
平成29年度
金沢大学附属中学校

研究の概要

発表日：平成30年２月７日（水）
都道府県名：石川県
学校名：金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校
校種：中学校
教科・科目等名：伝統文化教育



本校の教育目標

自由闊達な気風の中で，

広い視野と豊かな人間性を持ち，

将来，社会的使命を果たす生徒を育成する。
目指す生徒像：①自ら考え学ぶ生徒

②お互いに認め合い，助け合う生徒

③心身ともにたくましい生徒



これまでの研究

平成２６～２８年度

ESD(Education for Sustainable Development)に関する研究



本校の特性

・各教科等がそれぞれの教科等の特質を踏まえつつ

継続して研究に取り組んでいる。

・学校全体のカリキュラムマネジメントに関して

各教科等が積極的に関わっている。



育成を目指す資質・能力：何ができるようになるか

１）伝統的な教科の枠組みを踏まえながら、社会の中で活用できる力

２）教科等を越えた全ての学習の基盤として育まれ活用される力

３）子供たちが現代的な諸課題に対応できるようになるために必要な力

これまでのESDに関わる実践

各教科等がそれぞれの学習内容で

伝統文化を通して



平成２９年度 研究テーマ

伝統文化教育を中心とした教科等横断的な
カリキュラムの開発

―グローバル社会に生きるために

必要な資質・能力の育成を目指して―



伝統文化教育を中心とした教科等横断的な
カリキュラムの開発

―グローバル社会に生きるために
必要な資質・能力の育成を目指して―

ポイント３
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本校の
グランドデザイン

 

確かな学力 

 
 

豊かな人間性 
自分を律しつつ，思いやりの心を持ち，よりよい人間関係を築いて共

に生きて行こうとする態度で，将来に向け自己実現を図っていく生徒。 

・すべての教科等が連携して行う道徳教育の充実 

・生徒会活動，学級活動，学校行事など生徒が主体となって行う活動 

・地域や国内外の学校との交流 

 

健康・体力 
自他の安全に配慮し，心身の健康に対し主体的に関わる生徒。 

・教育活動全体で行う安心・安全な環境の整備 

・家庭や地域と連携した，健康教育の推進 

・教育相談の充実 

 

 

 

実施するために何が必要か 
・校内研究会の充実 

・国立教育政策研究所をはじめとした研究機関等との協力 

・金沢大学との研究協力。 

・地域や家庭，海外提携校との連携・協働 

 

安心・安全を守る 
・いじめ防止基本方針の策定。 

・避難訓練などの実施と工夫改善。 

・各種講習会などにおける外部団体の協力 

・保護者や外部の人材を活用した安全対策の充実。 

 

開かれた学校づくり 
・オープンスクールや懇談会などを活用した，地域・家庭との連携。 

・教職大学院との協働 

・学校公開，学校説明会の充実 

・学校評議会 

・金沢大学（附属学校園運営委員会や学類教員など）との連携 

・研究成果の国内諸学校，教員への提供 

 

自由闊達な気風の中で，広い視野と豊かな人間性を持ち，将来，社会的使命を果たす生徒を育成する。 

 
・ESDを基盤にしながら，各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育実践研究を行う。 

・生徒会活動・学級活動等の場面で生徒の自主的・主体的な取り組みを引き出す。 

・大学院教職実践研究科との連携の在り方を整理しつつ，より一層充実した協力・指導体制を構築する。 

自ら考え学ぶ生徒  お互いに認め合い，助け合う生徒  心身ともにたくましい生徒 目指す 

生徒像 

何を学ぶか 
各教科等の枠組みを踏まえた学習内容を学ぶ。 
〇教育課程の編成 

・伝統文化を題材として，各教科等を横断して学ぶ

ことので 

きる教育課程を編成する。 

どのように学ぶか 
・３年間で身に付ける資質・能力を明確にして学ぶ。 
〇教育課程の実施 

・単元や題材を見通した学びの工夫をする。 

・伝統文化を通して，社会とつながる課題を設定する。 

 

