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１ 研究主題等 
（１）研究主題  

 

 

 

（２）研究主題設定の理由 

政治・経済等のグローバル化が進んでいる現代においては，国際社会を生き抜く人材を育

成することが求められており，そのためには世界中の様々な人々と共存・協調していく態度

とともに，自国の伝統と文化を理解し，尊重する心を育むことが重要である。とりわけ学校

は，生まれ育った郷土や自国の伝統と文化に気付き，それに誇りや愛情を持ち，日本人とし

てのアイデンティティを培う役割を担っている。またこのことは，教育基本法や学習指導要

領総則の中でも，「伝統と文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛し，個性豊か

な文化の創造を図る」と明記されている。 

本校は，明治６年創立，144 年の歴史と伝統を誇り，校訓「うつくしく，やさしく，たく

ましく，かしこく」のもと，学校教育目標に「ふるさとを愛し，夢に向かって挑戦しながら，

互いに認め，支え，高め合う子どもの育成」を掲げ,本研究主題の具現化により，学校教育目

標の目指す児童像につながるものと考える。 

そこで，伝統文化教育を研究・実践していく中で，我が国や郷土の伝統と文化に対する理

解や関心を深め，それを尊重し，継承，発展させる態度を育成するとともに，様々な人たち

に発信する力，表現する力を培っていきたいと考えた。また，校内に残る市指定有形文化財

「旧講堂」，市指定名勝「栽柳園」，江戸時代から残されてきた国選択・県指定無形民俗文化

財「植柳の盆踊」等を素材とするカリキュラムを工夫し，さらに，それらに関わっている方々

との協働による体験活動を展開するとともに，「主体的・対話的で深い学び」の授業実践に

より，生き生きと表現する児童の育成を目指して，本研究主題を設定した。 
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研究のキーワード 

地域との協働,本物に触れる体験活動,主体的・対話的で深い学び,生き生きと表現する児童 

ふるさとを誇りに思う児童 

研究結果のポイント 
○昨年度の５月と今年度７月のアンケート結果から，児童と教職員ともに，「伝統文化に関す 
る興味・関心」が高くなった。また，今年度実施した保護者・地域住民に対するアンケート 
でも，伝統文化に対して興味・関心が高かった。12 月に行った保護者アンケートではさらに 
上昇し，興味・関心のさらなる高まりが確認できた。 

○生活科・総合的な学習の時間や道徳科等において，地域の素材や，地域人材を積極的に活用 
し，本物に触れる体験をさせたことで，「ふるさとを愛する心」や「豊かな心」が育ちつつ 
ある。 

○地域との協働により，本物に触れる多くの体験活動を行った。また，授業改善に取り組み，
表現する場を設定したことで，表現意欲や表現力が高まった。 

地域の伝統文化を尊重し，生き生きと表現する児童の育成 

～地域との協働による豊かな体験活動を通して～ 



（３）研究体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
専門委員会においては，「生活科・総合的な学習の時間」部会及び「道徳科」部会の二つの部

会から構成する「授業改善推進委員会」と，地域人材等を積極的に活用し，伝統文化教育に関す
る環境整備を推進する「熊本版コミュニティ・スクール環境推進委員会」を設けた。また，低・
中・高学年部会では，大研・小研等の学習指導案の検討，教材研究等を行ってきた。 
（４）２年間の主な取組 

平

成 

29 

年

度 

・研究テーマの決定と年間指導計画作成,組織づくり 
・児童アンケートと教職員アンケートの実施（年２回） 
・伝統文化に関する学習内容の洗い出しと,伝統文化カリキュラム・デザインの作成 
・児童を取り巻く教育環境の整備（熊本版コミュニティ・スクールの立ち上げ） 
・中学校区一貫教育研修会（伝統文化教育中間発表会,津田調査官による講演会） 
・講師招聘による研究授業,講師招聘による研修会（指導主事，熊本大学名誉教授，博物
館学芸員等の招聘） 

・研究のまとめ 
・研究組織の見直し，中核となる教科・領域の検討 

平

成

30

年 

度 

・年間指導計画作成と職員への周知徹底 
・中心となる教科領域の決定（生活科・総合的な学習の時間と道徳科）と組織づくり 
・伝統文化カリキュラム・デザインの見直しと作成 
・児童アンケート，教職員アンケート，保護者・地域の方へのアンケート（７月） 
・生活科・総合的な学習の時間における単元計画（単元マップ）の作成 
・児童を取り巻く教育環境の整備（熊本版コミュニティ・スクールの仕組みを活用） 
・講師招聘による研究授業,講師招聘による研修会（指導主事，道徳科授業マイスター， 
熊本大学名誉教授等の招聘） 

・伝統文化教育研究発表会（志民調査官による研究のまとめ） 
・保護者アンケート（12 月） 
・研究のまとめ 
・来年度への志向 

 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 
 （１）研究内容 
   ア 授業改善推進委員会の取組 
    ① 伝統文化カリキュラム・デザインの工夫と活用 
    ② 「独自の授業スタイル」の確立 
   イ 熊本版コミュニティ・スクール環境推進委員会の取組 
    ① 地域人材の積極的な活用による豊かな体験活動 
    ② 保護者・地域住民への啓発 
    ③ 校内外の環境整備の充実 

