ワークシートを使用される先生方へ

１

このワークシートは、企画展「千葉市誕生」
（10/19～12/12）の展示（当館 2 階）を対象とし
て作成しました。各章の冒頭に展示してある章の解説を参考にしてください。

２

シート中の『

』は、展示の解説文をそのまま引用しているという意味です。

３

各展示の解説文をよく見て答えてください。

４

児童・生徒同士で相談したり話し合ったりする場面はありません。

５

個人の貴重な所有物をお借りして展示しているものもあります。展示物やケース等に触れない
ことと、写真や動画の撮影が禁止であることも併せて児童・生徒の皆さんへのご指導をお願いし
ます。

※ 解答入りのシートの後に解答なしのシートがあります。 （一部書式が違うところがあります。）

小学校・中学校学習用

「企画展 千葉市誕生」 館内ワークシート
千葉市が誕生したのは、今から百年前の大正 10 年（1921 年）です。街の様子も人々のくらしも
当時と今とではずいぶん違っていました。そこで、小学生や中学生の皆さんのために見学用のワ
ークシートを作りました。展示物や説明を見て、下の質問に答えてみてください。
１

＜第１章＞資料２ 「千葉市街実測図」の①千葉市役所

③千葉停車場（今の千葉駅）の

建物は、現在ある場所と大正 10 年当時は違う場所にありました。
大正 10 年当時はどこにあったのか「千葉市街実測図」の地図を見ながら、下の文章の
の中に言葉を入れましょう。今と昔の地図を比べてみると、他にも場所が違っている
施設が多くあります。どこが違うか調べてみましょう。
①

現在の千葉市役所は海をうめたてた土地(千葉みなと１丁目)にありますが、大正 10 年当時
の千葉市役所は、現在も当時とほぼ同じ位置にある

千葉県庁

の近く(向かい側)にありま

した。
② 現在のＪＲ千葉駅は総武線・外房線・内房線が交わるターミナル駅として、新千葉 1 丁目に
ありますが、大正 10 年当時の国鉄千葉駅があった場所には、今は
２

市民 会館があります。

＜第２章＞大正期の学校制度は、今とずいぶん違いました。資料 23 「千葉町（千葉市）内の
へんせん

小学校の変遷」を見て、

や（

① 今の新宿小学校は、明治 41 年(1908)には

）に言葉を入れましょう。

千葉尋常高等小学校

② 『小学校の授業年数は（中略）明治 25 年(1892)には

尋常

という名称でした。

小学校（４年）、 高等 小学校

（２年）に再変更され、最終的には明治 41 年に（６年）制の義務教育の

尋常

小学校にな

った。』
３

＜第３章＞埋め立てが始まる前、大正期の千葉市の出洲海岸の付近の海は、海水浴客や潮干狩
り客が多く集まり、人気の観光地でした。使われていた鉄道は京成電鉄千葉線です。
① 資料 62～66 の説明を見て

に言葉を入れてください。

今の京成千葉線の西登戸駅は、当時は
②

千葉海岸

駅という駅名でした。

資料 64～66 までの写真や説明を見て今の海水浴と同じことや、違うことは何でしょう
か、自分の気づいたことを書いてください。
各自の感想、気付きを記入

４

＜第４章＞大正 10 年に誕生した頃の千葉市の人口と現在の人口を比べてみましょう。
ただし、
市の範囲(広さ)は、現在は当時よりはるかに広くなっています。また、当時定めら
れた市のマーク(市章)にも注目してみましょう。
資料 81「千葉市の人口動態」の説明を見て

に数字入れましょう。

また、②では現在の千葉市の人口を約 98 万人、大正 10 年の人口を約 3 万人として、
何倍になっているかを数式で計算しましょう。
①

『市制が施行された大正 10 年には、

33,887

人であったが、昭和 5 年には

49,038

人

と、1.5 倍近くまで増加した。』
②

約 98 万（980000）人

÷

（現在のおよそ千葉市人口）

約 3 万（30000）人

＝

約

（大正 10 年のおよその人口）

32.7

倍に増えました。

（小数第一位まで）

③ 資料 89 には『千葉市章』の由来が書かれています。この模様にはどのような意味があるので
しょうか？
「月」と「星」は、千葉氏や千葉神社の紋章に使われており、
そこに千葉市の「千」を配置した

