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（１）伝統文化教育を地域とともに推進するための教育課程の編成，指導方法等の工

夫改善に関する実践研究
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地域 指導計画・指導方法 評価（「伝統文化の視点」） 伝統文化のよさ・誇り 地域連携

研究結果のポイント

○ 児童や地域の実態に応じた指導計画作成と指導方法の工夫を図った。次年度は，「深める」活

動で，人との関わり（対話）を大切にし，自分の生活や生き方につなげていく。

○ 地域等と連携した学習を進める中で，児童の学びが深まった。今後は，「地域との連携シート」

の作成を図る。

○ 「伝統文化の視点」を取り入れることで，学習のねらいが明確となった。

○ 児童が自分の住む地域への愛着や誇りを持つようになってきている。

１ 研究主題等

（１）研究主題

地域の伝統文化のよさに気付き，誇りを持って大切にしていこうとする子供の育成

（２）研究主題設定の理由

本校校区には，地域の方の努力によって約２００年間にわたって継承されてきた天満神社奉納獅子

舞があり，それらを大切に守り伝えていこうとしている。秋祭りが近づくと学校横の神社に地域の方

や子供たちが集まり，大小太鼓や拍子木の軽快な響きに合わせて獅子舞の練習に励む姿がある。また，

徳島県の伝統芸能である阿波踊りを，全校児童がＧＴに継続的に教えてもらい，運動会の表現演技に

取り入れる教育活動を続けている。

しかし，子供たちの実態をみると，地域の行事に参加したり，地域の方と触れ合ったりする機会は

年々減少してきており，地域の伝統文化に対する関心も低くなっている。獅子舞をはじめ，豊かな自

然や地域に受け継がれている伝統文化に込められた願いや継承者の思いから学ぶ体験活動の充実を図

ることは，非常に有意義であり，本校の教育目標である，「よく学び，健やかで，心豊かにたくましく

生きる子供の育成」にもつながってくる。また，身近な事柄から伝統文化の価値を学ばせ，それらを

尊重する態度と意欲を育むことで，自分たちの文化を基盤にしながら，異文化理解の重要性を認識し，

ひいては国際社会で活躍できる人財の育成につながると考える。

本校では，平成２５・２６年度「コミュニティー・スクールの推進への取組」に係る委託事業（文

部科学省）を受け，地域とともにある学校づくりを推進してきた。地域の人との絆から生まれる様々

な学びを，伝統文化を守り続けようとする態度や新しい文化を創り出そうとする意欲につなげていく。

各学年で地域の歴史や伝統的な文化・産業などについて学び，そのよさに気付き，地域の方との交流

を深めることで，自分の住む町に愛着と誇りをもち，地域・郷土の担い手となる心豊かな子供を育成

していく。

（３）研究体制

各学年団

研修主任

校長 教頭 教務・伝統文化教育担当



（４）１年間の主な取組
全 体 各 学 年

４月 ◎ 全教職員による研究についての共通理解

平 ・研究テーマ ・育てたい子供像の共通理解

成 ・年間指導計画（伝統文化教育）の作成

28 ５月 ◎ 児童の意識アンケート（１回目）

年 ８月 ◎ 教職員による現地研修

度 ９月 ◎ 校内研修

10月 ◎ 岡田教科調査官を招聘した授業研究会

１月 ◎ 児童の意識アンケート（２回目）

２月 ◎ 一年次中間報告 研究協議会（東京）

３月 ◎ 取組の改善，考察，教育課程の見直し・作成

２ 研究内容及び具体的な研究活動

（１）研究内容
① 全教職員による事業の共通理解

② 伝統文化に係る年間指導計画の作成 ～学びをつなげ，深める～

③ 指導方法の工夫 ～自分の生活や地域に関わる～

④ 教職員研修及び地域・外部講師との連携ネットワークづくり

