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所在地（電話番号） 大分県豊後高田市池部 1742番地 （0978-26-2047）
研究内容等掲載ウェブサイト URL http://tyu.oita-ed.jp/takada/tasibu/
研究のキーワード
他の地域の文化との交流・理解
外国の文化との交流・理解
各教科での取組を通した教育課程の創造
研究成果のポイント
他の地域の文化や外国の文化との交流を通して,自分たちの地域の文化と共通する部分や異

なる部分を,生徒自らが気付くことができ,改めて田染の伝統文化について,理解を深めること
につながっていった。この成果を踏まえ,伝統文化教育を視点としたよりよい教育課程の創造
を図る。

１ 研究主題等
（１）研究主題

伝統文化に親しみ,郷土に愛着や誇りを感じる生徒の育成
～田染の伝統文化を基軸とした教育課程の創造～

（２）研究主題設定の理由
本校は,平成25,26年度の２年間,｢伝統や文化に親しみ,心豊かに生きる生徒の育成｣を研究主

題として,体験活動や教科等の学習をつなげ,各学年でキーワードを設定して伝統文化教育を進
めてきた。その結果,｢伝統文化を受け継いでいこう｣｢自分の住んでいるところに誇りを持って
いる｣という生徒が多くなった。
そこで,今年度から２年間,田染の伝統文化を基軸にした各教科での取組や体験活動等を含め,

さらに,他の地域の文化や外国の文化との交流を取り入れた学校全体での教育課程の編成,指導
方法の工夫改善を目指し,本主題を設定した。

（３）研究体制
拡大研究推進委員会

田染中 PTA
コミュニティ・スクール
推進委員会

学 第１学年
校長 教頭 研究推進部 年 第２学年

部 第３学年
田染公民館
田染自治会
健全育成会

伝統文化保存会



（４）１年間の主な取組
平 ４月 修学旅行の取組 ・・・他の地域の文化との比較
６月 田染荘御田植祭 ・・・地域との交流

成 ８月 他の中学校との交流 ・・・他の地域の文化との交流
９月 田染民謡・田染音頭の取組 ・・・地域との交流

27 10月 田染荘収穫祭 ・・・地域との交流
11月 伝統文化教育中間研究発表会

年 〔国立教育政策研究所教育課程研究センター
教育課程調査官 東良雅人氏〕

度 伝統文化集会 ・・・地域との交流
12月 伝統文化講演会

〔福岡大学教授 勝山吉章氏〕
ようこそ先輩｢留学生活を終えて｣（本校卒業生）

２月 立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）との交流 ・・・外国の文化との交流
一年次中間発表

年間 田染を中心とした伝統文化を取り入れた各教科等での授業実践及び教育課程の見
直し

２．研究内容及び具体的な研究活動
（１）研究内容
各授業や様々な体験活動を通して,生徒たちが郷土に愛着や誇りを感じるようになるために,

より効果的な指導方法の工夫や改善を行い,伝統文化教育の視点からの年間指導計画の改善を含
めた教育課程の創造を目指す。
特に,体験活動では必要に応じて,記述などから生徒の意識の高まりを把握していく。また，

新入生にとっては,初めての中学校での伝統文化に関する学習となるため,意識の変容を把握し
ていく。

（２）具体的な研究活動
①他の地域の文化や外国の文化との交流（○は生徒のワークシートなどの記述）
修学旅行の取組 他の中学校との交流 外国人との交流
（田染の伝統文化と奈良・京 （姫島中学校の取組を知り, （外国人と触れあったり,
都の伝統文化を比較する） 自分たちの取組に生かす） 伝統文化を交流する）
〔社会科と連携して〕 〔総合的な学習の時間〕 〔英語科と連携して〕
〔4月・５月〕 〔夏季休業中〕 〔10月第２日曜〕

