
お札の旅で
まってるよ！

自分だけの
お札を
作っちゃおう

宝

平成30年度第1回特別展平成30年度第1回特別展



　まずは、どんなものが描かれているか見てみよう。
日本のお札は、こんな配置だね。
世界のお札はどうなっているかな？

世界には、
いろいろなお札があるね。
どんなお札があるのかな？
冒険へ出るまえに見てみよう。

ちなみに
ぼくたちはどこの国の
お札かな？会場で
さがしてみてね。

ぼくたちが、
案内するよ

　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと
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お札のキホン！？

お札には、いろいろなものが描かれているね。
7つの島で、くわしく見てみよう！

見
本

建国200年に発行された記念すべき
お札で、世界で初めてプラスチック
フィルムが使われたんだ。裏面には、
先住民のアボリジニという人たちが
描かれているよ。

7つの島には、宝物のお札が
隠れているよ。お札の一部を
ヒントにさがしてみてね。

キラキラ光る
シールのよう
なものがある

光にかざすと
人の顔や模様
が見える

肖像
人の顔や姿が
描かれている額面（金額）

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

世界のお札世界のお札

へGO!へGO!
これは、
なんだろう？
これは、
なんだろう？

あれ？
人の顔がない！
なぜだろう？

あれ？
人の顔がない！
なぜだろう？

偉い人や有名
な人のようだ
偉い人や有名
な人のようだ

ふつうの人
のようだ
ふつうの人
のようだ

動物の顔の
お札もあるよ
動物の顔の
お札もあるよ

日本のお札にも
動物がいるらしいよ
見に行ってみよう

日本のお札にも
動物がいるらしいよ
見に行ってみよう

世界には
どんなデザインの
お札があるんだろう

世界には
どんなデザインの
お札があるんだろう

どんな人？どんな人？

その1
P3
へGO!

その2
P4
へGO!

P10
へGO!

P5
へGO!

P6
へGO!

P8
へGO!

P9
へGO!

しま

けん
しまぼう

しま

しま

じん
しまむ

ぞう
しま

しょ
う

ぞう
しま

しょ
う

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

　　　　　　　　  せ  かい

　　　　 　　　　　　　　  さつ

    　　　　　　　  さつ

ぼうけん　　  で　　　　　　　　み　　　　　

  

しま

  せ   かい            さつ  せ   かい            さつ

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   えが　　　　　　　　　　　　　　み

  にっぽん　　　　  さつ 　　　　　　　　　   はい   ち

  せ   かい　　　      さつ

さつ

 えら        ひと       ゆう めい

        ひと

 えら        ひと       ゆう めい

        ひと

          ひと          ひと

　かお　かお

　　  せ  かい

さつ

　　  せ  かい

さつ

ひとひと

あんない

          さつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                えが

　　　　　   しま                                                    み

けん  こく　　　　   ねん　     はっ   こう　　　　           き    ねん

         さつ　　　　 せ    かい　       はじ　

                 しま                たからもの　　　さつ

 かく                                       さつ       いち  ぶ

　　　　　　         ひか ひかり

ひと　　  かお            も   よう

　　   み 

 がく  めん　  きん がく　

　　　　　　　　        つか　　　　　　　　                 うら  めん

せんじゅうみん 　　　　　　　　　　　　　　　            ひと

えが

ひと かお

どう ぶつ

さつ

　  にっ ぽん　　　　さつ

  どうぶつ

    み 　　　い

　　　　　　　　　       　 くに

     さつ　　　      かいじょう

しょう ぞう

ひと　　  かお　    すがた

 えが
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イギリス　50ポンド　2011年

サウジアラビア　50リヤル　2017年

アメリカ  １ドル  1969年 中国  100元  2015年 モンゴル  500トグログ  2003年

ポーランド　20ズロチ　2010年 イタリア　500000リラ　1997年 スウェーデン　20クローナ　1997年

ジョージ・ワシントン 毛沢東 チンギス＝ハン

フレデリック・ショパン（音楽家） ラファエロ・サンツィオ（画家） セルマ・ラーゲルレーヴ（作家）

人の顔や姿を
うつしとった
絵や写真の
ことだよ

お札にはなぜ
肖像が描かれているの？
どんな人がお札の主役に

なるんだろう？

肖像って、
なぁに？

　イギリスはかつて「大英帝国」とよばれ、多くの植民地や海外領土が
ありました。その後、独立した国々と「イギリス連邦」としてつながりを
持ち、その象徴としてエリザベス女王の肖像が多くのお札に登場して
います。連邦の参加国または発行された年により、さまざまな表情で
描かれたエリザベス女王の姿を見ることができます。

　お札の肖像は、細かい線と点を使って複雑に描かれ、簡単には複製できないように作られています。人間は、人の顔や表情を見分
けることに優れているため、毎日使うお札の顔に少しでも変化があればすぐに気がつくようになっています。お札に人の顔を使うの
は、複製されにくいうえ、違いに気づきやすいことから、にせ札を作らせないために効果的な方法なのです。
　そのため、お札には肖像が使われることが多く、世界のお札には、国王や女王、政治家、文化人など、
国民によく知られた人物が肖像として描かれています。

　サウジアラビア、オマーンなど中東の国々や、タイ、マレー
シア、ブルネイなど東南アジアの国々のお札には、国王を描いた
ものが多く見られます。通常、お札の肖像には、すでに亡くなった
人が選ばれますが、生きているうちに肖像となる国王や大統領
もいます。

