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は じ め に 

 

 

金沢大学附属中学校 

校長 端崎 圭一 

 

本校では，昨年度４月より国立教育政策研究所の研究指定を受け「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」に取り組んでまいりました。この研究は，平

成 26 年度から平成 28 年度の三年間に行いましたＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）

を基盤としております。そこでは，生徒たちの代替案の思考力や多面的・総合的に考える

力等の汎用的な能力を教科等横断的なカリキュラムの中で日常的に鍛えていくところに特

色がありました。 

このＥＳＤ研究で得たもの，経験したことを活かしつつ，昨年度は，主に二つのことに

取り組みました。一つは，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の検討です。もう一つは，伝統文化を柱として，教科が連携

して取組むことのできる単元・題材の検討です。いずれも，一定の成果をあげることがで

きましたが，課題も浮かび上がってまいりました。本校が育成を目指す「グローバル社会

に生きるために必要な資質・能力」とは何であるのかを，より明確にすべきではないか。

積み上げた多くの実践事例を基に，三年間を見通したより体系的な伝統文化に関する教育

課程を編成すべきではないか，等々です。 

本年度は，これらの課題に取り組みつつ，昨年度策定した学校全体のグランドデザイン

に，各教科等のグランドデザインを新たに加えることで，研究基盤をさらに強固にするよ

うな試みを行いました。 

しかしながら，本研究は道半ばでございます。たどり着くべき水準や必要な要素など，

不明瞭で未整理なものが，まだまだ多々あります。皆さまからのご指導やご鞭撻をいただ

きながら，今後も成長をしていきたいと考えております。本紀要をお読みいただき，本校

の研究に対する忌憚のないご意見をお寄せいただければ幸いに存じます。 

最後になりましたが，この二年間の研究に取り組むにあたり，懇切丁寧なご指導・ご助

言をいただきました文部科学省調査官の藤野敦先生に厚く御礼申し上げます。 

 

平成 31年 2 月 
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研究主題  

 

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― 

                 

                                  研 究 部 

１．はじめに 

本校は平成 29 年度より二年間，国立教育政策研究所の研究指定を受け，伝統文化教育に取り組ん 
でいる。本校が伝統文化教育に関する研究に取り組むことになった背景としては，次の二点があげら

れる。 
 ・本校の学校教育目標と伝統文化教育との関連が深いこと。 
 ・これまでの本校の教育研究の成果が伝統文化教育の研究に生かせること。 

これらのことについて，次に説明を行う。 
 

（１） 研究テーマの設定について 

  ①本校の教育目標と研究の経緯 

   本校は，教育目標とそれを受けて目指す生徒像として以下のように掲げている。 
 
学校教育目標：「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 

 
学校全体の教育活動の中でこれらの実現を目指し，日々様々な具体的活動に取り組んでいる。

また，これらを踏まえてこれまでも年度ごとにテーマを定め，教育実践研究を行ってきた。 
 

②ＥＳＤ研究 

平成 26 年度からの三年間は学校教育目標の「社会的使命を果たす生徒を育成する」をより効

果的に達成する方策を開発するため，ＥＳＤ研究を進め学校の各教育活動に環境学習や国際理解

学習を取り入れ，その成果と課題について考察を行った。特に平成 26 年度と 27 年度の二年間は

国立教育政策研究所の研究指定を受け，研究発表会などを通して研究の成果を広く発信してきた。

ＥＳＤ研究に取り組むにあたり，その前年度までの研究の成果と課題について平成 26 年度本校

紀要では以下のように述べている。 
 

「本校では昨年度まで，『思考力・表現力・判断力の育成』を目指し，その中でも特に『思考力』

に焦点をあて，課題を解決するために必要な思考力を育成するために，１）『思考の型』を取り入

れて，２）『思考するための手立て』を工夫するなど，実践を積み重ねてきた。しかし，生徒が課

題を解決する方法を各教科等で学んだとしても，その方法が，教科の枠の中でしか使えなかった

り，ある単元のみに特化したりするなど，学習したことの広がりが感じられなかった。昨年度の
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本校研究紀要にも，『思考の型』や『思考の手だて』を統合するなどして，『思考力を育成する学