○奈良・京都にある文化財と同 ○姫島中学校の生徒は,姫島の ○テンションの高さ,人なつ
等のものが田染にもある。 ことをよく知っている。 っこい人が多いのに驚い

○文化財を大切にする気持ちは, ○姫島中学校の生徒が、盆踊り た。（田染荘収穫祭）
変わらない。 の練習に真剣に取り組んでい ○ネパールでは,稲刈りは手

○管理の仕方の違い。（清掃は自 た姿を見て,自分も真剣に取 作業ですることなど。
分たち生徒がやっている→誇 り組もうと思う。 ○ APU の学生と話して自然
り） ○姫島中学校の生徒は,姫島の と英語ができるようにな

○規模が違うのは仕方ない。 活性化につながってほしいと った。
いう願いを持っている。

田染地域と他の地域の伝統や文化を比較することを通して,共通点や異なる点を学ぶことが
でき,改めて田染地域や自分たちの取組を振り返ることができた。また,自分たちと同じ他の
中学校の取組を見聞きすることにより,他の中学校の良い点を感じ取り,自分たちの取組を振
り返り,今後の意欲につなげることができた。
ＡＬＴ以外の外国人と接し,明るさや活動的な面に圧倒されそうになる姿も見受けられたが,

徐々に慣れてきて,外国の様子も聞き取ることができた。



②地域との交流（○は生徒のワークシートなどの記述）
田染荘御田植祭・収穫 八反ずりの取組 田染民謡・田染音頭 伝統文化講演会の取組
祭への参加 の取組
〔６月・10月第２日曜〕〔総合的な学習の時 〔音楽科・体育科と 〔総合的な学習の時間〕

間〕 連携して〕

○人が多く来るという ○昔の人は機械はな ○田染音頭では太鼓が ○伝統文化を守っていか
ことは,誇りが持てる くて全て手作業で うまくたたけてよか ないといけないので行
ことだと実感した。 していてとても大 った。 事に積極的に参加して

○来年もまた御田植え 変だなぁと思いま ○太鼓にがんばった。 いきたい。
祭できちんと苗が植 した。 ○少しずれているとこ ○｢櫨とり唄｣にも挑戦し
えられるようにがん ○昔の人は八反ずり ろもあったけど踊る ていきたい。
ばりたい。 の器具を使いなが ことができた。 ○地域の行事になるべく

○文化が違う国の人同 ら色々なところを ○全校生徒１６名中, 参加していきたい。
士が活動を共にでき 痛めながら八反ず ７名が太鼓,くどき ○公民館の盆踊り大会で
ることはいいと思う。 りをしていた。 の練習に参加。 太鼓をたたいたので後

○６月に植えた苗が,10 輩にたたき方を教えた
月に大きく成長した い。
稲になっていて,うれ ○田染はいいところなん
しかったです。 だと改めて実感した。

今年度も地域の様々な行事に参加し,地域の特色に触れ,地域に対する誇りや愛着を持った
と思われる生徒の感想もたくさん見られた。また、講演会の中で,他の地域の人から田染地区
の素晴らしさを聞くことは,生徒たちにとって新鮮であり,気付きにもつながったことで自分
の地域に誇りを持つことに十分つながる取組であった。
他にも地域の活性化のために尽力している人の話を聞いて,自分たちにもできることはして

いこうという気持ちを高めることができたと思われる。

③各教科での伝統や文化に関する内容を取り入れた取組例
〔国語〕｢枕草子田染中バージョンを作成しよう。｣（２年生）

→田染の四季や風景を思い出しながら,枕草子にあてはめた。
〔社会〕｢宇佐八幡と天台宗（富貴寺）の結びつき。｣（１年生）

→比叡山延暦寺の最澄から宇佐八幡,六郷満山、富貴寺へとつなげた。

〔数学〕｢確率の単元で地区内にある文化財巡りを題材として,場合の数を求める問題を扱う。｣
（２年生）

〔理科〕｢田染荘の植物や動物を調べよう。｣（１,２年生）
〔音楽〕｢田染民謡の演奏をしよう。｣（３年生）

→箏,和太鼓,三味線,オルガン,キーボードを使用し,地域の行事で発表した。
〔美術〕｢環境とともに生きる造形。田染民謡のはっぴ作りを通して,自分たちの暮らす地域の風景や