　ポーランドで生まれ、パリで活躍した
作曲家・ピアニスト。繊細なメロディから
「ピアノの詩人」と呼ばれています。

　ルネッサンスを代表する画家。自画像と
代表作『ガラティアの勝利』の一部がお札の
表面に描かれています。

　児童文学『ニルスのふしぎな旅』で
知られ、ノーベル文学賞を受賞した作
家です。

　アメリカの初代大統領。「建国の父」として
国民に慕われています。

　政治家。中華人民共和国を建国し、
国の代表となりました。

　中央ユーラシアを征服し、モンゴル帝
国を築きました。

国王や女王を描いたお札

国を代表する人物を描いたお札

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

文化人を描いたお札

世界でもっとも多い！　エリザベス女王の肖像

歴代の大統領や歴史的によく知られている人物が肖像として描かれています。

ユーロが導入される前のヨーロッパ諸国では、文化人の肖像が多く使われていました。

さまざまな人物のお札
その1

さまざまな人物のお札
その1

ぞう
しま

しょ
う

ぞう
しま

しょ
う

　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　　　            　ちゅうとう　　くにぐに　           　　　　　　　　　　　

　　　　　　                 　　　　        とう なん　　　　　　　   くにぐに　　         さつ                     こく おう　　 えが  　　　

　　　　　   おお        み　　　　　　　　　つうじょう　　  さつ　　 しょうぞう　　　　　                        な　　           　　 

ひと         えら                                               い            　　　　　                       しょうぞう                        こく おう 　　だいとうりょう

こく   おう             じょ  おう           えが 　　　　　　　さつ

くに　　  だいひょう　　　　  じん ぶつ　　  えが　　　　　　　さつ

せ  かい　　　　　　　　   おお　　　　　　　　　　　　　　じょ おう　   しょうぞう

れきだい　　だいとうりょう　  れき し  てき  　　　　　し　　　　　　　　　  じんぶつ      しょうぞう　　　　   えが

ぶん   か    じん　       えが　　　　　　　  さつ どうにゅう　　　　　まえ　　　　　　　　　　　 しょ  こく　　　　    ぶん か  じん       しょうぞう       おお     つか

 　　　　　　 さつ

しょうぞう　  えが

                   ひと            さつ       しゅ やく

 　　　　　　 さつ

しょうぞう　  えが

                   ひと            さつ       しゅ やく

ひと 　  かお     すがた

    え         しゃしん

ひと 　  かお     すがた

    え         しゃしん

 しょうぞう しょうぞう

 じん　ぶつ            さつ じん　ぶつ            さつ

　            さつ         しょうぞう            こま　　　    せん       てん        つか　　　  ふく ざつ         えが　　　　　かん たん　　        ふく せい　　　　　　　　　　　　　  つく　　　　　　　　　　　　  にん げん　　   ひと         かお       ひょうじょう       み    わ        

　　　                         すぐ                                                    まいにちつか              さつ         かお        すこ                       へん  か　　　　　　　　　　　　　        き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつ         ひと        かお         つか

　　　 ふくせい　　　　　　　　　　　　　　ちが   　　　   き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さつ        つく　　　　　　　　　　　　        こう   か  てき　　 ほう ほう

　　　　　　　　　　　　　さつ　　　     しょうぞう        つか　　　　　　　　              おお             せ  かい　　        さつ　　　　      こく おう　　  じょおう　 せい   じ    か　  ぶん   か  じん

 こく  みん　　　　　  し　　　　　      じんぶつ　　しょうぞう                    えが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だいえいていこく                                        おお              しょくみんち　　   かいがいりょう ど　　

　　　　　　　　　　　　　　   ご       どくりつ                  くにぐに                                          れんぽう                                                                   

  も                             しょうちょう                                                          じょ おう        しょうぞう         おお                      さつ         とうじょう                                                                                     

　                        れんぽう         さん   か  こく                         はっ こう                          とし                                                               ひょうじょう      

えが                                                               じょ おう        すがた      み

ねん

ねん

　　　　　　　　　　　　しょ だい だいとう りょう        けん こく          ちち

 こく みん        した

　　　　　　　　　　　　　　　  う 　　　　　　　　　　　　 かつ やく

 さっきょく  か 　　　　　　　　　　　　   せん さい

　　　　　　　　　  し   じん　　　   よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　だいひょう　　　　  が    か　　  じ    が   ぞう

 だいひょうさく　　　　　　　　　　　　   しょう  り   　　　 いち  ぶ  　　　     さつ

ひょうめん　　えが

　　　じ   どう ぶん がく　　　　　　　　　　　　　　　　　　たび

    し　　　　　　　　　　　　　   ぶんがくしょう　　じゅしょう　　　   さっ

　か

　　  せい   じ    か       ちゅうか   じん みんきょう わ   こく          けん こく

  くに         だいひょう

　　 ちゅうおう　　　　　　　   　　　　せいふく　　　　　　　　　　　てい

   こく  　  きず

ねん

おんがく  か が    か さっ  か

ねん ねん ねん

ちゅうごく　　　げん　　　　 ねん

 もうたく  とう

ねん
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　コーヒー農園で働く若い男性の顔と収穫風景が描かれていま
す。
　中部アフリカ経済通貨共同体は、カメルーン、中央アフリカ、コ
ンゴ共和国、ガボン、赤道ギニア、チャドの6か国が加盟し、共通の
お札を使っています。異なる民族が共通で使うため、お札の肖像
は、働く人や子どもたち、若い男性や女性など、一般の人たちが主
役です。

　働く人や女性、子どもたちなど、一般の人たちが主役のお札もあります。政治上の問題や多くの民族が同じお札を使
う場合など、さまざまな事情によりますが、特にアフリカ諸国では、働く人や動物を主役にしたお札が多く見られます。

