物館の

ま の人々の生き生きと 紙しばい７「八 番支配の下で，人 パフレッ

と した暮らしぶりを思 日町ジオラマ写 々が思ったより生 トなど

め い描き，県立博物館 真」…⑥ き生きとくらして

の見学へとつなげる いたことを知る。。

10 ・登場人物の服装

分 や身分などの説

明

・登場人物の役割

の説明

・博物館の展示と

のかかわりなど

の説明

・博物館見学の際

の留意点

など

＜本時を進めるにあたっての留意事項＞

（１）学習形態

学級の児童の実態等を踏まえて，一斉指導やグループ学習などの形態を考える。一斉

の中で意見が出にくい場合は，グループ学習で意見交換をさせるなどするとよい。

（２）発問について

事前に資料等によく目を通しておき，児童の興味関心が高まるような発問の仕方を考

えておくとよい。

（３）江戸時代の民衆観の転換について

「江戸時代の民衆は，幕府に支配された苦しい生活を送っていた」というイメージを

覆し，正しい歴史観をもたせるために，甲府城下町の人々のいきいきとした生活ぶりを

紹介するとよい。

（４）学習内容の重点化について

展開例の中の「学習の流れ ３」の部分は，学習の進行状況や児童の実態等によって

は，省いてもよいと思われる。その際は 「学習の流れ ２」の部分について，重点的，

に話し合うなどして，学習内容の充実を図るとよい。

（５）ワークシートについて

学習を進める上での参考資料として，ワークシート（例）を添付した。やはり，児童

の実態等に応じて改変しながら活用していただきたい。

（６）県立博物館の活用

「鑑賞・学習型展示（山梨の風土とくらし 」…『城下町の賑わい 『変貌する景観』） 』

など

「鑑賞・学習型展示（甲斐を往き交う群像 」…『江戸文化の往来』など）

「体験型展示（歴史の体験工房 」…『記憶の現場 『リサイクルの現場』など） 』

それぞれの展示と学習内容のかかわりについて，事前に説明をしたり，博物館のワー

クシートを利用したりして，児童に伝えておくとよい。



（ 山梨県史 資料編９ 近世２ 甲府町方」より）本時で提示する活用資料 「

※①

資料編９ 口絵 甲府絵図

｢懐宝甲府絵図｣をトレースし

たものと併せて活用する。

※②

資料編９ 口絵 繁栄する甲府

※③

資料編９ 口絵 店舗の様子

※④

資料編９ 口絵 甲府の町並



※⑤

資料編９ ｢懐宝甲府絵図｣をトレースしたもの

現在の甲府市の地図と併せて活用するとよい。

※⑥ ※⑥

かいじあむ歴史紙しばい７ かいじあむ歴史紙しばい７

「八日町ジオラマ写真」…表 「八日町ジオラマ写真」…裏



ワークシート（例）

江戸時代の甲府城下町の人々の暮らしを調べよう！

６年 組 氏名

１ 「甲府絵図」や｢懐宝甲府絵図｣をトレースしたものを見ながら，江戸時代の甲府城下

町の様子について調べましょう。

① 甲府城を中心とした町の様子（道路や家屋，店などの様子）から

② 武家屋敷や町人たちの家屋など（身分による違い）から

③ 水道などの整備の様子から

④ 現在の甲府市の町名とのつながりから

⑤ その他気づいたこと（甲府城を中心としたまちづくりの様子など）

⑥ 感じたこと・思ったことなど



２ 「繁栄する甲府 「店舗の様子 「甲府の町並」の３つの資料を見て，江戸時代の甲」 」

府城下町の人々のくらしについて考えよう。

① いろいろな見方で，資料からわかることや読み取れることなどについて，考えを出

し合いましょう。

② 上の資料を見て，当時の甲府の様子について感じたこと・思ったことなどを書いて

みましょう。

現在の甲府市の地図で，位置

を確認しましょう！

甲府城下町のにぎわいの様子

を見てみましょう！

現在も残る当時からの甲府市

のお店もあります。調べてみま

しょう！

（例えば，柳正堂書店などで

す。）

通りなど店のまわりの様子や

看板など店の様子，当時の人々

の服装や暮らしぶりなどにも目

を向けてみましょう！