文化について考える。｣（３年生）
→生徒たち一人一人が,独自にはっぴのデザインを考え,校内文化祭で披露した。

〔保体〕｢田染民謡,田染音頭の取組｣（１，２，３年生）
→運動会や地域の行事の中で発表した。

〔家庭〕｢あいがも飯を炊こう｣（２年生）
→田染地区で育てているあいがもを使って,あいがも飯を炊いた。

〔英語〕｢ＡＬＴに観光名所やお祭りを紹介しよう。｣（２年生）
→大分県や豊後高田市、田染地区の観光名所や祭を英文で紹介した。

〔道徳〕｢篠崎街道｣（１年生）
→地域社会の一員としての自覚を持って,郷土を愛し,郷土の発展に努めようとする態度を育
てるねらいのもと,田染のことを考えることができた。



④生徒の変容
アンケート結果より（一年生３人 二年生５人 三年生８人）
１，はい。そう思う。
２，はいに近い気持ち。どちらかというとそう思う。
３，いいえに近い気持ち。どちらかというとそう思わない。
４，いいえ。そう思わない。

項 目 一年生 二年生 三年生
６月 10月 ６月 10月 ６月 10月

あなたは,｢伝統文化｣を受け継 １ ０ １ ２ ３ ３ ３
１ いでいこうと思いますか。 ２ ２ ２ ２ １ ５ ５

３ １ ０ １ ０ ０ ０
４ ０ ０ ０ １ ０ ０

あなたは,あなたが住んでいる １ １ ３ ４ ４ ５ ８
２ 田染地区に誇りを持っています ２ １ ０ ０ ０ ３ ０
か。 ３ １ ０ １ ０ ０ ０

４ ０ ０ ０ １ ０ ０

○昨年度までの取組を通して,学年が上がるにつれ,伝統文化に対する意識が高いことが分かっ
た。
一年生の意識を高めることが課題となっていたが,様々な取組や学習を通して,伝統文化に関
する意識が変わってきたことが分かった。
〈一年生の感想〉 伝統文化保存会の方の話を聞いて
今日,伝統文化保存会についてのお話を聞き,伝統文化がなくならいように保存会をつくり,

イベントに参加し,伝統文化をつたえようとしているので,これから自分たちも伝統文化を守
っていかないといけないので行事に積極的に参加していきたいと思いました。

３．研究の成果と課題
（１）成果
○他の中学校や留学生との交流を進めてきたことにより，自分たちの伝統文化について改め
て見つめさせることができた。また，伝統文化を受け継いでいこうという意識の高まりが
見られた。

○生徒が,日常の授業の中で,より身近に自分たちの伝統文化を感じることができるように教
育課程の改善に取り組み，伝統文化教育の視点や内容を明らかにした教育計画表を作成す
ることができた。

（２）課題
○目指す子供像の明確化と共有化を図っていく必要がある。目指す子供像は，態度形成であ
ることを再確認し，新しい文化の担い手となり得るよう育てていきたい。

○伝統文化に対する一人一人の主体性を高めるためには,どのような学習活動が有効なのか，
ということに関する研究がまだ十分とは言えない状況にある。

○他の地域や外国の文化との交流による気付きを,生徒一人一人の未来の創造に向かう意欲や
態度の育成につなげていくためにはどのような手立てや取組が必要であるのか明らかにす
る必要がある。

（３）２年目へ向けての取組
今年度，作成した伝統文化教育の視点や内容を明らかにした教育計画表を実際に活用しなが

ら検証を行い，今年度の課題として残った「一人一人の主体性を高めるための教育活動」や「未
来志向につながる意欲や態度を育成する教育活動」等を探っていきたい。