ルワンダでは、国の経済を成長させようと科学技術の教育
に力を入れています。そのため、小学校で子どもたちに一
人一台ずつパソコンを配り、授業に使っています。お札には
その様子が描かれています。

　パラグアイは「三国同盟戦争」* で大敗し、多くのもの
を失いましたが、戦前・戦後を通して国のために尽くし
た女性たちの力により復興しました。お札には、その女
性が国のシンボルとして肖像に描かれ、両手に抱えた壷
には国の紋章が刻まれています。
*1864～1870年、アルゼンチン・ブラジル・ウルグアイの３か国
連合軍と戦い、大敗したパラグアイは、国土の４分の１、成人
男子の約８割を失った。

ルワンダ　500フラン　2013年

パラグアイ　20000グアラニー　2011年

中部アフリカ経済通貨共同体　1000フラン　1994年

子どもを描いたお札

働く人を描いたお札

女性を描いたお札

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

有名な人やえらい人だけが
お札の主役じゃないんだね。
どうして、ふつうの人が
お札の肖像になるの？

この国で初めての女王となり、黄金時
代を築いた人物のお札だよ。宝石が
たくさんついた冠をつけているね。
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　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

さまざまな人物のお札
その２

さまざまな人物のお札
その２

ちゅうぶ　   　　　  けいざいつうかきょうどうたい

こ　 　　　　　 　  えが　　　　　　　　 さつ

はたら　　ひと　　　 えが　　　　　　　　さつ

じょ   せい　　　えが　　　　　　　　 さつ

ゆうめい　   ひと　　　　　　　 ひと

　  さつ　   しゅやく

　　　　　　　　　　　　　　         ひと

　　　   さつ　  しょうぞう

　　　　　　　　　　　　　　 　　さん  ごく   どう  めい せん そう　　　　　  たい  はい　　　  おお

　　うしな　　　　　　　　　　　　せん  ぜん　   せん   ご　　    とお　　　　   くに　　　　　　　　 　  つく　　　

　　  じょ  せい　　　　　　   ちから　　　　　     ふっ こう　　　　　　　　　　　　 さつ　　　　　　　　　　　じょ 

せい　　  くに　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうぞう　　   えが　　　  　      りょう  て　　    かか　　　     つぼ

　 　　     くに　　  もん しょう　　きざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　   こく

れんごうぐん　たたか　　 たいはい　　　　　　　　　　　　　 　　こく    ど　　　     ぶん　　　       せいじん

だん し　　  やく　    わり　 うしな

　　　　　　　　　　     のう  えん　　はたら　  わか　　  だん せい　　  かお　　しゅうかく  ふう  けい　　  えが

　　 ちゅう ぶ　　　　　　　　    けい ざい つう   か  きょう どう たい　　　　　　　　　　　　　　      ちゅうおう

　　         きょう わ　こく　　　　　　　　     せき  どう　　　　　　　　　　　　　　　          　　こく　　　か   めい　　　 きょうつう

         さつ　　  つか　　　　　　　　　　         こと　　　　   みん ぞく　　  きょう つう　　  つか　　　　　　　　        さつ　　   しょうぞう

　        はたら      ひと　　　こ　　　　　　　　　      わか　　 だん せい　　   じょ せい　　　　    　いっ ぱん　　  ひと　　　　　　   しゅ

やく

　    はたら　  ひと　　　じょせい　     こ　　　　　　　　　　　　　        いっぱん　　  ひと　　　　　　    しゅ  やく　　　　   さつ　　　　　　　　　　　    せい   じ   じょう　　 もん  だい　　  おお　　　　みん  ぞく　　   おな　　　     さつ　　  つか

　　  ば   あい　　　　　　　　　　　　　　          じ  じょう　　　　　　　　　　　　       とく　　　　　　　　　        しょ   こく　　　　　  はたら　  ひと　　   ど うぶつ　　   しゅ やく　　　　　　　　    さつ　      おお        み

　　　　　　　　　　　　　　  くに　　   けい ざい　　  せいちょう　　　　　　　　　　   か   がく    ぎ  じゅつ　   きょう  いく

　　ちから　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょう がっ  こう　　     こ   　　　　　　　　　         ひと

   り   いち  だい　　　　　　　　　　　　　　　 くば　　     じゅ ぎょう 　　つか　　　　　　　　　　　　　　さつ　　　　

　　　　  よう   す　　　えが

ぞう
しま

しょ
う

じん　ぶつ　　　　　   さつじん　ぶつ　　　　　   さつ

　　　       くに　　   はじ　　　　　          じょ   おう　　　　　　         おう  ごん     じ  

だい　　　 きず　　　　　  じん   ぶつ　　　　      さつ　　　　　　　ほう   せき

　　　　　　　　　　　　　　　かんむり

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

ねん

ねん

 ねん
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　ユーロは、ヨーロッパの25か国＊で使われています。お札に
は、ルネッサンスやゴシックなどの様式をイメージした建物や
橋が描かれていますが、すべて架空のものです。多くの国の人
たちが同じお札を共通で使うため、どこの国か特定できないよ
うなデザインになっています。
＊2018年6月現在。ＥＵ（欧州連合）に加盟する19か国と非加盟の６か国および海外
領域で使われています。

　マダガスカルには、巨大なバオバブの木が多く、地元の
人々に大切にされています。「バオバブ街道」はその美しい
風景を見るため世界中から多くの人が訪れ、国を代表する
観光地となっています。