校全体の取り組みをさらに深めていく必要性』が課題として取りあげられている。すなわち，生

徒には，将来，社会の形成者として必要な，教科の枠を超えた課題解決の力が十分に身について

いないといえる。その中で，本校教員も，内容的に類似している取り組みをつなげたり，教科間

で連携して共通して身に付けさせたい力を育んだりすることで，学習したことが広がりを見せ，

生徒の教科の枠を超えた課題解決の力に総合的につながっていくのではないかと感じ始めてい

た。そこで，今年度より，教科の取り組みをつなげ，生徒の総合的な課題解決の力を育む方向で

研究を行うことにしたが，そのために，教員全体が共通して取り組める課題解決のテーマとして，

ＥＳＤ(Education for Sustainable Development)を取りあげることにした。」    
（金沢大学附属中学校 研究紀要第 57 号 2015） 

  
つまり，ＥＳＤ研究に取り組むに当たっては，それまでの本校の教育研究の特長として各教科

等が積極的に生徒の資質や能力を育成する手立てについて開発をしているということが長所で

ありながら，同時に教科間で連携して取り組むことや，教科の枠を越えることで育成をねらうこ

とのできる資質・能力についての考察が不足しているという短所があるという課題があった。そ

こで，それらの長所・短所を踏まえて学校全体で取り組むものとしても，ＥＳＤ研究が適してい

ると考え，取り上げることとなった。 
 

③ＥＳＤ研究を基盤とした伝統文化教育研究 

前述のように，本校の教育目標とＥＳＤとの目指すところの共通点をスタートとし，総合的な

学習の時間や特別活動ではなく，普段の教科等の授業の中で展開できるＥＳＤを目指して学校研

究を始めた。それまでも，本校では，言語活動に注目した思考力の育成に関する研究や思考の型

に関する研究を各教科等が取り組んでおり，学校全体をあげて研究に取り組む体制があった。そ

こでＥＳＤを進めるに当たっては，全ての教科等が関わることを前提とし，教科等横断的なカリ

キュラムの開発を目指した。三年間のＥＳＤ研究の取り組みの成果と課題は以下のようである。 
 
    ＥＳＤ研究の成果と課題 
     ア 成果  
      ・本研究は，教科等の授業でこのようにＥＳＤの授業ができる，といった実践提案型の

研究である。教材の「つながり」を図ったユニットや，ＥＳＤの実践事例を数多く完

成できたことがまずは成果である。 
・実践が多い能力・態度に関して，生徒も教科等の授業を通して自分に能力・態度が身

に付いたことを実感している。 
・教科等の授業を通してＥＳＤを実践していく方向性が，教員で共通理解できたことも

成果である。 
・カリキュラムマップの作成により，実践の全体像を可視化できたことが成果である。

今後，さらなるカリキュラムマネジメントにつなげていくことができる。 
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イ 課題 
・能力・態度と教科等の力のさらなる整合性を図ることが今後の課題である。さらに，そ

れぞれの能力・態度を，各教科等がどのように分担していくかを考え，実践していくこ

とも課題である。 
・カリキュラムマップをもとに実践が少ない分野や能力・態度の時期をどうするか，また，

それぞれの実践を，能力・態度間のつながりも含めて，全体的につなげていくことが課

題である。 
・実践提案型の研究から，実際の諸問題解決の研究へと移行するかどうか，そのためにも，

総合的な学習の時間との関係を考え，実践していくことが今後の課題である。 
（金沢大学附属中学校 研究紀要第 59 号 2017）  

 
ＥＳＤ研究の特長をまとめると，本校の特長として以下のことが挙げられる。 
・各教科等がそれぞれの教科等の特質を踏まえつつ，継続して実践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。  
このような本校の教育研究に関する土壌を生かし，伝統文化教育を進められるような研究の

体制や方策について考えた結果，以下のように研究テーマを設定した。 
 
 

 

 

 
 

 

 

２．研究の方針と目標 

  伝統文化教育を柱として学校の教育研究に取り組むに当たり，本校の特長を生かす研究とするた

め，次のように研究の方針と目標を設定した。 
 

研究の方針：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。 
 

研究の目標： 
伝統文化教育に関わって 

１. 各教科等で学んだことを自分たちの現在や将来の行動につなげられる生徒を育てる。 
２．教科等横断的なカリキュラムの開発を目指す。 
３．伝統文化教育の推進と各教科等の思考力・判断力・表現力との関連性を明らかにする。 

 
（１）教科等横断的なカリキュラムの開発について 

これまでのＥＳＤの取り組みなどから，本校では教科等が連携して教育活動に取り組む素地が

ある。この特長を生かして，より効果的な教科等横断的なカリキュラムの開発に取り組みたいと

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― 
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考えた。教科等横断的なカリキュラムの開発に関しては，平成 28 年 12 月の中教審答申「幼稚園，

