
昔の道具調べ わくわくシート１ 

 

昔の道具発見！  ～むかしのくらしを考えてみよう～ 
①   マスの中にあるむかしの道具をさがします。 

②   見つけた道具の名前を四角に書きます。 

１） ２） ３） ４） 

いろりの上につけて、

なべなどをつるします。

高さをかえられます。 

わらをあんで作った

昔のはきものです。 

いろりにある自在鉤(じ

ざいかぎ)にかけてお湯を

わかしました。 

ごはんを入れる木の入

れ物です。さめないよう

にわらで作られた飯詰(い

ずめ)に入っています。 

５） ６） ７） ８） 

赤ちゃんを入れます。

農作業がいそがしいと

きは田んぼに連れて行

きました。 

 

 

 

中にお湯を入れ、布

にくるみ、ふとんの中

に入れて温めました。 

 

 

 

 

 

糸がついている玉をけ

んさきや横の台にのせて

遊びました。 

給食のおぼんのよう

に食器をのせて、ゆか

において使いました。 

９） 10） 11）  12） 

昔のアイロンです。

中にねっした炭を入れ

て外がわの鉄をあつく

しました。 

 

 

 

 

ハンドルを回すと、

中に風がおくられて、

米やむぎなどのえらび

分けをする道具です。 

 

 

 

 

 

 

たらいに水やお湯を入

れ、でこぼこしたところ

におしつけてあらいま

す。 

木でできていて、手

で回したり、糸をまい

て回したりして遊びま

した。 

 

 

 

 

13） 14） 15） 16） 

 わらでできていて、

両足にはいて雪の上

をふんで歩き、道を

つけました。  

 電気でお米をたき、

たけると自動で止まる

ので便利でした。 

中にすみを入れ、も

やしてあたたまりまし

た。 

昔のせんぷうきで

す。風の強さをかえる

ことはできません。 

 

 名 前 



昔の道具調べ わくわくシート２ 

 

昔の道具発見！  ～むかしのくらしを考えてみよう～ 
①   マスの中にあるむかしの道具をさがします。 

②   見つけた道具の名前を四角に書きます。 

 

17） 18） 19） 20） 

お正月などに空にあ

げて遊びました。 

 いなわらなどで作っ

た雨具。水が中にしみ

こみません。 

 かややすげで作った作業

着（防寒具）です。軽くて

空気がよく通ります。 

 深い雪の上でもぬ

からないで歩くこと

ができます。 

21）  22）  23）  24）  

 音楽を聞く道具です。

電気を使わずにゼンマイの

力でレコードを回します。 

 

 

 わらをあんで作っ

た長ぐつです。 

 石で作ったひきうすで

す。上下の石をすりあわせ、

小麦や大豆などを粉(こな)に

します。 

 かりとったイネからお

米の実をとる道具です。 

25）  26）    

わくわくシートにある昔の道具 

は、右の色のパネルでせつめい 

しているよ。→→→ 

全部見つけられるかな？        

 

 ☆考えてみよう 

 ・それぞれの道具は 

  いつごろ使われて 

  いたのだろう？ 

 ・今の道具とどんな 

  ちがいがあるのだ 

ろう？ 

 ・くらしはどのように 

  かわったのだろう？ 

 イネのなえをうえる場

所のしるしをつける道具

です。 

 四角いはこをのせた

そりです。荷物や乳幼

児(にゅうようじ)などを運

びました。 

 名 前 



昔の道具調べ わくわくシート１（解答） 

 

昔の道具発見！  ～むかしのくらしを考えてみよう～ 
①   マスの中にあるむかしの道具をさがします。 

②   見つけた道具の名前を四角に書きます。 

１）自在鉤(じざいかぎ) ２）わらぞうり ３）鉄瓶(てつびん) ４）おひつ 

いろりの上につけて、

なべなどをつるします。

高さをかえられます。 

わらをあんで作った

昔のはきものです。 

いろりにある自在鉤(じ

ざいかぎ)にかけてお湯を

わかしました。 

ごはんを入れる木の入

れ物です。さめないよう

にわらで作られた飯詰(い

ずめ)に入っています。 

５）嬰詰(えいずめ) ６）湯 たんぽ ７）けん玉  ８）おぜん 

赤ちゃんを入れます。

農作業がいそがしいと

きは田んぼに連れて行

きました。 

 

 

 

中にお湯を入れ、布

にくるみ、ふとんの中

に入れて温めました。 

 

 

 

 

 

糸がついている玉をけ

んさきや横の台にのせて

遊びました。 

給食のおぼんのよう

に食器をのせて、ゆか

において使いました。 

９）炭火(すみび)アイロン 10）唐 箕 （ とうみ）  11）せんたく板  12）こま 

昔のアイロンです。

中にねっした炭を入れ

て外がわの鉄をあつく

しました。 

 

 

 

 

ハンドルを回すと、

中に風がおくられて、

米やむぎなどのえらび

分けをする道具です。 

 

 

 

 

 

 

たらいに水やお湯を入

れ、でこぼこしたところ

におしつけてあらいま

す。 

木でできていて、手

で回したり、糸をまい

て回したりして遊びま

した。 

 

 

 

 

13）踏み俵(ふみだわら) 14）電気釜(でんきがま) 15）火 鉢 （ ひばち）  16）扇風機(せんぷうき) 

 わらでできていて、

両足にはいて雪の上

をふんで歩き、道を

つけました。  

 電気でお米をたき、

たけると自動で止まる

ので便利でした。 

中にすみを入れ、も

やしてあたたまりまし

た。 

昔のせんぷうきで

す。風の強さをかえる

ことはできません。 

 

 名 前 



昔の道具調べ わくわくシート２（解答） 

 

昔の道具発見！  ～むかしのくらしを考えてみよう～ 
①   マスの中にあるむかしの道具をさがします。 

②   見つけた道具の名前を四角に書きます。 

 

17）凧 （ たこ）  18）みの 19）けら 20）かんじき 

お正月などに空にあ

げて遊びました。 

 いなわらなどで作っ

た雨具です。水が中に

しみこみません。 

 かややすげで作った作業

着（雨具）です。軽くて空

気がよく通ります。 

 深い雪の上でもぬ

からないで歩くこと

ができます。 

21） 蓄音機(ちくおんき) 22）わらぐつ 23）石 うす  24）足踏み脱穀機(だっこくき) 

 音楽を聞く道具です。

電気を使わずにゼンマイの

力でレコードを回します。 

 

 

 わらをあんで作っ

た長ぐつです。 

 石で作ったひきうすで

す。上下の石をすりあわせ、

小麦や大豆などを粉(こな)に

します。 

 かりとったイネからお

米の実をとる道具です。 

25）田 型 （ たがた）   26）箱 (はこ)ぞ り   

わくわくシートにある昔の道具 

は、右の色のパネルでせつめい 

しているよ。→→→ 

全部見つけられるかな？        

 

 ☆考えてみよう 

 ・それぞれの道具は 

  いつごろ使われて 

  いたのだろう？ 

 ・今の道具とどんな 

  ちがいがあるのだ 

ろう？ 

 ・くらしはどのように 

  かわったのだろう？ 

 イネのなえをうえる場

所のしるしをつける道具

です。 

 四角いはこをのせた

そりです。荷物や乳幼

児(にゅうようじ)などを運

びました。 

 名 前 