　お札には必ずしも肖像があるとはかぎりません。風景や建物、植物などが主役のお札も世界にはたくさんあります。
中東の国々では宗教などの理由により、人物を避けて遺跡や風景を描いたお札が多く、また観光をおもな産業とする国
では豊かな自然を描いたお札が多く見られるなどの特徴があります。

マダガスカル　2000アリアリ　2013年

シリア　1000ポンド　2015年

ユーロ　50ユーロ　2017年

植物をシンボルにしたお札

肖像のないお札の代表、ユーロ

遺跡を描いたお札

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

風景や建物だけの
お札もあるんだね。
どうして人の顔が
ないんだろう？

共通のお札を使った方が
便利になるからだよ。
交換の必要もないし、

買物や旅行がしやすくなるよね。
人の行き来やモノの
やりとりが多くなるね！

なぜユーロを
使うの？

この国ではかつて、ダイヤモンドがたくさ
んとれたことで知られているよ。国の貴重
な財産をお札に描いたんだね。
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　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

　古代都市ボスラの遺跡に残るローマ劇場が描かれています。
シリアには古代ローマの遺跡が多く残り、世界遺産にも指定され
ていますが、内戦で爆破されるなどの危険にさらされています。

肖像のないお札肖像のないお札

じん
しまむ

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

ねん

ねん

ねん

しょう  ぞう　　　　　　　　　　   さつ　　　  だい ひょう

　　　　　 ねん がつげんざい            おうしゅうれんごう　　かめい　　　　　　こく　  ひ   かめい　　　　  こく  　　　   かいがい

りょういき  つか

　い　せき　　　えが　　　　　　　     さつ

しょく  ぶつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さつ

ふうけい　　たてもの

　  さつ

    　　　　　　ひと　　かお

つか

　　  きょうつう　　　  さつ       つか            ほう

　　　　  べん  り

　　　　  こう かん　  ひつ よう

かいもの       りょ こう

　　　　    ひと 　　い　　   き

　　　　　　　　　　　　   おお

しょう ぞう　　　   　　　　　　　　さつしょう ぞう　　　   　　　　　　　　さつ

　　　　  さつ　　　　  かなら   　　　         しょうぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふう  けい　　   たてもの 　 しょくぶつ　　　　　　   しゅ   やく　　　　   さつ　　     せ   かい　

ちゅうとう　      くに ぐに 　　　　しゅうきょう　　　　　　　り  ゆう　　　　　　　   じん ぶつ　　   さ 　　　　　  い  せき　   　ふう けい　　  えが　　　　　　　さつ　　  おお　　　　　　　 かん  こう　　　　　　　　     さんぎょう　　　　　    くに

　　　　  ゆた　　　　　 し   ぜん　　 えが　　　　　　   さつ 　　  おお　　 み　　　　　　　　　　　　　  とく ちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      こく　　　　     つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　よう  しき　　　　　　　　　　　　　　　　   たて もの

   はし　　   えが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   か    くう　　　　　　　　　　　　　   おお　　　　  くに　　　ひと

　　　　　　　  おな　　　　   さつ　　   きょうつう　　   つか　　　　　　　　　　　　　　　くに　　　 とく  てい

　　　こ　だい   と      し　　　　　　　　　     い   せき　　  のこ　　　　　　　　     げき じょう　　 えが

　　　　　　　　　　　 こ   だい　　　　　　　　　   い   せき　　  おお　    のこ　　　   せ   かい   い   さん  　　   　    し   てい

　　　　　　　　　　　　ない せん　　   ばく   は　　　　　　　　　　　　　   き   けん 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   きょ  だい　　　　　　　　　　　　　　  き　　　おお　　　    じ   もと

 ひと びと　　  たい せつ       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい どう　　　　　　　　うつく

 ふう けい   　　 み　　　　　　　    せ   かいじゅう　　　　おお　　　　  ひと　　おとず　　　  くに　       だいひょう

 かん こう    ち

　　　　くに

　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　 くに　　   き ちょう

        ざいさん　　　　さつ　　 えが
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　南アフリカでは長い間、アパルトヘイトという政策がとられ、白人以外の人々は人種差
別に苦しんでいました。その間、南アフリカのお札には人物の肖像がなく、「ビッグ5」と呼
ばれる動物たちが肖像として描かれました。
　この政策を廃止させたネルソン・マンデラ（1918-2013）は、後に大統領となり、国を変え
た偉大な人物としてお札の肖像に選ばれ、動物たちは裏側の顔となりました。こうして、
南アフリカのお札は、動物から人間が肖像のお札に生まれ変わったのです。

　一方で、政権の交替により、人物に代わって、動物がお札に描かれた国もあります。
　アルゼンチンでは、政治家などを肖像としたお札が長く使われていましたが、大統領の
方針により、2015年に全く新しいイメージのお札に変わりました。
　人物の肖像がなくなったアルゼンチンのお札には、ジャガーなど野生動物たちをメイン
に貴重な自然の姿が洗練されたデザインで表現されています。

アルゼンチン　500ペソ　2016年

南アフリカ　50ランド　裏　2012年

南アフリカ　旧50ランド　表　2005年

バッファロー 100ランド ゾウ 20ランド シロサイ 10ランド

ライオン 50ランド ヒョウ 200ランド

南アフリカ　50ランド　表　2012年

南アフリカのシンボル〝ビッグ５″の動物たち

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

どうして、人間
じゃなくて動物が
お札の顔に
なるの？

それぞれの国の
考え方や方針で
お札もいろいろ
変わるんだね。

お札を見ると、
その国にしかいない
貴重な動物のことも
知ることができるね。

お札の顔が
動物になったり、
人間になったり。

いろんな理由があるよ。
政治上の理由で争いを避けるた
め、肖像を使わない
自分の国の自然環境のすばらし
さや稀少動物の大切さを多くの
人に伝えるため

・

・

旧50ランドは、ライオンの肖像。他の金額のお札もすべて「ビッグ5」の動物が

お札の顔でした。動物たちは、まるで人間のような表情で描かれています。

しま

みなみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイブ　　　 どう   ぶつ

　　　

