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プロフィール 奈良町資料館

・1962 ならまち生まれ

・2011 松下電工 退職～奈良町資料館 館長（現在も在職）

・2016（一社） 奈良地域ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所 理事

・2016 全国庚申フォーラム協議会 会長

地域、行政、学校、団体、連携

・2018 ジョルテ

セールスパートナー提携（ｶﾚﾝﾀﾞｰｱﾌﾟﾘﾒｰｶｰ）生駒市、天理市、奈良市、連携

・2013～2019 中学生の職場体験講師(伏見中、登美北中)

・2019、2021 天理大学、帝塚山ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ講話
飛鳥小学校､三笠中学「ならまち体験講義」

基本スタンス 「観光と教育の連携」 「何事も楽しむ！」

資料館

南 哲朗
街の活動化！



■仕事
１ 奈良町資料館
・展示会、学校行事ｲﾍﾞﾝﾄ

・庚申さん身代り申製作

２ 奈良地域デザイン研究所
・地域活動の企画実践

３ ㈱ジョルテ
・学校行政他へのｶﾚﾝﾀﾞｰｱﾌﾟﾘ提案

『しかしか』写真展

神奈川県在住の石井陽子



本日のおはなしの前に ３問 質問です！

Q１ 元興寺は世界文化遺産ですか？

Q２ ならまち とは町名のことですか？

Q３ 庚申さん とはさるぼぼのことですか？
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正解は！

Q１ 元興寺は世界文化遺産ですか？ 〇

「古都奈良の文化財」

Q２ ならまち とは 町名のことですか？ ×
「ならまち とは元興寺の境内跡地」

Q３ 庚申さん とはさるぼぼのことですか？ ×
「疫病退散の青面金剛の事」



１ 世界文化遺産

「古都奈良の文化財」

元興寺



世界文化遺産 「古都奈良の文化財」
1.東大寺（とうだいじ）
2.春日大社（かすがたいしゃ）
3.春日山原始林（かすがやまげんしりん）
4.興福寺（こうふくじ）
5.元興寺（がんごうじ）
6.薬師寺（やくしじ）
7.唐招提寺（とうしょうだいじ）
8.平城宮跡（へいじょうきゅうせき）

「古都奈良の文化財」は8つの資産全体がひとつの文化遺産として
1998年（H10年）に世界遺産として認定
奈良の遺産が世界遺産となったのは文化遺産の価値基準のうち、４つ該当

1 国際交流から生まれた芸術や技術の発展
2 文化や文明の重要な証拠
3 人類の歴史の上で重要な時代の遺産
4 信仰や伝統などと密接に関連

奈良市は街全体が世界遺産



日本史年表 奈良時代



・元明天皇（げんめいてんのう）
藤原京から平城京へ遷都７１０年（和銅３）年

・桓武天皇（かんむてんのう）
平城京から長岡京に遷都７８４年（延暦３）年

南北５Ｋ、東西６Ｋ
７４年間の奈良時代

平城京の期間と広さは？
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今から１３００年ほどまえに、奈良盆地の北端の地
に人口１０万人ほどの大都市が出現しました。そ
れが「へいじょうきょう」当時は
「ならのみやこ」と呼んでました。

平城宮の人口は？
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平城宮の広さと役割は？
は？

平城宮は、東西、南北が約１Ｋｍの形で、その中に政治
や儀式の場である大極殿、朝堂院、天皇が日々生活を
送る内裏（だいり）、役所の建物が建つ。

今の東京で言えば、皇居や迎賓館、さらに永田町と
霞が関の官庁街を合わせたところにあたる。



平城京の外京の中に元興寺が有る

平城京は南北に長い長方形で、中央の朱雀大路を軸として右京と
左京に分かれ、更に左京の傾斜地に外京（げきょう）が設けられて
いる。

外京（げきょう）

元興寺
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参考：元興寺創建千三百年特別展図録 大元興寺展より

←元興寺極楽坊（真言律宗・元興寺）

←元興寺塔跡（華厳宗・元興寺）元興寺小塔院跡→
（真言律宗・小塔院）

奈良町資料館

ー元興寺旧寺地
■伽藍復元図



元興寺 極楽堂
一般人が極楽浄土を目指したところ

参考：わかる！元興寺公式ガイドブックより



２ ならまち



景観「ならまち」
Landscape of
Naramachi
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庚申さん？

