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な ら こくりつ はくぶつかん とくべつてん な ら はく ざんまい かみ つく

奈良国立博物館 特別展 「奈良博三昧」 にちなんだ紙ずもうを作るよ

たたか

ぱくぱくで戦ってくれる
りきし き

力士を決めるよ

トントンたたいて
りきし うご

力士を動かそう

あそ お

遊び終わったら
かた

片づけることができるよ



ないよう

・ワークショップの内容
どうが なが げんざい

・動画の流れ ←現在
ようい

・用意するもの
つく はじ

・これから作り始めるみなさんへ
ほごしゃ

・保護者のみなさまへ
どひょう つく かた

・土俵の作り方
りきし つく かた

・力士の作り方
つく かた

・ぱくぱくの作り方

あそ かた

・遊び方
さいご

・最後に

わ

分からないところがあったら、
どうが と

いったん動画を止めて
わ みかえ

分かるまで見返してみてね



ようし ぜんぶ まい

用紙（全部で8枚）、はさみ、のり

ようし ひと

用紙はおうちの人に
ようい

用意してもらおう



あんぜん たの つく き

安全に、楽しく作るために気をつけてほしいこと

つか かなら おとな ひと おこな

はさみを使うときは、必ず大人の人といっしょに行おう

つか かみ した

のりを使うときは、いらない紙などを下にひいて、
よご

つくえを汚さないようにしよう



ほ ご しゃ ねが

保護者のみなさまへのお願い

しよう

このワークショップでは、はさみを使用するため、
こ さま め はな くだ

お子様から目を離さないようにして下さい。

しよう ようし きょういくふきゅうしつ

ワークショップで使用する用紙は、「ならはく教育普及室」ホームページから
むりょう ようし かためんいんさつ すいしょう

無料でダウンロードできます。（A４用紙に片面印刷を推奨しています。）
きょういくふきゅうしつ かみ けんさく くだ

「ならはく教育普及室 わいわい紙ずもう」で検索してみて下さい。

ぶぶん ひと

この部分はおうちの人に
み

見せてね



かみ つく かた せつめい

これから紙ずもうの作り方を説明するよ
じゅんび

準備はできたかな？
かみ つく

それでは紙ずもうを作っていこう！





どひょう かみ ようい

①土俵セットの紙を用意する



ぶぶん

この部分は
き

まだ切らないよ

しゃしん き

②写真のように、はさみで切る



のりをつけるところ

かたほう がえ ぜんたい まい

③片方をうら返し、全体にのりをつけ、2枚をくっつける



せん あ お め ぶぶん き

➃線に合わせて折り目をつけ、いらない部分を切る

ぜんぶ しょ

全部で4か所あるよ

ぜんぶ しょ

全部で4か所あるよ
き

まるのところを切ってね



がえ がえ

⑤うら返し、「のりしろ」にのりをつけ、またうら返す

ぜんぶ しょ

全部で4か所あるよ



➅「のりしろ」と「★」をくっつける

ぜんぶ しょ

全部で4か所あるよ



かんせい おな ようき つく

ふたの完成！同じように容器も作ろう



ようき あ どひょう かんせい

ふたと容器を合わせたら、土俵の完成！





かみ ようい

①ならはく・ざんまいセットの紙を用意する



しゃしん き

②写真のようにはさみで切る

かく き

各パーツごとに切ってから
ぶぶん き

いらない部分を切るとやりやすいよ



つく かた つか

ぱくぱくの作り方で使うよ

なくさないようにしよう



がえ はんぶん

③うら返し、半分におる



ひら いちど はんぶん

➃開いて、のりをつけてもう一度半分におり、しっかりとくっつける

のりを
つける



うちがわ じ はんぶん かんせい おな ほか りきし つく

⑤内側に字がくるように半分におったら完成！同じように他の力士も作ろう



りきし かんせい

すべての力士の完成！

かず おお たいへん

数が多くて大変なときは、
かぞく

家族やおじいちゃん、おばあちゃん、
とも きょうりょく つく

お友だちと協力して作ってみてね





かみ ようい がえ

①ぱくぱくの紙を用意し、うら返す



さんかく かたち じゅうじ め

②三角の形におり、十字のおり目をつける

かい

2回おるよ
さんこう

やじるしを参考にしてね



ちょうほうけい かたち じゅうじ め

③長方形の形に十字のおり目をつける

かい

2回おるよ
さんこう

やじるしを参考にしてね



ちゅうしん む かど

➃中心に向かって、４つの角をおる



がえ ちゅうしん む かど

⑤うら返し、中心に向かって４つの角をおる



はんぶん

➅半分におる



さゆう うちがわ む

⑦左右をもち、内側に向かっておす

★をくっつけるイメージで
む

やじるしの向きにおすよ



さゆう うちがわ む

⑦左右をもち、内側に向かっておす



か しゃしん

⑧ひらがなが書いてあるところを写真のようにひらく

ぜんぶ しょ

全部で4か所あるよ



つく かんせい ゆび い あそ

2つ作ったら完成！指を入れて遊んでね





す かいすう

①好きな回数ぱくぱくする



すうじ なか す すうじ

②４つの数字の中から、１つ好きな数字をえらぶ

①をえらんだよ



なか ひら すうじ か りきし たたか

③中を開いて、えらんだ数字が書かれた力士で戦う

えんらおう

①は閻羅王！



りきし たい しゃしん

➃力士2体を写真のようにおきます



ごえ どうじ どひょう

⑤かけ声と同時に、土俵のまわりをトントンとたたく

つよ

強くたたきすぎないようにしよう



さき ほう ま

先にたおれた方が負け



どひょう で ほう ま

土俵から出た方が負け



あそ お どひょう なか りきし い

遊び終わったら土俵の中に力士とぱくぱくを入れよう



じつぶつ み

実物を見てみよう

きょう つく かみ な ら こくりつ はくぶつかん ぶんかざい てん

今日作った紙ずもうには、奈良国立博物館にある文化財が26点も

デザインされてるよ
な ら こくりつはくぶつかん とくべつてん な ら はくざんまい み

奈良国立博物館 特別展 「奈良博三昧」で見ることができるよ
さが

どこにいるのか探してみてね！

てんじ きかん かぎ

展示期間が限られるものもあるので
ちゅうい

注意してね



きかんげんてい こた

アンケート(期間限定)に答えてくれるとうれしいです

さいご み

最後まで見てくれてありがとう！
つく あそ

作ってみて、遊んでみてどうだったかな？
たの

楽しんでもらえたらうれしいです。