　　

みなみ　　　　　　  きゅう　　　　　　　おもて　　　　   ねん

みなみ　　　　　　  　　　　　　　　 うら　　　         ねん

ねん

みなみ　　　　　　  　　　　　　　  おもて　               ねん

　     みなみ　　　　　　　　　　　　  なが        あいだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せい  さく　　　　　　　　　　 はく  じん    い  がい　　   ひと びと　　  じん  しゅ　さ

  べつ          くる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  かん    みなみ 　　　　　　　　　            さつ　　　　　じん ぶつ          しょう ぞう　　　　　　　　　　　　　    ファイブ　　 よ　

　　  　　 　     どう ぶつ　　　　　　   しょうぞう　　　　　　えが

    　　　　　  せい さく            はい  し              ,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   のち　　  だい  とうりょう　　　　　　     くに　　　 か

              い だい 　　 じん  ぶつ　　　　　　　　 さつ　　  しょうぞう　　　えら　　　　　　どう  ぶつ　　　　　　　 うら  がわ 　　  かお

みなみ　　　　　　　　　　　　さつ　　　　どうぶつ　　　　　にんげん　　しょう ぞう　　　　  さつ 　　　う　　　　　   か

　　　いっぽう　　　   せいけん 　　  こう  たい　　　　　　　 じん ぶつ　　　か　　　　　　　　どう ぶつ　　　　   さつ　　  えが 　　　　　　　くに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 せい   じ      か　　　　　　    しょうぞう　　　　　　　　  さつ　　　なが　　つか　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だい とう りょう

  ほう しん　　　　　　　　　　　　ねん　　まった　あたら　　　　　　　　　　　　　　　  さつ　　　か

　　　じんぶつ　　  しょうぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　さつ　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  や   せい  どう  ぶつ

　　　き  ちょう           し  ぜん　　 すがた　   せん  れん　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひょうげん

　　　　　にんげん

　　　　  どう ぶつ

 さつ      かお

　　　　 さつ       かお

  どうぶつ

 にんげん

　　　　　　　　　   くに

かんが    かた      ほう しん

        さつ

     か

　　        さつ        み

             くに

  き ちょう     どうぶつ

 し

　　　　　　　　 り ゆう

 せい  じじょう        り ゆう　  あらそ　　　　さ

　　  しょうぞう      つか

  じ  ぶん       くに        し  ぜんかんきょう

　　　 　 きしょうどうぶつ　　たいせつ　　　   おお

 ひと       つた

きゅう 　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうぞう  ほか　  きんがく　　　  さつ　　　　　　　　　　　   ファイブ　 どう ぶつ

　   さつ　   かお　　　　　   どうぶつ　　　　　　　　　　　にんげん　　　　　  ひょうじょう　えが

6



　

　豊かな自然に恵まれたフィジーでは、鳥や魚、セ
ミ、島の花など、稀少な生き物たちをお札の主役とし
て描いています。このお札にはフィジーの森林にす
む「世界一美しいイグアナ」と呼ばれるイグアナが描
かれています。

　ブラジルのお札の表面はすべて共通の女神像ですが、
裏面には稀少な動物が描かれています。20レアルのゴー
ルデンライオンタマリンは、ブラジル東南部の海沿いに生
息し、金色のたてがみがライオンに似ていることからそう
呼ばれています。

　マウンテンゴリラは、ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和
国東部に生息する大型の類人猿です。絶滅が心配されてい
ますが、現在では少しずつ数を増やしています。

　ニュージーランドのお札は表面に肖像、裏面には固有の
鳥類が描かれています。５ドルのキンメペンギンは、黄色い
頭と目を持ち、氷の上ではなく、森の中に巣を作ります。島
の南東部の海岸などに生息し、ニュージーランドにしかい
ない貴重なペンギンです。

　お札には、その国にしか生息していないもの（固有種）、絶滅が心配されるもの
（絶滅危惧種）など、稀少な動物を国のシンボルとして描いたものも多く見られます。

ルワンダ　5000フラン　2004年

ニュージーランド　５ドル　2015年

ブラジル　20レアル　2015年 　フィジー　５ドル　2013年

めずらしい生き物のお札

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN SPEC

IMEN

SPEC
IMEN

絶滅が心配されている
生き物たちのお札、
たくさんあるんだね。

ほかにもいろいろな生き物が
いるよ。会場で見てみよう。

この鳥は「ブルーバード」と呼ばれてい
て、幸せのシンボルとして大切にされて
いるんだ。自分の国の鳥を宝物のよう
に描いたお札だよ。

44

　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

し
ま

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

い　　　  もの　　　　　  さつ

ねん

ねん

ねん ねん

　　　　さつ　　　　　　　　　　　くに　　　　　　　せい  そく　　　　　　　　　　　　　　　　　   こ    ゆう  しゅ　　　ぜつ めつ　　　しんぱい

   ぜつ めつ   き     ぐ    しゅ　　　　　　　 き しょう　　   どう ぶつ　     くに　　　　　　　　　　　　　　　　　 えが　　　　　　　　　　　おお　　 み

　　　　　　　　　　　　　　　　さつ　　  ひょうめん　　　　　　　　　きょう つう　　　  め  がみ  ぞう

 うら  めん　　　　　  き  しょう　　   どう  ぶつ　　   えが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    とう  なん   ぶ　　　 うみ   ぞ                     せい