小学校，中学校，高等学校及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」

に以下のように示されている。 
「生きる力」の育成に向けた教育課程の課題 

（１）教科等を学ぶ意義の明確化と，教科等横断的な教育課程の検討・改善に向けた課題 
教育課程において，各教科等において何を教えるのかという内容は重要ではあるが，前述

の通り，これまで以上に，その内容を学ぶことを通じて「何ができるようになるか」を意

識した指導が求められている。特にこれからの時代に求められる資質・能力については，

第５章において述べるように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・能力など特定の教科等だけでなく，全ての教科等のつながり

の中で育まれるものも多く指摘されている。重要となるのは“この教科を学ぶことで何が

身に付くのか”という，各教科等を学ぶ本質的な意義を明らかにしていくことに加えて，

学びを教科等の縦割りにとどめるのではなく，教科等を越えた視点で教育課程を見渡して

相互の連携を図り，教育課程全体としての効果が発揮できているかどうか，教科等間の関

係性を深めることでより効果を発揮できる場面はどこか，といった検討・改善を各学校が

行うことであり，これらの各学校における検討・改善を支える観点から学習指導要領の在

り方を工夫することである。 
中央教育審議会 「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及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（答申）」文部科学省 2016 

 
 また，伝統文化教育を通して育みたい資質・能力を考えた時に，次期学習指導要領に向けた指針と

しての以下のまとめを参考とした。 
平成 28 年８月 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」 

現代的な諸問題に対応して求められる資質・能力 
（グローバル化する社会の中で） 

○グローバル化する社会の中で世界と向きあうことが求められている我が国においては，自国

や他国の言語や文化を理解し，日本人としての美徳やよさを生かしグローバルな視野で活躍す

るために必要な資質・能力の育成が求められている。前述（４）で述べた言語能力を高め，国

語で情報を的確に捉えて考えをまとめ表現したりできるようにすることや，外国語を使って多

様な人々と目的に応じたコミュニケーションを図れるようにすることが，こうした資質・能力

の基盤となる。加えて古典や歴史，芸術の学習等を通じて，日本人として大切にしてきた文化

を積極的に享受し，我が国の伝統や文化を語り継承していけるようにすること，様々な国や地

域について学ぶことを通じて，文化や考え方の多様性を理解し，多様な人々と協働していくこ

とができるようにすることなどが重要である。 
※「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 
（グローバル人材育成推進会議） 

中央教育審議会 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」文部科学省 2016 
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これからの社会において求められる資質・能力の育成を，伝統文化教育を通して行いたいと考え

た時，ここで示されている「グローバル人材」の要素ⅰ～ⅲの育成を具体的な目標とすることが

できる。また，これらの要素は各教科等で独立して育成できるものではなく，各教科等の枠を越

えて育成をねらえるものとして適切である。そこで，本校の研究テーマの副題を「―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―」とし，その育成に取り組みたいと考

えた。 
 
  また，育成を求められる資質・能力については前掲の記述に続き以下のようにある。 

（現代的な諸問題に対応して求められる資質・能力と教育課程） 
○このように，現代的な諸問題に対応して求められる資質・能力としては，以下のような

ものが考えられる。 
・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しつつ，現在まで受け継がれてきた我が国固有の

領土や歴史に関して理解し，伝統や文化を尊重し未来を描く力 
・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 
・オリンピック・パラリンピックを契機に豊かなスポーツライフを実現する力 

○これらが教科等横断的なテーマであることを踏まえ，それを通じてどのような資質・能

力の育成を目指すのかを三つの柱に沿って明確にし，関係教科等や教育課程全体とのつな

がりの整理を行い，その育成を図っていくことができるようにすることが求められる。 
「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」文部科学省 2016 

 
  このまとめを参考に，本校でも教科等を越えた視点で教育課程を見直し，教育課程全体として効

果を発揮できる場面について研究としたいと考えた。一年次（平成 29 年度）は全ての教科等が伝統

文化に関する学習に取り組み，その中で育むことのできる資質・能力について仮に設定をし，実践

研究を進めた。二年次（平成 30 年度）はその仮説の検証とともに，各実践について検討と精選を進

め，教育課程全体の工夫と改善を図っている。 
 
 
（２）伝統文化教育について 

伝統文化教育は，これまでも各教科等や総合的な学習の時間などで行われて来た。平成 18 年 12
月に教育基本法が改正され，「伝統や文化を尊重し，それらを育んできた我が国と郷土を愛するとと

