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有料

屋外体験

一級上 かるた 「咸宜園いろは歌」

淡窓先生は門下生の教育のた
めに「いろは歌」をつくりました。
このぼっくすは、かるたを通して
「いろは歌」のことを学びます。

二級上 紙芝居「咸宜園入門ものがたり」

門下生を主人公にした紙芝居で
す。咸宜園の学校のしくみや門下
生の生活、またどのような教育が
おこなわれていたかを学ぶこと
ができます。

かみしば  い

二級下

三級下

紙芝居 「淡窓先生ものがたり」

咸宜園入門ぼっくすの紹介

すごろく「淡窓先生の一生」

淡窓先生を主人公にした紙芝居
です。先生がどのような人柄で、
咸宜園はどんな学校だったのか
を学びます。

淡窓先生の一生をすごろくをつ
かって学びます。ここでは先生
の家族のことや咸宜園の歴史
について学ぶことができます。

和綴じの本をつくろう

和紙のはがきをつくろう

漢詩パズル　淡窓先生の漢詩にふれよう

漢詩のしくみ　淡窓先生の漢詩で学ぼう

万善簿をつけてみよう

日記を書こう　淡窓先生の一日

七級下

七級上

八級下

八級上

九級下

九級上

一級下

一級上

二級下

二級上

三級下

三級上

四級下

四級上

五級下

五級上

六級下

六級上

声に出して読む「淡窓先生のことば」

かるた「咸宜園いろは歌」

紙芝居「淡窓先生ものがたり」

紙芝居「咸宜園入門ものがたり」

すごろく「淡窓先生の一生」

すごろく「咸宜園入門～月旦評を学ぼう～」

継手のパズル　咸宜園の建物にふれよう

江戸時代の国名パズル　門下生はどこからきたの？

はんこをつくろう　淡窓先生の落款

漢詩紙芝居「淡窓先生が詠んだ風景」

日田の古地図　咸宜園をさがせ！

掛屋の仕事を体験しよう
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      咸宜園入門ぼっくす

咸宜園では毎月行われた試験の結
果を貼りだして発表していました。
これを「月旦評」と言います。「咸宜園入門ぼっくす」は
一級から九級まであった月旦評をヒントに咸宜園や廣瀬
淡窓のことを学んでいただくための体験学習用教材です。

三級上 すごろく 「咸宜園入門～月旦評を学ぼう」

すごろくで遊びながら「月旦評」
のしくみなど、咸宜園についてく
わしく学ぶことができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    げったんひょう　

　　　　　　　　　　　　　  かん  ぎ   えん



六級上 掛屋の仕事を体験しよう

淡窓先生の生まれた家は、藩の
御用達や掛屋という仕事をして
いました。掛屋の仕事でもあった
両替のしくみを江戸時代のお金
を使って体験します。

かけ や

   ご   よう  たし

七級上 和紙のはがきをつくろう

紙の原料のひとつである楮から
和紙のオリジナルはがきをつくる
ことで、日本の伝統的な紙の文
化にふれることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こうぞ
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五級下

八級下

はんこをつくろう　淡窓先生の落款

漢詩パズル 　淡窓先生の漢詩にふれよう

咸宜園入門ぼっくすの紹介

淡窓先生の書には、いくつもの
落款（はんこ）が使われています。
ここでは、先生の落款（レプリカ）
を押したり、自分だけのはんこを
つくることができます。

淡窓先生の漢詩「桂林荘雑詠
示諸生」や「隈川雑詠」を使った
パズルです。漢詩にふれ、そのし
くみや意味を学ぶことができま
す。（全 4種類）

らっかん
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四級下 継手のパズル 咸宜園の建物にふれよう

咸宜園の建物に使用されている
大工の技「継手」のパズル（模型）
をつかって、その技術を学んだ
り、咸宜園の建物の中に使用さ
れている場所をさがします。
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七級下

四級上

和綴じの本をつくろう

江戸時代の国名パズル   門下生はどこからきたの？

淡窓先生はたくさんの本を書き
残していますが、当時の本は和
本または和綴じ本と呼ばれ、綴
じかたに特徴がありました。ここ
では和本づくりに挑戦します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　わ　

ぼん　　　　　　　　　 と 　　　　　　　　　　　　　　　と　　　

　　 　　　　　  とくちょう

　　　　　　　　　　　　        　　 ちょうせん

咸宜園には全国からたくさんの
門下生が入門しました。江戸
時代の国名のパズルを使って、
門下生の数を出身地ごとに見
ていきます。
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    わ     と