 そく　　　   きん いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   に

   よ

　　  ゆた　　　　　   し    ぜ ん　   　めぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   とり　　  さかな

　　　  しま　　   はな　　　　　      き  しょう　　　 い            もの　　　　　　　　　  さつ　　　しゅ  やく

 　　 えが　　　　　　　　      　　　　　　　　　　  さつ　　　　　　　　　　　　　　　　   しん   りん

　　　　 せ   かい いち うつく　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   さつ　　 ひょうめん          しょうぞう　   うら めん 　　　　    こ    ゆう

ちょうるい    　  えが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き   いろ

あたま        め　　　 も 　　　   こおり　　  うえ　　　　　　　　　　 もり　　   なか 　　   す　　　つく 　　　　　　　  しま

　　  なん  とう   ぶ　　　 かい がん　　　　　　    せい そく

　　　　    き  ちょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  みん しゅ きょう わ

 こく   とう   ぶ　　　せい そく　　　　    おおがた　　  るい じん  えん　　　　　   ぜつ めつ　　  しん ぱい

　　　　　　　   げん ざい　　　　   すこ　　　　　　  かず　　　ふ

　　　　  とり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よ

　    　しあわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たいせつ

　　　　　　　　　　  じ   ぶん　　   くに　　   とり　　 たからもの

         えが　　　　　　  さつ

ぜつめつ　   しんぱい

      い       もの                         さつ

　　　　　　　　　　　　　　 い       もの

　　　　  かいじょう　  み

7



　和気清麻呂は、奈良時代に活躍し
た人物です。命の危険にさらされた
とき、突如現れたイノシシの大群に
救われたといわれていることから、イ
ノシシは和気清麻呂の肖像と共に二
度にわたってお札に描かれました。
それらのお札は「表いのしし」、「裏い
のしし」と呼ばれ、明治の人々に親し
まれました。

　千円札と一万円札の裏には、日本を代表する鳥が描かれていました。

　ドイツで印刷されたため、
ゲルマン紙幣とも呼ばれる
このお札には、向かい合う
「龍」と「鳳凰」が大きく描か
れています。いずれも古くか
ら中国に伝わる想像上の生
き物で、皇帝とその妃を表す
ものです。日本では、天皇の
肖像の代わりにこれらの幻
の生き物を描きました。

　キジは、里山に生息する身近な鳥ですが、その美しい姿
や昔話「桃太郎」で子どもたちにもよく知られていることか
ら、日本を代表する鳥として選ばれ、お札にも描かれました。

　タンチョウは、特別天然記念物で、北海道東部を中
心に約1500羽が生息し、古くから日本人に親しまれ
ています。絶滅が心配されている稀少な鳥です。

日本銀行券　Ｄ10000円　裏　昭和59（1984）年 日本銀行券　Ｄ1000円　裏　昭和59（1984）年

新紙幣　金100円   明治５（1872）年

「表いのしし」　日本銀行兌換銀券　改造10円
明治23（1890）年

8頭の猪が、お札の周囲にさまざまな
姿で描かれています。

「裏いのしし」　日本銀行兌換券　甲10円　裏
明治32（1899）年

「亥年」に発行されたお札

明治時代のお札に描かれた生き物たち

龍・鳳凰のお札

イノシシのお札

日本にも動物を
描いたお札が
たくさんあるよ。

国や天皇に
ゆかりのある動物、
肖像と関わりの深い
動物などが
描かれているよ

どんな動物？

縁起のよい神様のかかれたお札だよ。ふ
しぎな小づちを持っていて、自分の好きな
ものがなんでも出てくるんだって。

55
宝物の
お札
宝物の
お札

見
本

見
本

見
本

見
本

見
本

　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

日本のお札に描かれた
生き物たち

日本のお札に描かれた
生き物たち

しま

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

めい   じ        じ    だい　　　　　  さつ　　　  えが　　　　　　　   　い  　　    もの

りゅう　 ほう  おう　　　　  さつ

さつ

にっぽん　　　  どうぶつ

   えが　　　　 　さつ

どうぶつ
　　　   くに　   てんのう

　　　　　　　               どうぶつ

しょうぞう　かか　　　　　 ふか  

　　　   どうぶつ

       えが

にっ  ぽん　　　　　   さつ　　　　えが

　　　　　　　  い　　　　 もの

にっ  ぽん　　　　　   さつ　　　　えが

　　　　　　　  い　　　　 もの

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

せんえんさつ　　  いち まん  えんさつ　　　うら　　　　　   にっ ぽん　　  だいひょう　　　　 とり　　  えが

にっぽんぎんこうけん　　　　　　　  えん　  うら       しょうわ　　　　　　　ねん にっぽんぎんこうけん　　　　　　  えん　  うら       しょうわ　　　　　　　ねん

  おもて　　　　　　　    にっぽんぎんこうだかんぎんけん     かいぞう　  えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  めいじ　　　　　　  　ねん

　　　　　　　  とう   いのしし　　   さつ　しゅうい

　　　　　　　　　　　　　　　　　すがた  えが

しん し へい　  きん　　  えん    めい じ　　　　　　　 ねん

うら　　　　　　　      にっぽんぎんこうだかんけん      こう　  えん　   うら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   めいじ　　　　　　  　ねん

　　　　　　　  　　　　　      いのししどし　 はっこう　　　　　　  さつ

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　   さとやま　　　せいそく　　　　　  み   ぢか　　　とり　　　　　　　　　　　　  うつく                すがた

