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１．本校について 

   １：教育目標 

   ２：伝統文化教育までの経緯 

２．伝統文化教育に取り組むに当たって 

   １：伝統文化教育について 

   ２：教科等横断的なカリキュラムについて 

   ３：本校の目指す伝統文化教育 

３．具体的な取組 

   １：校内研究会 

   ２：授業実践 

４．成果と課題 
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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 

１－１ 
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社会的使命を果たす 



伝統文化教育までの経緯 

 

平成２４～２５年度   

       思考力の育成に関する研究 
 

平成２６～２８年度 

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

１－２ 
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課題：教科等の枠を越えた課題解決等の能力が 
   十分身に付いていない。 

成果：各教科等が連携して取り組む学習の工夫 
   カリキュラムの編成の工夫に 
   全教員が取り組む態勢ができた。    



本校研究の特長 

 
 

 

 ・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 

        全教科等が積極的に関わっている。 

 

１－２ 伝統文化教育までの経緯 
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平成２７年１２月中教審答申より 

「２０３０年を見据えて子供たちの育てたい姿」 

    社会的・職業的に自立した人間として， 

   我が国や郷土が育んできた伝統や文化に立脚した広い視野を持ち， 

   理想を実現しようとする高い志や意欲を持って， 

   主体的に学びに向かい，必要な情報を判断し， 

   自ら知識を深めて個性や能力を伸ばし， 

   人生を切り拓いていくことができること 

２－１ 伝統文化教育について 
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 現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 
 

・健康・安全・食に関する力 
・主権者として求められる力 
・新たな価値を生み出す豊かな創造性 
・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、 
 現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について理解し、 
 伝統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら 
 目標に向かって挑戦する力 
・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 
・自然環境や資源の有限性の中でよりよい社会をつくる力 
・豊かなスポーツライフを実現する力 
 

                                                             

                           新学習指導要領解説より 

２－１ 伝統文化教育について 
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現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 
 

・健康・安全・食に関する力 
・主権者として求められる力 
・新たな価値を生み出す豊かな創造性 
・グローバル化の中で多様性を尊重するとともに， 
 現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について理解し， 
 伝統や文化を尊重しつつ，多様な他者と協働しながら 
 目標に向かって挑戦する力 
・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 
・自然環境や資源の有限性の中でよりよい社会をつくる力 
・豊かなスポーツライフを実現する力 
                  新学習指導要領解説より 

２－１ 伝統文化教育について 
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２－１ 伝統文化教育について 
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伝統文化教育を通して育成を目指す資質・能力   

 
グローバル社会に生きるために 

必要な資質・能力 

 
 



 

２－２ 教科等横断的なカリキュラムについて 

「生きる力」の育成に向けた教育課程の課題 

 

「何ができるようになるか」 を意識した指導 

     

   情報活用能力や問題発見・解決能力， 

  様々な現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力など 

  全ての教科等のつながりの中で育まれるものも多い 

                         ２８年１２月 中教審答申 

「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及平成び特別支援学校の学習指導要領等の 

                      改善及び必要な方策等について」より 
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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 

ポイント
１ 

ポイント２ 

２－３ 本校の目指す伝統文化教育 
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本校が育成を目指したい資質・能力 

＝グローバル社会に生きるために必要な 
               資質・能力 
      

     ※「グローバル人材」…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 
                                            

 

                                                    「内閣府 グローバル人材育成推進会議」より 
 

 

本校の目指す伝統文化教育 ２－３ 
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学校全体として育成する資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 

②伝統文化への理解に基づいた多様な文化を尊重する態度 

③文化の伝承・創造への主体性など 

 

 

平成30年度  

本校の目指す伝統文化教育 ２－３ 
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１）校内研究会 

 

２）授業実践 

具体的な取組 ３－１ 
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○月に１回程度 

○昨年度は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 

３－１ 校内研究会 
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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 ３－１ 
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指導案・実践事例の形式の検討 

 今年度は… 

三年間の学習を見通した 
学習計画表の作成と共有 
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 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，さらに検討を進める。 
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学校全体のグランドデザイン 

学校全体の重点目標 

育成したい資質・能力 

確かな学力の育成について 



￥ 
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４．単元計画（４時間扱い，本時      は 1時間目） 