何が身についたか 
・生     生徒自身が自らの学びを振り返る。 
〇学習評価を通じた学習指導の改善 

・教育課程や学習・指導方法の評価と改善を行う。 

・多様な学習活動を対象とした，多面的・多角的な評価を行う。 

何ができるようになるか 
社会的使命を果たすことができる。 

・学んだことを社会生活のなかで活かすことができる力。 

・すべての学習の基盤となる汎用的な能力。 

・現代的な諸問題に対処できる力。 

⇒グローバル社会で生きるための資質・能力 

 

目指す子供の姿 
・グローバルな視点を持ち， 

他者と協働して問題を解決する姿 

 

子供の実態 
学習全般に関する学習意欲は高い

が，学んだことを他者と共有する

力が弱い。 

 

子供の発達をどのように支援するか 

〇配慮を必要とする子供への指導 

・全職員の協働的な関与と支援 

・附属特別支援学校や金沢大学教員の協力 

・附属学校園との情報共有や連携 

・外部の専門機関との連携 

資質・能力の育成 



研究方針

各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する

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
を行い，

校内外に研究成果を発信する。



研究方針



研究の内容
•伝統文化教育を通して，生徒の伝統文化に関する意識や
グローバル社会に生きるために必要な資質・能力がどの
ように変容するのかについて明らかにする。

•グローバル社会に生きるために必要な資質・能力の育成
に関して，各教科等の伝統文化に関わる実践による成果
を明らかにする。

•グローバル社会に生きるために必要な資質・能力を育成
するために，より適切な三年間を通した，伝統文化教育
を中心としたカリキュラムの在り方を明らかにする。



具体的な研究の取組

１）校内研究会

２）授業実践



校内研究会

○月に一回程度

○今年度は８回

○研究の進め方についての検討・理解

○ワークショップの形式で実践についての

検討・理解



校内研究会

第１回 今年度のそれぞれの実践の可能性について検討し共有



校内研究会

第２回 具体的な実践についての確認

プチ研 記録用紙  

 
授業者 橋本 正恵 
 

 
授業日  ５ 月   日（     ） ３ 限～ ６ 限 
 

 
授業クラス，教科等名 
 
 

 
 
  １ 年 １～４ 組 

関係・連携の考えられる教科等  
 
社会（地理）   英語  
 

 
扱う伝統文化 
 

・生活文化  ・伝統文化 
 
・地域文化 ・現代の日本文化 
 

授業内容 
・「６つの食事の役割」のなかの「食文化の伝承」について
理解する。  

・自分の生活を振り返り、これからの生活の工夫につなげる
・日本食の配膳の仕方について学ぶ。  
  
 

 
特に関わる要素Ⅰ～Ⅲ 
 
要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力  
 
要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神

協調性・柔軟性、責任感・使命感  
 
要素Ⅲ：異文化に対する理解と  

日本人としてのアイデンティティー  

教科等で身に付けたい力（本時について）  
Ｂ（１）ア  「食事の役割」  
 
・食事の役割について理解する。  
・自分の食生活に興味を持ち、よりよい食習慣
について考え、日常生活で実践しようとする  

 
 
 

 
授業のポイント・流れ（見て欲しい部分，要素Ⅰ～Ⅲに関わるポイントなど）  
 
前時までに食事の主な役割として以下の６つを確認しておく。  
 
 「生命や健康の維持」「エネルギー」「成長」  
「生活のリズム」「人と人とのつながり」「食文化の伝承」  

 
この中から、「人と人とのつながり」「食文化の伝承」を取り上げて扱う。  
 
ともに食事をすることで、コミュニケーションがうまれる。同時に食文化の伝承ができる。  
 
 
「インド」「ドイツ」「ニュージーランド」の食生活の場面の写真（「地球の食卓」より）
・三大食作法の割合グラフを提示し、日本の食生活との相違点について話し合う。要素Ⅲ  
 