専門委員会 

授業改善推進委員会 
熊本版コミュニティ・スクール 

環境推進委員会 

 

 

〈生活科・総合的な

学習の時間〉部会 

 

 

〈道徳科〉部会 

 

 

具体的な取組 

ア カリキュラム・デザインの工夫
と活用 

イ カリキュラム・デザインを生か 
した授業づくり 

ウ 授業スタイルの確立 
エ 学習を支える基盤づくり 

ア 地域人材等の積極的な活
用による豊かな体験活動 

イ 保護者・地域住民への啓発 
ウ 校内外の環境整備の充実 
エ 幼・保，小，中の連携 

学年部会 

部 低学年 中学年 高学年 

主

な

活

動 

○大研，小研（テーマ研究）における

教材研究，指導案作成，模擬授業の

実施，教具の作成 

学校地域づくり協議会 

地域学校協働本部 

校   長 

研究推進委員会（校長，教頭，教務主任，研究主任，学年部長，各専門委員長） 

全体会 

授業づくり 熊本版コミュニテ
ィ・スクールの仕組
みを生かした環境
づくり 



   ウ アンケート調査の実施による研究の検証 
 （２）具体的な研究活動 
   ア 授業改善推進委員会の取組 

① 伝統文化教育カリキュラム・デザインの工夫と活用 
  様々な教育活動の中から伝統文化教育に関係の 
ある内容を洗い出し，その中でも生活科・総合的 
な学習の時間と道徳科を中核に据えて，他教科・ 
領域とどのように関わっているかをデザインした。 
さらに，１年生から６年生までの縦の系統がどの 
ようになるかを示すために，伝統文化教育教育課 
程構想図も作成した（図１）。総合的な学習の時 
間と道徳科は，アプローチの仕方は違っているが 
自己の生き方を考えていく教科・領域であり，互 
いに関連し合うことによって，自己の生き方につ 
いての考えが深まっていくと考えた。 

    ② 「独自の授業スタイル」の確立 
      「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた 

授業改善のために，４つの視点を設定した。 
ア 課題設定の工夫，イ 対話的な学びの工夫， 
ウ まとめ・振り返りの工夫，エ 伝統文化教育 
の視点を取り入れた工夫である。特にエについて 
は，「伝統文化の本物に触れる体験活動」「地域の 
素材や人材の活用」「学んだことを発表する場」の 図１ 伝統文化教育教育課程構想図 
３つを意識した取組を実践した。                     
また道徳科の授業では,児童の立場や考えを示すために「心のバロメーター」を使 

用するとともに，展開前段で資料を読み込ませた後，後半で子供たちの生活場面に近
い状況で，判断が二極化するような課題を用意し，対話を通して多面的・多角的に物
事を捉えられるようにする「植柳スタイル」の授業を確立した。このように「考え，
議論する」道徳の授業となるように工夫をし，児童の活発な意見が展開されることで，
道徳的な判断力，心情，実践意欲・実践力を向上させていけるよう改善した。 
その他，総合的な学習の時間においては，大単元を４つの小単元から，小単元を「発

見」「追求１・２」「表現」の４つのプロセスから構成し，身に付けさせたい資質・能
力を計画的に付けていくことを目的とした。また小単元では，「課題設定」「情報の収
集」「整理・分析」「まとめ・表現」「振り返り」の５つの学習過程を設定し，学びを深
めていくことができた。 

イ 熊本版コミュニティ・スクール環境推進委員会の取組 
    ① 地域人材の積極的な活用による豊かな体験活動 
      平成２６年に国の無形民俗文化財に指定された「植柳の盆踊」，「花棒踊り」は全校

児童・高学年で運動会の際に披露している地域の伝統芸能である。保存会の方にご指
導いただきながら，運動会で披露している。練習のときには，上級生が下級生に踊り
の指導をする姿が頻繁に見られ，伝統芸能を受け継ぐだけでなく，自主性や思いやり
等の豊かな心の育成にもつながっている。 
 また，クラブ活動では，伝統文化等との関連を図ったクラブを９つ設置し，その全
てにおいて地域人材を活用し，教職員と一緒になって指導することで，より充実した
活動ができるようにした。この様子は，学習発表会（いずかし集会）でも発表し，保
護者・地域の方々への伝統文化教育の貴重な啓発の場となった。 
 これまで 80 年間続いている児童劇「新・宝暦萩原堤」は，宝暦５年（1755 年）に
八代地方で起きた大水害の史実に基づいて，当時の教職員が制作した児童劇である。
現在は，地域の方々が実行委員会を組織され，指導をされながら７年に１度上演して
おり，昨年は希望する児童約 60 人が自主的に参加し，総合文化祭等で披露した。 

    ② 保護者・地域住民への啓発 
      通信活動として，学校通信「いずかし」（学校長が月１回発行）や研究通信「生き

生き植柳っ子」（２か月に１回程度発行）を保護者・地域住民向けに発行し啓発に努
めてきた。 
 また，学校案内板には，伝統文化教育に関する掲示物を貼り，保護者のみならず，
地域住民へも本校の研究への取組や考え方をお知らせする機会とした。さらに，学校
ＨＰやマスメディアを通じて，伝統文化教育に関する情報を発信してきた。 