青面金剛像が御本尊

日本仏教における信仰対象
の1つ日本の民間信仰

庚申講の本尊として知られ、
三尸を押さえる神とされる



身代り申とは？

家の軒先に赤いぬいぐる
みがぶら下がっている

「庚申（こうしん）さん」

猿をかたどったお守り

災難が入ってこないように
吊るす災いを代わりに受け
てくださることから

「身代り申」という
背中に願い事を書いてつる

す「願い申」ともいう



■世界遺産学習

～奈良で学んだこと～
「誇りを持ち」
「他人を尊敬」
「語れる人に」

体験
・県民（子供～大人）が参加型体験

考察
・歴史文化に「気づき・学ぶ・考える」

発信
・活動が町の魅力として全国に発信



「ならまち歴史・体験クラブ」
奈良市登美ヶ丘北中学校区地域教育協議会 連携

体験学習１

想い
子供が地元の文化に興味
を持ち他人を尊敬する心
を育む！



姉妹都市福島県郡山市の復興支援事業
「リフレッシュＮＡＲＡ ＰＡＲＴ４」 奈良市教育委員会 連携

体験学習５

（奈良市の目的） 20130805
東日本大震災で被災し放射能の影響が残る
福島県郡山市の子どもた ちを招き、水や自然・奈良の世界遺産など
を満喫。また、姉妹都市の子どもたちが夢や希望を
持って被災 地支援に取り組めるように支援。

想い
子供が将来の夢や希望を
持てる心を育む！



掃除、接客、観光ｱﾝｹｰﾄ

ｱﾝｹｰﾄ集計→分析→まとめ

最終日発表会
（キャリア教育プレゼン）
（校長先生、父兄参加自由）

中学生の職場体験 奈良市教育委員会連携体験学習６

想い
子供が社会人って
楽しそうと想像！



「昔のならまち絵看板体験」
明治時代~昭和初期 絵看板 民具



「何屋さんの絵看板でしょうか？」看板体験

答え：甲冑兜屋 ＝ 武道具屋



「何屋さんの絵看板でしょうか？」

ヒント1 ウ ル ユ を組み合わせた漢字

看板体験

答え：べんぴくすり屋 「ウルユ を組合わせたら空と言う漢字 おなかを空にスる薬」



「何屋さんの絵看板でしょうか？」 （難度ﾚﾍﾞﾙ超高）
昔の家の前に吊るされてた看板です。

「何と読み 何をする道具でしょうか？」

看板体験

答え：たのもー 今のインターホン「呼びベル」です



絵看板の謎なぞです （難度ﾚﾍﾞﾙ低）
何屋さんの絵看板でしょうか？

看板体験

答え：扇子屋



絵看板の謎なぞです （難度ﾚﾍﾞﾙ低）
何屋さんでしょうか？

看板体験

答え：十三屋 苦しい死と言うワードは避けられたからくしやと言わず十三屋と言った



鍾馗（しょうき）さんの謎 （難度ﾚﾍﾞﾙ 普通）

奈良町の屋根の上には鍾馗さんが家を守ってます。
さて奈良町の鍾馗さんは全て同じ方向を向いて誰
かを見つめてます。
それは誰を見てるのでしょうか？ 答え：大仏さんからﾊﾟﾜｰ頂く

しょうきさん体験



アンケート 2021.03.03
奈良学園小学校 世界遺産学習 「ならまち体験」

記入者：□男子 □女子
Q１ 元興寺へは又行きたいと思いましたか？ YES NO

Q２ ならまちへ又来たいと思いましたか？ YES NO

Q３ 庚申さん は理解できましたか？ YES NO

Q４ ならまちで一番紹介したいのは何ですか？
（ ）

Q5 本日の体験で何か感想が有れば記入してください。
（ ）



誇り 尊敬 語る

世界遺産学習で学んだ事で、
「自分に誇りを持ち」、「他人を尊敬し」、「何事も語れる」
素敵な人になってください。 奈良町資料館 南哲朗



本日はありがとうございました。

ｱﾝｹｰﾄ用紙の記入に御協力ください。

次は、ならまちでお逢い出来たら

うれしいです！

またならまちでお逢い出来たら

うれしいです！