むかしばなし   もも   た    ろう　　　　  こ　　　　　　　　　　　　　　　　　   し

　  にっぽん　 　だいひょう　　　　 とり　　　　　　  えら　　　　　　　　さつ                  えが

　　    わ   けの  きよ    ま     ろ　　　　   な     ら      じ    だい　　  かつ やく

　　  じん  ぶつ　　　　　  いのち　　   き   けん

　　　　　   とつ  じょ あらわ　　　　　　　　　　　　　　　   たい ぐん

 すく

　　　　　　　　　わ   けの  きよ    ま     ろ　　　しょうぞう　　  とも　　　に

   ど　　　　　　　　　　　　         さつ　　　えが

　　　　　　　　　　　さつ　　　 おもて　　　　　　　　　　　　うら

　　　　　　　　　　よ　　　　　　　めい  じ　　　 ひと  びと　　  した

　　    　　　　       　    いん さつ　　

             　　　　　　  し   へい　　    　　 よ

　　　 　　      さつ　　　　　 　　む　　　　　      あ

   りゅう　　　　   ほう  おう　　　     おお　　　　  えが

                    　　　　　　　　　　　　　　　　ふる

　   ちゅう ごく　　　つた　　　　  そう  ぞう じょう  　　  い

 　   もの　　　　こう  てい　　　　　    きさき　   あらわ

　　　　　　　　　     にっぽん　　  　　　   てん のう

しょう ぞう　　　か　　　　　　 　　　　　　　　　まぼろし

　 　 い　　　もの　　  えが

えん   ぎ　　　　　　  かみ さま　　　　　　　　　　　       さつ

　　　　　     こ　　　　　　　も　　　　　　　　　  じ   ぶん　　  す

　　　　　　　　　　           　で

　　　　　　　　                                とく  べつ  てん  ねん  き   ねん ぶつ　　　    ほっかい どう  とう   ぶ　　  ちゅう

  しん　　   やく　　　　　     わ　　　せい そく               ふる　　　　　　  にっぽん じん　　  した

　　　　　　　　　   ぜつ  めつ　　  しん ぱい  　　　　　　　　　　   き  しょう　　   とり
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　お札の形は横型とはかぎりません。縦型のデザインもあ
ります。カザフスタンは、独立を記念して建てられたモニュ
メントや凱旋門などの建物と、飛び交う鳩たちが平和と友
好を伝えるもので、スイスは光をテーマとしています。お札
の絵の中に、さまざまなメッセージが込められています。

　スウェーデンでは、よく使われる低額のお札に、子どもの本に
ゆかりのある人物を使っています。 旧20クローナには『ニルス
のふしぎな旅』でノーベル文学賞を受賞した作家セルマ・ラー
ゲルレーヴの肖像と物語の一場面が描かれています。現在は、
『長くつ下のピッピ』の著者アストリッド・リンドグレーンの肖像
と、その傍らにピッピの姿と本が描かれています。

　カナダが開発した国際宇宙ステーション用のロボットアームと宇宙飛
行士の姿が描かれたお札。「カナダの手」と呼ばれるロボットの操作によ
り、複雑な作業を行うことができるもので、宇宙開発に貢献するカナダの
技術をアピールしています。

スウェーデン　旧20クローナ
裏 1997年 スウェーデン　20クローナ　2015年

ドイツ　1000マルク　1922年

ベリーズ　10ドル　1984年

カナダ　５ドル　裏　2013年

スイス
20フラン 2017年カザフスタン

　20000テンゲ 2015年

物語の主人公が描かれたお札

お札に描かれた宇宙

さまざまな素材
金箔のお札

布のお札

SPEC
IMEN

縦型のデザイン

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

いろいろな形や素材、
おもしろいテーマがあるね！
お札に見えないような
デザインもあるよ。

世界には、どんな
デザインのお札が
あるんだろう。

　コレクター向けに発行されたお札で、実際には使われていません。
紙の表裏に金箔をはり、凹凸で図柄を表現しています。

コインじゃないけど、金色に
かがやくお札だよ。豪華だね！

66

　第一次大戦後、ドイツやオーストリ
アではコインの不足を補うため、各地
でさまざまな図柄や素材の緊急小型
紙幣（ノートゲルト）が発行されまし
た。紙だけでなく羊の革や絹など、さ
まざまな素材に印刷され、ユニークな
デザインが多く見られます。

　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

さまざまなデザインさまざまなデザイン

けん
しまぼう

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

さつ  　　   えが　　　　　　　　   う    ちゅう

そ    ざい

たて  がた

きん  ぱく　　　　   さつ

ぬの　　　      さつ

もの がたり　       しゅ    じん    こう              えが  　　　　　　　　　    さつ

せ かい

　　　　　　　         さつ

　　　　　　　  かたち　  そ  ざい

  さつ　　 み

うら　　　　　 ねん

ねん

ねん

 　　　　　　　　　　きゅう

うら　　　　ねん

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんいろ

　　　　　　　　　   さつ　　　　　ごう   か

ねん

ねん

ねん

　　　　　　　　  　　  かい  はつ　　　　  こく   さい   う  ちゅう　　　　　　　　　　　　   よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　        う  ちゅう  ひ

 こう     し　　  すがた　　えが　　　　　　　　　さつ　　　　　　　　　　         て　　　　  よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　そう    さ

　　     ふく ざつ　　　 さ  ぎょう　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    う   ちゅうかいはつ　　　こう けん

  ぎ  じゅつ

　　　　  さつ　　かたち　　  よこ がた　　　　　　　　　　　　　　　　         たて がた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  どく  りつ　　　き  ねん　　　　　た