    ③ 校内外の環境整備の充実 
      昨年度は伝統文化教室を設置し，伝統文化に関する児童の興味・関心を高める掲示

を行った。さらに今年度からは，「お手玉」「けん玉」「百人一首」の説明や遊び方を



掲示し，昼休みに遊ぶことができるようにした。雨の日には，昔遊びを楽しむ児童     
の姿が見られ，低・中・高学年の交流の場ともなっている。その他にも渡り廊下をは
じめ，昇降口や階段等にも伝統文化に関する掲示を行い，興味・関心を高めるように
した。 

   ウ アンケート調査の実施による研究の検証 

     伝統文化に関する興味・関心や，自分たちの生まれ育った郷土に対する意識の変容，    

表現意欲や表現力の向上等をみるために，平成 29 年度の５月と平成 30 年度の７月に児

童にアンケート調査を実施し，また今年度は保護者・地域住民へのアンケート調査を行

った。 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の取組 
○取組の中で，ＧＴを招聘したり，児童に対して本物に触れる体験活動を行ったりする活動を
実践してきた。今後は，保護者や地域の方々と共に伝統文化教育のカリキュラムを作成して
評価及び改善をしたり，共に伝統文化の体験活動をすることを，生活科・総合的な学習の時
間等の中で実践したりすることで，保護者・地域の方の伝統文化に対する意識を高め，児童
の「ふるさとを愛する心」「豊かな心」を今以上に高めていきたい。 

 ○この２年間で，伝統文化に関係の深い教科・領域を洗い出し，カリキュラムをデザインした。
今後も伝統文化教育と各教科等との関連を図るとともに，隣接小学校や中学校との連携を深
めるなど，９年間を見通したカリキュラムの作成にも取り組んでいきたい。 

 ○伝統文化教育を学ぶ意義を地域の方々と共有し，伝統文化教育への参画機会を増やしていく
ために，学年段階に応じた視点を明示した授業公開・啓発活動等を行っていきたい。 
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○昨年度の５月と今年度の７月のアンケート結果を比較すると,「伝統文化に関心がとてもあ
る」「少しある」と答えた児童が 9 ポイント上昇した。また,教職員においては「とてもある」
が 46 ポイントも上昇し,「あまりない」「ない」は全くいなかった。保護者においては,「と
てもある」「少しある」を併せて 69％，地域の方々においては 100％となった。さらに 12 月 

 の保護者アンケートでは，77％となり，８ポイント上昇した。 
○「将来自分たちの住む地域が,伝統文化が豊かなところになってほしい。」と答えた児童の割
合が３年生以上の全学年で上昇した（図２）。伝統文化をこれからも大切にしたいと思う「ふ
るさとを愛する心」が育ちつつあることが分かった。 

○地域人材を活用したクラブ活動において,「どんな力が付 
くと思うか」を尋ねたところ,「伝統を大切にする心」, 
「頑張る力」等の割合が高くなり,クラブ活動を通して, 
「伝統を大切に思う心」などの「豊かな心」が育ちつつ 
あることが分かった。 

○「生活科や総合的な学習の時間に，伝統文化に関する学 
習をすることが好きか」を尋ねたところ，１年生 100％, 
２年生 93％，３年生 73％，４年生 79％，５年生 79％， 
６年生 93％と，どの学年も高い数字を示し，伝統文化に 
関係のある学習に対する意欲の高さがうかがえた。 

○「伝統文化について学んだ後どんな方法で知らせたいか」 
については，まとめたことを人前で発表したいという意 
欲が高まった。「学んだことを表現する場」を授業スタイ 
ルの中に位置付けたことで発表意欲につながったと思われる。     図２ 

○地域の方に取ったアンケートで，74％の方が子供たちの「挨拶が最近よくなってきた」と回
答された。また，礼儀正しく人に接することができるなどの姿が見られることも報告されて
いて，豊かな心・優しい心が育まれていることを感じた。 

●児童の伝統文化に対する興味・関心は確実に高まり，今後も伝統文化が地域に残ってほしい
と思っている。しかしながら，それを大切にしていくために，自分たちがどう参画していく
かは，小学生には難しいテーマであり，中学校において社会参画への自覚にどう結びつける
かまでを見通したカリキュラムを，地域全体として構築していく必要がある。 

●12 月の保護者アンケートによると，依然として 20％を超える保護者が「伝統文化に興味が
ない」と回答されている。保護者に伝統文化のおもしろさや大切さをさらに知っていただき,
児童と共に体験してもらうとともに，保護者・地域と一緒になってカリキュラムを作成する
ような取組も考えていく必要がある。 

●地域の方々の伝統文化に対する興味・関心は非常に高いものの，伝統文化教育への参画意欲
にまでまだ結びつけられていない面もある。そこで興味・関心の視点からばかりではなく，
伝統文化教育を学ぶ意義を発信するという視点からの取組を行っていく必要がある。 
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