・和食の配膳の仕方について確認する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食生活チェックリストを使い、自分の食生活について振り返る。  
今後大切にしたい食文化の作法について、考えをまとめる。  
 
 
 

①教科等で身に付けたい力

③他教科等との連携について

②グローバル人材の要素
の育成に関わって



校内研究会

第３回 校内研究会 研究授業

１年 社会 ２年 社会 ３年 英語



校内研究会 第４回

１年 国語

２年理科

２年 英語



研究発表会



授業実践



研究結果のポイント

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。

〇 全ての教科等で伝統文化に関わった授業実践を持つ

ことができた。

〇 各教科等のねらいを達成するために，どのような伝統

文化に関わる実践が効果的であるのかを検討できた。

〇 伝統文化を柱として，教科が連携して取り組むこと

のできる単元・題材を検討できた。



生徒アンケート内容（５月と12月に実施）

（１）日本で生活していて、よかったと思う。

（２）日本の伝統や文化は世界に誇れるものだと思う。

（３）日本の文化を大切にし、将来も残していくべきだと思う。

（４）日本の伝統や文化を実際に体験したことがある。

（５）日本の伝統や文化に関する学習に興味・関心がある。

（６）日本の伝統や文化について、外国の人に日本語でわかりやす

く説明できる。

（７）日本の伝統や文化について、外国の人に伝えたいと思う。

（８）外国の伝統や文化について、興味がある。

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



生徒アンケート内容（５月と12月に実施）

（９）どの国の伝統や文化も同じくらい大切だと思う。
（10）相手の立場を理解して、自分の知っていることをわかりやすく伝

えることができる。
（11）外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知ったり

してみたいと思う。
（12）将来、外国へ留学したり、国際的な仕事に就いてみたりしたいと

思う。
（13）今住んでいる地域の行事に参加している。
（14）地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある。
（15）地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある。
（16）地域社会などでボランティア活動に参加したことがある。

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



生徒アンケート内容（５月と12月に実施）

(17) あなたの地域には、どのような伝統や文化がありますか。

(18) あなたが誇りに思うのは、どのような伝統や文化ですか。

(19) 伝統や文化をどのように継承していこうと思いますか。

(20) 伝統や文化をどのように発信していこうと思いますか。

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



１年生 ５月 → １２月



２年生 ５月 → １２月



３年生 ５月 → １２月



全学年 ５月 → １２月



例えば…

「日本の伝統や文化は世界に誇れるものだと思う」

97％ → 98％

「日本の文化を大切にし、将来も残していくべきだと思う」

96％ → 96％

「日本の伝統や文化について、外国の人に伝えたいと思う」

79％ → 79％

※「そう思う」と「どちらかというとそう思う」が占める割合

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



例えば…

「日本の伝統や文化について、外国の人に日本語でわか
りやすく説明できる」

※「そう思う」と「どちらかというとそう思う」が占める割合

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。

32％ → 39％



例えば…

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



例えば…

〇 伝統文化教育に関わる，生徒の実態の把握を行った。



〇全ての教科等で伝統文化に関わった授業実践
を持つことができた。

学校保健を含む，全ての教科等で

伝統文化に関わる授業

追加資料「研究発表会 資料集」をご覧ください。



〇各教科等のねらいを達成するために，
どのような伝統文化に関わる実践が効果的である
のかを検討できた。



〇伝統文化を柱として，
教科等が連携して取り組むことのできる単元・題材を
検討できた。

指導案・実践事例の形式の検討

次年度は…

３年間の学習を見通した
学習計画表の作成と共有



次年度へ向けて

●育成をねらう資質・能力について

各教科でどのような分担・連携が

効果的か。

●育成をねらう資質・能力の変容を

どのように見取るか。