次 時 〇学習内容（ねらい） ・学習活動 指導上の留意点・他教科等との連携 評価規準 育成する資質・能力 

一 １  〇月の満ち欠けの規則性を知り ， いく つかの情報 

から ， 今日の月の形や和歌に詠まれている月の 

形を予測する。  

・ 各班で模型を用い，天体の位置関係の変化と ，月 

の満ち欠けの規則性について観察を行う 。  

・ 学習した内容を基に， 今日の月はどのよう な月 

なのかを予測する。  

・ 百人一首に出てく る月はどのよう な月なのかを  

予測する。  

・ 家庭分野で学習した内容を振り 返り ，日本人が昔  

 から自然と の関わり を大切にしてきたこ と を思 

い出させる。  

・ 2 年時に国語の授業で生徒が詠んだ歌を例に挙 

げ， 興味を喚起する。  

〔 3 年家庭〕： 住まいの工夫 

〔 3 年国語〕： いにしえの心と 語ら う  

・ 地球から見える月の形や位置の変化を，月の公

転と 関連付けて捉えるこ と ができる。  

【 科学的な思考・ 表現】  

【①日本の伝統や文化に関する理解】 

・ 昔から日本人は月の満ち欠けや，様々な時間帯 

に見られる月に着目し，そこに心情を重ね合わ

せていたこ と を知る。  

 ２  〇太陽・ 月・ 地球の位置関係の変化によって，日食

や月食などの天体現象が起こ る こ と を理解す

る。  

・ 映像やモデルを用い，天体の位置関係の変化によ  

って日食や月食が起こるこ と を知る。  

 

・ 前回の授業で学習した月の満ち欠けの規則性に 

ついて思い出させ， 天体の位置関係の変化によ  

って起こるこ と を確認する。  

・ 日本書紀など，日本の昔の書物にも日食に関する

記述があるこ と を紹介し， 興味を喚起する。  

・ 日食・ 月食の現象を理解し，太陽・ 月・ 地球の

位置関係によって起こるこ と を理解する。  

【 自然事象への知識・ 理解】  

 

二 １  〇地球から見た金星は， どのよう な動きをするの 

かを知り ， その原因を考える。  

・ 太陽と 地球，その他の惑星の位置関係について確

認する。  

・ 地球と その他の惑星の位置関係から，金星がなぜ 

複雑な動きをして見えるのかを考える。  

・ 明けの明星や宵の明星と いう 言葉を知っている  

生徒がいれば， その言葉の意味について触れる

こ と で興味を喚起する。  

・ 金星が星座の星の間を動いて見える原因につ 

いて，地球と 金星の位置関係と 関連付けて捉え 

るこ と ができる。   【 科学的な思考・ 表現】  

 

 ２  〇地球から見た金星は， どのよう な見え方をする  

 のかを知り ， その原因を考える。  

・ 模型を用い，太陽と 地球，金星の位置関係を変え  

たと きの金星の見え方について観察を行う 。  

 

 

・ 前回の学習内容を思い出させ，太陽と 地球，その 

他の惑星の位置関係について確認する。  

・ 模型を用いた観察の際には，地球からの視点で観 

察するよう に伝える。  

・ 金星の見え方の変化を，太陽・ 金星・ 地球の位 

置関係の変化と 関連付けて捉えるこ と ができ  

る。         【 科学的な思考・ 表現】  

 

教
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３年理科 
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３年国語 
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４．題材計画（ ３時間扱い，本時      は１時間目） 

次 時 〇学習内容（ねらい）・学習活動 指導上の留意点・他教科等との連携 評価規準 育成する資質・能力 

一 １  〇曲種に応じた歌い方があることを知り，ふさわしい

歌い方を探る。 

・グループを作り，イントロクイズをする。 

（小さい頃に歌ったことがある歌，合唱曲，民謡など。） 

・それぞれの曲種で歌い方が変わることに気づく。 

どうして曲種によって歌い方が違うのだろう 

・それぞれの曲の背景や特徴からなぜそのような歌い

方なのかをグループで探る。 

・考えを発表する。  

・それぞれの曲種に応じた歌い方で歌えるような雰囲

気づくり，声かけをする。 

 

 

・曲種に応じない，違う歌い方で歌ってみるよう言う。

（合唱曲をアニメの歌い方で歌う等） 

 

〔１年英語：場面や相手に合わせた話し方〕 

〔１年社会：世界各地の人々の生活と環境〕 

 

・様々な曲種の雰囲気を感受しながら曲種に応じた

発声により，言葉の特性を生かした音楽表現を工

夫し，どのように歌うかについて思いや意図を持

っている。       【音楽表現の創意工夫】 

 

【①日本の伝統や文化に対する理解】 

・日本の民謡の歌い方を知り，その歌い方がふさわ

しいと理解している。 

 ２  〇民謡の歌い方を学ぶ。 

・ゲストティーチャーの歌い方を真似て，「ソーラン

節」を歌う。 

・六～七人のグループで発表する。 

・コブシを使った表現ができるよう歌い方の特徴をよ

く聴くよう促し，自分たちで歌いながら試すよう言

う。 

・曲種に応じた発声により，言葉の特性を生かした

音楽表現をするために必要な技能を身に付けて歌

っている。         【音楽表現の技能】 

 