もに，他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」と言及された。これを受けた

平成 20 年１月の中教審答申「伝統や文化に関する教育の充実」では，以下のように述べられてい

る。 
 

国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で，我が国や郷土の伝統や文化を受け止め，その

よさを継承・発展させるための教育を充実することが必要である。世界に貢献するものとして

─ 5 ─



自らの国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，尊重する態度を身に付けてこそ，グロー

バル化社会の中で，自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い，これらに立脚する人々と共存す

ることができる。また，伝統や文化についての深い理解は，他者や社会との関係だけではなく，

自己と対話しながら自分を深めていく上でも極めて重要である。このため，伝統や文化の理解

についても，発達の段階を踏まえ，各教科等で積極的に指導がなされるよう充実することが必

要である。 
                           中央教育審議会 「伝統や文化に関する教育の充実」 文部科学省 2008 

 
伝統文化に関する学習内容は，各教科等で積極的に扱うことが改めて強調されている。またその

目的は国際社会で活躍する日本人の育成であることとされている。 
 現行の学習指導要領の施行と並行して，様々な伝統文化教育に関する取り組みが行われている。

その一つが平成 17 年より国立教育政策研究所が行った「我が国の伝統文化を尊重する教育に関す

る実践モデル事業」である。この事業では全国から 100 校程度を募集し，伝統文化に関する教育の

教育課程における位置付け，指導の内容・方法などに関する実践研究，そして外部の人材や団体と

の効果的な連携の方策について研究の課題として設定した。その事業を経て，平成 24 年には同じ

く国立教育政策研究所が「学校全体としての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」として研究指定事業を開始し，今年度に至

るまで継続して事業を行っている。 
  また次期学習指導要領へ向けて，様々な動きがある中，伝統文化教育に関しては，平成 27 年８月

「論点整理」に次のようにまとめられている。 
 

日本のこととグローバルなことの双方を相互的に捉えながら，社会の中で自ら問題を発見し

解決していくことができるよう，自国と世界の歴史の展開を広い視野から考える力や，思想や

思考の多様性の理解，地球規模の諸課題や地域課題を解決し持続可能な社会づくりにつながる

地理的な素養についても身に付けていく必要がある。 
                                   中央教育審議会  教育課程企画特別部会  「論点整理」  2015 

 
自国に関することと世界のこととを同時に広く捉えて，グローバル社会で生きるための素養を身

に付けることの重要性が指摘されている。また平成 27 年 12 月の中教審答申の「2030 年を見据え

て子供たちの育てたい姿」には「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。」と述べられており，これからの社会で広く育成すべき内容について，伝統

文化教育が担っていくことが示されている。 
  このような流れの中で，これまでも伝統文化教育に関する多くの実践が行われてきた。それらの

実践の課題として，伝統文化教育を担うのは，総合的な学習の時間に集中しがちであり，各教科等

での取り組みが希薄になりがちであるということや，目的が自国への愛着や自国の文化の理解に留

まりがちであり，世界的な視野の獲得までに至らないということなどが挙げられている。これらの

課題を踏まえた上で，これからの伝統文化教育として「互いの文化を尊重する発信型のグローバル

化」を教育の中心に据える実践などが，これからの伝統文化教育が目指す方向として挙げられる。 
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研究体制