参考：これは千葉氏の「月星紋」です

５

＜第５章＞

→

現在は新型コロナウイルスが世界中に広がって人々が苦しんでいますが、
りゅうこうせいかんぼう

大正 7 年から大正 10 年まで「スペイン風邪」という流 行 性 感冒が世界中に広ま
かんせん

り、千葉県内でも多くの方が感染しました。
資料 103～104 の説明を見て
①

に言葉や数字を入れましょう。

資料 103 『スペイン風邪の千葉県内の総患者数は約

34 万人、総死亡者数は約

6,600 人

です。』
②

資料 104 の② 『千葉県立病院（現在の千葉大学病院）では、15 日から一般の方を対象に
ワクチン の予防接種を実施。手数料は 2 回接種で

70

銭。』

（当時はお金がかかりました）
③

資料 104 の④ 『県教育課の通牒（お知らせ）では「

呼吸保護器（マスク）の使用」につい

て触れている。
』（当時、マスクはこう呼ばれていました）

小学校・中学校学習用

「企画展 千葉市誕生」 館内ワークシート
千葉市が誕生したのは、今から百年前の大正 10 年（1921 年）です。街の様子も人々のくらしも
当時と今とではずいぶん違っていました。そこで、小学生や中学生の皆さんのために見学用のワ
ークシートを作りました。展示物や説明を見て、下の質問に答えてみてください。
１

＜第１章＞資料２ 「千葉市街実測図」の①千葉市役所

③千葉停車場（今の千葉駅）の

建物は、現在ある場所と大正 10 年当時は違う場所にありました。
大正 10 年当時はどこにあったのか「千葉市街実測図」の地図を見ながら、下の文章の
の中に言葉を入れましょう。今と昔の地図を比べてみると、他にも場所が違っている
施設が多くあります。どこが違うか調べてみましょう。
①

現在の千葉市役所は海をうめたてた土地(千葉みなと１丁目)にありますが、大正 10 年当時
の千葉市役所は、現在も当時とほぼ同じ位置にある

の近く(向かい側)にありま

した。
②

現在のＪＲ千葉駅は総武線・外房線・内房線が交わるターミナル駅として、新千葉 1 丁目に
ありますが、大正 10 年当時の国鉄千葉駅があった場所には、今は

２

会館があります。

＜第２章＞大正期の学校制度は、今とずいぶん違いました。資料 23 「千葉町（千葉市）内の
へんせん

小学校の変遷」を見て、

や（

）に言葉を入れましょう。

①

今の新宿小学校は、明治 41 年(1908)には

②

『小学校の授業年数は（中略）明治 25 年(1892)には
（

という名称でした。

年）に再変更され、最終的には明治 41 年に（

小学校（

年）、

年）制の義務教育の

小学校
小学校

になった。』
３

＜第３章＞埋め立てが始まる前、大正期の千葉市の出洲海岸の付近の海は、海水浴客や潮干狩
り客が多く集まり、人気の観光地でした。使われていた鉄道は京成電鉄千葉線です。
①

資料 62～66 の説明を見て

に言葉を入れてください。

今の京成千葉線の西登戸駅は、当時は
②

駅という駅名でした。

資料 64～66 までの写真や説明を見て今の海水浴と同じことや、違うことは何でしょう
か、自分の気づいたことを書いてください。

４

＜第４章＞大正 10 年に誕生した頃の千葉市の人口と現在の人口を比べてみましょう。ただし、
市の範囲(広さ)は、現在は当時よりはるかに広くなっています。また、当時定めら
れた市のマーク(市章)にも注目してみましょう。
資料 81「千葉市の人口動態」の説明を見て

に数字入れましょう。

また、②では現在の千葉市の人口を約 98 万人、大正 10 年の人口を約 3 万人として、
何倍になっているかを数式で計算しましょう。
①

『市制が施行された大正 10 年には、

人であったが、昭和 5 年には

人と、

1.5 倍近くまで増加した。』
②

約 98 万（980000）人

÷

（現在のおよそ千葉市人口）
③

約 3 万（30000）人

＝

約

（大正 10 年のおよその人口）

.

倍に増えました。

（小数第一位まで）

資料 89 には『千葉市章』の由来が書かれています。この模様にはどのような意味があるので
しょうか？

参考：これは千葉氏の「月星紋」です

５

＜第５章＞

→

現在は新型コロナウイルスが世界中に広がって人々が苦しんでいますが、
りゅうこうせいかんぼう

大正 7 年から大正 10 年まで「スペイン風邪」という流 行 性 感冒が世界中に広ま
かんせん

り、千葉県内でも多くの方が感染しました。
資料 103～104 の説明を見て
①

に言葉や数字を入れましょう。

資料 103 『スペイン風邪の千葉県内の総患者数は約

万人、総死亡者数は約

人

です。』
②

資料 104 の② 『千葉県立病院（現在の千葉大学病院）では、15 日から一般の方を対象に
の予防接種を実施。手数料は 2 回接種で

銭。』
（当時はお金がかかりました）

③

資料 104 の④ 『県教育課の通牒（お知らせ）では「
て触れている。』
（当時、マスクはこう呼ばれていました）

（マスク）の使用」につい