 

二 １  〇日本各地の民謡の特徴から民謡が生まれた背景を学

ぶ。 

・福島県の「会津磐梯山」，北海道の「江差追分」，石

川県の「山中節」を聴き，それぞれの特徴を感じ取る。 

〇民謡の役割を考える。 

 

 

・民謡のタイプや合いの手の有無などから民謡ができ

た背景やどのようなときに歌われていたのかを考え

させる。 

 

 

〔１年体育：ダンス〕 

〔１年家庭：布の組織〕 

・民謡の特徴をその背景となる文化や歴史と関連付

けて，解釈したり価値を考えたりし，鑑賞してい

る。             【鑑賞の能力】 

【①日本の伝統や文化に対する理解】 

・日本の民謡の特徴やうまれた背景を知り，日本人

にとって民謡がどのような役割なのかを考える。 

   

１年音楽 



３－２ 授業実践 
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プチ研 記録用紙 

 
授業者  鏡千佳子 
 

 
授業日  ６月 ２５日（火） ２限～ ５限 
 

 
授業クラス，教科等名 
 
 

 
 
   ３年 １２３４組 

関係・連携の考えられる教科等  
 

国語、社会  
 

 授業内容 
 
能と歌舞伎の違いを理解し、能の魅力を探る  

 

育成したい資質・能力 
 
伝統文化への理解に基づいた多様な文化を尊重
する態度  

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
能の音楽と歌舞伎の音楽の特徴を比較すること
でそれぞれのよさや美しさなどに興味をもち，
それらを理解しようとする態度から，多様な価
値観を尊重する力や，音楽文化を尊重し，その
持続発展を考える力などの思考力・判断力の育
成につなげたい。  
 
 

授業のポイント・流れ 
 
 
○本時の課題を知る。（５）  
 
 
 
○能と歌舞伎の音を比較する。（１０）  
 
○気づいたこと，聴こえたことを発表する。（１０）   
 
 
○能と歌舞伎を視聴する。（５）  
 
◎能と歌舞伎の音楽の特徴から能の魅力を探る。（１０）   
・能と歌舞伎のどちらが気に入ったかを音楽の諸要素を用いて書くよう言う。  
またその際，選ばなかった方のよさも書くことで，両方の魅力に気づかせる。  
 
◎考えを発表する。（５）  
 
 
○まとめ  振り返り（５）  
 
 
 

 

～観能教室に向けて～ 能と歌舞伎の違いを理解し，能の魅力を探ろう  

ここがポイントです！！ 



校内研究会 ３－１ 
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①日本の伝統や文化に関する理解 
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②伝統文化への理解に基づいた多様な文化を    
 尊重する態度 
 

27 



③文化の伝承・創造への主体性など 
 

28 



その他 
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校内研究会 ３－１ 
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①日本の伝統や文化に関する理解 
 

32 



②伝統文化への理解に基づいた多様な文化を  
 尊重する態度 
 

33 



③文化の伝承・創造への主体性など 
 

34 



３－２ 授業実践 

35 



 

36 

４－１ 成果と課題 

○学校全体として，伝統文化教育を通して育成したい資   
 質・能力について設定をし，各教科等で実践を重ねるこ  
 とができた。 
○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・題材を開発した。 
○開発したカリキュラムの実践において，生徒の資質・能  
 力の育成につながる成果が見られた。 
 
●資質・能力の変容を，多様な視点から明らかにする評価  
 方法についての検討には，至らなかった。 



教科等で， 
伝統文化に関する学習を行ったことで， 
どのような変化がありましたか。 
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ない・記述なし 

   ３％ 
記述あり 

   

97％ 
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40 
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学校全体として育成する資質・能力 
 
①日本の伝統や文化に関する理解 
②伝統文化への理解に基づいた多様な文化を尊重する態度 
③文化の伝承・創造への主体性など 
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①日本の伝統や文化に関する理解 
②伝統文化への理解に基づいた 
 多様な文化を尊重する態度 
③文化の伝承・創造への主体性など 
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次年度へ 

学校全体で育成する資質・能力①～③について 

 

   ・内容  

   ・育成の方法 

   ・評価の方法  など   

              検討が必要 
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ありがとうございました 
 

平成３１年  
１１月２３日（土） 

教育研究発表会 
 

金沢でお待ちしています 
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