⑤ 「伝統文化の視点」の設定と子供の育ち（評価）

（２）具体的な研究活動

① 全教職員による事業の共通理解

・年度当初，本事業の研究主題，育てたい子供像，研究の方向性等について共通理解を図った。

・「伝統文化アンケート」による子供の実態把握を行った。

② 伝統文化に係る年間指導計画の作成 ～学びをつなげ，深める～

・伝統文化に関わる従来の教育実践を生かしながら，学校，地域，児童の実態に応じて指導内容を

見直し，年間指導計画を作成した。

③ 指導方法の工夫 ～自分の生活や地域に関わる～

（つかむ）：身近な伝統文化（衣・食・住・文化財など）がどのように生まれ，どのような思いで

受け継がれてきたのかを知る。

（深める・ひろげる）：自分の考えを文や言葉でまとめる。学んだことを伝え合う。

（いかす）：現在の自分の生活やこれからの自分との関わりについて考える。

④ 教職員研修及び地域・外部講師との連携ネットワークづくり

（教職員研修）

・各学年による現地研修や地域の歴史や文化について町の学芸員や文化審議委員の方から直接学ぶ

ことにより，教師自身が町や地域への理解を深めることができ，大変勉強になった。

・徳島県教育委員会が編集している「阿波っ子文化大使 テキスト」及び「郷土の偉人」の活用を

図り，郷土の伝統文化について学んでいる。

（地域・外部講師との連携ネットワークづくり）

・授業のねらいを共通理解し，連携を図ることにより，地域と学校が密接な関係を築くことができ

始めている。

⑤ 「伝統文化の視点」の設定と子供の育ち（評価）

・「伝統文化」に係る単元（題材）では，各教科，総合的な学習の時間等の観点別評価とともに「伝

統文化の視点」を設定し，授業を展開している。

・子供のつぶやき，表現物，行動観察，アンケート等による，多面的・客観的評価を行っている。

活動の実際

・本年度は，『日本・郷土の伝統文化に親しもう』とする取組（全校・上学年）とともに，各学年

で，自分達が住む町や地域にしっかりと関わりたいと考え，『町や地域の伝統文化に親しみ，守

っていこう』とする取組（各学年）の２つの柱で進めることとした。

単元構成 （ つかむ → 深める・ひろげる → いかす ）

○ 教育課程の見直し・作成

○ 授業実践・授業研究会



・特に６学年では，１学年から５学年での取組を踏まえ，町や地域全体に活動範囲を広げ，じっく

りと自分の住む町に関わり，町のよさの再発見につなげられるよう単元構成を行った。

（実践）

○『日本・郷土の伝統文化に親しもう』（全学年・上学年で）

・受け継いでいこう阿波踊り（全学年） ・狂言ワークショップ体験・鑑賞（上学年）

○『町や地域の伝統文化に親しみ，守っていこう』（各学年で） ※は中心的に取り扱う単元

（６年 具体的事例「自分の町 宝物 発見！」 一部抜粋）

○ねらい

・町の歴史や文化財に関心を持ち，調べたことや考えたことを分かりやすくまとめるととも

に，歴史や文化財のよさに気付き，周りの人に発信することができるようにする。

・町の歴史や文化財を守ってきた地域の方の思いや願いを知り，自分たちの町に誇りを持

ち，大切にできるようにする。

○学習内容

つかむ ・テーマとゴールを決める。活動計画と見通しを立てる。

深める・ひろげる ・北島町の史跡・文化財を見学したり，調べたりする。

・本やインターネットで調べたこと，地域の方や文化審議委員の

方から聞き取ったことをまとめる。

・町の文化財のおすすめポイントを伝え合う。

いかす ・多くの人に町の歴史や文化財のよさを伝える方法を考える。

・北島町の文化財ガイドマップを工夫して作成する。

・ガイドマップを発信する。

・伝統文化を守っている地域の方の姿から，自分の生き方を考える。

（子供の姿）

「伝統文化アンケート」抜粋より(６学年)