　　　　                  がい せん もん　　　　　       たて もの　　　　と　　       か           はと  　　　　　      へい  わ　　   ゆう

  こう　　  つた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひかり 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつ

　　   え 　　    なか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ

　　　　  　　　　　　　　　む　　　　　 はっ  こう　　　　　　　　　  さつ　　　　じっ  さい　　　　　つか

かみ　      ひょう り            きん ぱく　　　　　　　   おう  とつ　　   ず   がら　　  ひょうげん

　　だい いち   じ    たい せん  ご

　　　　　　　　　　　　　　　ふ   そく        おぎな　　　　　　    かく   ち

     　　　　　　　　　　　   ず    がら           そ    ざい　　 きんきゅう  こ   がた

  し   へい  　　　　　　　　　　　　　　　　　 はっ  こう

             かみ　　　　　　　　　　  ひつじ        かわ          きぬ

　　　　　　　　  そ   ざい         いん  さつ

  　　　　　　　　　　おお　　み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 つか           　　　    てい がく 　　　　  さつ　　　　  こ　　　　　　　ほん

　　　　　　　　　　　　  じん ぶつ 　　  つか　　　　　　　　　　　　きゅう

　　　　　　　　　　  たび 　　　　　 　　　　　　    ぶん がく しょう          じゅ しょう 　　　     さっ  か

　　　　　　　　　　　　   しょうぞう　　ものがたり　　  いち   ば   めん          えが　　　　　　　　　　　　　　   げんざい

  なが　　　　  した　　　　　　　　　　　　 ちょ  しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうぞう

　　　　　　 かたわ　　　　　　　　　　　    すがた　  ほん　　  えが  
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　お札を光にかざすと図柄が現れるすかしは、古くから使われている技術です。最近では、模様が動いて見えるホログラ
ムや傾けると色が変化するインキの技術が発達し、より複雑な動きのあるものへと進化をつづけています。これらは、カ
ラーコピーやスキャナなどで複製することができないため、にせ札を作られないようにするために欠かせない技術です。

7つの島で、キラキラ光るホログラムや
　　　　　　　　　　　　 ふしぎな形をさがしてみよう。

スウェーデン　50クローナ　2015年

アメリカ　100ドル　2013年 南アフリカ　200ランド　1994年

ハチの巣みたいな、ふしぎな模様の
お札だよ。光にすかすと、フクロウが
見えるんだ！

特殊発光インキ
紫外線をあてると、王冠
のマークなどが現れます。

マイクロ文字
ジャケットの襟などに、肉眼では見
えない小さな文字が隠れています。

３Ｄセキュリティリボン
お札を傾けると、青いリボンのベルのマークと数字の100がゆれ動いて見えます。

すかし
光にかざすと、図柄が現れます。

光学的変化インキ
インキ壷の中のベルが消えたり、
現れたり、色をかえたりします。

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

SPEC
IMEN

お札の上には、
キラキラ光るリボンや
ワッペンのようなものが
ついているけど、
なんだろう？

ふしぎの島には、動物の
すかしがいっぱいあるよ。
どんな動物がいるか、

見てみよう。

ひみつの文字や
光をあてると
現れるマークも
隠れているらしい…

77

　　   お札のデータを書き込んでみよう
国名

金額

発行した年

特徴、気がついたこと

宝物の
お札
宝物の
お札

たから  もの

　　  　  さつ

たから  もの

　　  　  さつ

偽造防止技術偽造防止技術

しま

こくめい

きんがく

はっ こう　　　    とし

とくちょう　  き

さつ　　　　　　　　　　   か　　　こ

も     じ

スリーディ

とく   しゅ  はっ こう

しま　　　　　　　　　　   ひか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かたち

こう  がく  てき へん   か

さつ　　うえ

　　 ひか

　　　　　　　　 　も   じ

　　 ひかり

　 あらわ

かく

　　 しま                どうぶつ

     どうぶつ

 み

ぎ   ぞう  ぼう   し   ぎ  じゅつぎ   ぞう  ぼう   し   ぎ  じゅつ

さつ        ひかり　　　　　　　　　       ず    がら　　あらわ   　　　　　　　　　　　　　ふる　　　　　　つか　　　　　　　　　　　  ぎ じゅつ　　　　　 さい きん　　　　　　 も    よう 　　 うご　　　　　み　

かたむ 　　　　　いろ　　　へん か                    　　　　　　　　　ぎ  じゅつ         はっ たつ　　　　　　　 ふく ざつ          うご　　　　　　　　　　　　　　　　　  しん  か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ふく せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さつ　     つく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　     ぎ じゅつ

　　さつ　  かたむ　　　　　   あお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すう   じ 　　　　　　　　　　　  うご　　　　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひかり　　　　　　　　　　 ず   がら　  あらわ

　　　　　  えり　　　　　　　  にく がん　　　　   み

ちい　　　　  も    じ          かく

  し  がい  せん　　　　　　　　　　　  おう かん

　　　　　　　　　　　　　　  あらわ

　　　　　　　  す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も    よう

         さつ　　　　　   ひかり

  み

ねん

ねん

みなみ  ねん

　　　　　  つぼ　　 なか　　　　　　　　    き 

あら　　　　　      いろ
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お気に入りのお札をみつけた人は国名や特徴をメモしてみよう

お札をデザインしてみよう おもて

たから
もの

おお

ひとひと

はずはず きき ぬぬ

ははさつさつ

まいまい しましま

さつ み

さつ

き　　　　 い 　　　　　　　　  さつ　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　   こく    めい              とく   ちょう
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お札をデザインしてみよう うら

2018年7月18日 水 ～9月2日 日
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