『自分の住む町の伝統文化・芸能を知っている』 （１回目） （２回目）

よく知っている ０％ ６４％

少し知っている １８％ ３５％

あまり知らない ６３％ １％

知らない １９％ ０％

また，『自分の住む町や地域・郷土の伝統文化・芸能を大切に守り，伝えていきたいと

思うか』という項目では，『そう思う・ややそう思う』があわせて100％であった。

※感想より

・自分が遊んでいる天満神社，光福寺にも文化財があることに驚いた。

・身近な所に文化財があることが分かった。阿波踊りが好きで習っているので，文化財

も違う県の人や外国の方に知ってもらって伝えたい。

・ほこりに思って，町の伝統文化を大切に守っていきたいと思う。

〔３・４・５学年〕 町や地域の伝統文化のよさに気付こう

〔６学年〕 町や地域の伝統文化に誇りをもち，大切に守っていこう

１学年： むかしからつたわるあそびをたのしもう（生活）

５学年： 阿波踊りをきわめよう（総合）

４学年： 伝統工業を生かしたまちづくり（社会）

３学年： レンコン農家の仕事（社会）

※６学年： 自分の町 宝物 発見！（総合）

〔１・２学年〕 町や地域のひと・もの・しぜんに親しもう

※２学年： 天まんじんじゃのおまつりのことをしりたいな（生活）



３ 研究の結果と今後の取組

（１） 研究の結果

（・は成果 ◆は課題）

【児童や地域の実態に応じた指導計画作成と指導方法】

○年間指導計画：年度初めに全教職員で教育課程を見直し，教科等の目標に合致するものに伝

統文化教育を組み入れていった。これは，教科の目標を達成する上でも効果的であった。ま

た，児童が興味・関心を持って取り組み，学習意欲を高めることができつつある。

○指導方法：単元の流れを「つかむ → 深める・ひろげる → いかす」として取り組んだ。地

域素材を教材として直接関わり，自他の思いや考えを伝え合い，自分の生活との関わりやこ

れからの生き方を考えさせる中で，活動を深めていくことができつつある。

◆伝統文化教育を進める中で，体験活動に時間を多くとったため，伝統文化に携わる方の思い

や願いをじっくりと聞いたり，自分の思いを伝えたりする時間が多くとれなかった。

「深める」活動の中で，人との関わりを大切にし，伝統文化を伝える意義や価値をしっかり

と考えさせていく。（課題１）

【地域等と連携した学習】

○北村獅子舞保存会，阿波踊りグループ「虹」，北島町文化財保護審議会，地域の方等の協力を

得ることにより，子供たちの学びが広がり豊かになってきている。

○教師自身も現地研修を行った。地域の方や専門家の方から町の歴史や文化を学び，地域理解

をより深めることができた。

◆連携を図る上で，連絡先の作成等に時間を要した。全校での取り組みをスムーズに行うため

の手立てを考え，活動を広げていきたい。（課題２）

【「伝統文化の視点」の設定】

○「伝統文化の視点」を取り入れることで，活動のねらいや評価の観点が明確となり，つけた

い力を教師間で共通理解が図れてきている。

○伝統文化教育推進による子供の姿 （「伝統文化アンケート」等の結果より）

○町の伝統文化に対する児童の興味関心は確実に高まり，愛着や誇りを持つようになってきた。

調査結果では，『きたじま町が好き』（2・3学年）が約95％，『自分の住む町や地域・郷土の伝統

文化・芸能を大切に守り，伝えていきたい思う』（4・5・6学年）が約96％であった。

◆本年度は，児童アンケートのみとなり，保護者や教職員を含めた多面的な評価が十分に行え

なかった。（課題３）

（２）今後の取組

今年度の課題を踏まえて

（課題１について）

・伝統文化の体験や見学を行ったが，伝統文化に携わる方の思いや願いをじっくりと聞き，関わり

合う時間が少なかった。次年度は，町や地域の伝統文化を保護・継承する方との関わりを大切に

し，活動を深めることで自分の生活や生き方を広げる「対話的な学び」につなげていく。

（課題２について）

・全校での取組や地域等との連携を進めるため，地域素材を生かした活動事例と「地域との連携シ

ート」の作成を行う。

・全教職員で年間指導計画を見直し，次年度の活動についての共通理解を図る。特に６学年では，

今年度作成した「北島町文化財ウォーキングマップ」を次年度以降も続けて活用し，町の伝統文

化のよさを他の児童や地域の方に伝える取組をさらに進める。

（課題３について）

・「伝統文化の視点」の検証

・アンケートはもとより，子供の表情や表現物等でも子供の姿をしっかりと見取るとともに，保護

者や地域の方の声を聞き，取組の検証と充実につなげる。

教育の動向を踏まえた組織的対応

・伝統文化教育コーディネーターを中核とした組織体制の強化を図り，学習指導要領の改訂を踏ま

えた教育課程・学習指導の在り方を研修していく。