（３）研究の方策・研究体制  

①研究の視点：全ての教科等が関わったこれまでのＥＳＤの授業実践を基盤とする。教科等の学

習をベースとしつつ，伝統文化教育にそれぞれの教科等がどのように関わることができるのかを明

らかにし，教科等横断的な単元（題材）の開発をする。その上でそれらの学習の中で伝統文化教育

を通して，一人一人の生徒がグローバル社会に生きるために必要な資質・能力をどのように身に付

けていくのかを検証し，その育成のためにより有効な方策を開発する。 
②研究の手立て：ＥＳＤ研究を通して得た，教科等の連携やカリキュラムマップ（全ての教科等

の三年間の学習の内容やそれらの相互の関連等をのを一覧表にまとめたもの）の作成の経験を活か

し，伝統文化教育に関して，全ての教科等が関わる三年間のカリキュラムマネジメントを行う。伝

統文化教育を柱として，生徒の視点に立った学習計画の作成を試みる。具体的には以下の通りであ

る。 
・伝統文化教育に関するアンケート調査を生徒・保護者・教員を対象に行い，伝統文化や伝統文

化教育に関する意識の変容について分析する。生徒の伝統文化に対する興味・関心がどのよう

に 高まり，どのような資質・能力が身に付いたのかを分析する。 
・各教科等の授業で生徒の学習過程や思考の様子をワークシートなどの記入の内容から分析する。

各教科等で育成したい資質・能力がどのように育まれているのか見取る。 
・本校研究発表会の場で参会者から意見を求めるとともに，アンケート調査を行い本校の取り組

みや生徒の実態について成果や課題を点検する。 
・金沢大学人間社会学域学校教育学類等の研究協力者（大学教員・大学院生），金沢大学教職大学

院の職員・大学院生などから学校生活や授業での生徒の変容について評価を得る。 
 
 

 

 

４．一年次（平成 29 年度）の取組 

（１）具体的な取組と実践 

〇校内研究会 

   伝統文化教育に取り組むにあたり，平成 29 年度に先駆けて前年度２月より準備を始めた。国立

教育政策研究所の研究指定の申請にあたり，本校での取り組みの方向性を検討し二年間の研究の

進め方について計画を立てた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
金沢大学人間社会学域学校教育学類（研究協力者）

学校長（研究全体の統括・アドバイス） 

研究推進委員会（研究方針立案） 

研究部（研究方針の審議・検討） 

職員会議（研究方針・内容の審議） 
各教科等の部会（教科等の学習の検討） 

学校評議委員（学校研究への評価・アドバイス）

育友会・同窓会など（地域の伝統文化についてのレクチャー）

海外の連携校（グローバルな視点での連携）
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①平成 29 年度４月～11 月 

  学校全体で伝統文化教育を進めるに当たり，共通して理解しておくべきことを整理し，具体的な

実践の在り方について検討を進めた。学校全体で育成をねらう資質・能力について設定をして、考

察を進め，各教科等の授業の中で取り組むことのできる実践の可能性を広げる時期となった。多く

の実践を持つことを目標とし，全職員が実践にあたった。 

４月の校内研究会において，研究の計画について全教職員で確認を行った。はじめに，先行の伝

統文化教育について概要を把握し，学習指導要領を参考にしながら，今なぜ伝統文化教育に取り組

むことが重要なのか，ということについて全教職員が理解し今年度の研究に向けての基礎的理解と

した。その中で，本校の研究では，①全教科等が連携して伝統文化教育に取り組むこと ②伝統文

化教育を通して育成を目指す資質・能力をグローバル人材の要素ⅰ～ⅲと仮定して実践に取り組む

こと の二つを申し合わせた。学年別のグループに分かれてワークショップを行い，はじめに伝統

文化について「生活文化」「伝統文化」「地域文化」「現代の日本文化」などの区分があることを踏ま

えて，それぞれの教科が伝統文化についてどのような文化を扱い，どのような要素の育成に関われ

そうかを各自が考えグループごとに表を作成した（図１）。また，

それらの実践の可能性の内容から，実際に今年度中に取り組む

ものを選び出し，各学年の年間計画表上において各教科等の取

り組みを全体で可視化できる表とした（ｐ9 図２～４）。これら

の表を職員室の休憩スペースに掲示し，全教職員の目に触れや

すいものとすることにより，教科同士が連携したり，教科等横

断的な実践について考えたりする材料とした。 

  二年間の研究計画（国立教育政策研究所に提出のもの）を基に，具体的な実践に向けた申し合わ

せを行い，動き出した。前年度までのＥＳＤ研究で取り組んだ校内研究授業（詳細はｐ9～）の形式

を今年度バージョンに手を加えて利用し，どのような伝統文化に関する授業の中で，どのような資

質・能力の育成をねらうのかを示せるものとした（ｐ9 図５）。試みとして５月，６月に行う校内研

究授業について，そのねらいなどについて確認をし，各教科等の実践について検討する機会を設定

した。 

  ６月に研究授業をともなって行われた校内研究会では，授業を全校教員が参観し，全体での授業

整理会を設け，本校の伝統文化教育の方向性や連携の可能性などについて検討した。４月より指導

を受けている国立教育政策研究所の藤野敦調査官にも参加をいただき，これまでの本校の取り組み

や本日の授業，今後の実践について講演会の形でレクチャーを受けた。また，本年度より研究に関

する協力をより深めたいと考えている金沢大学教職大学院の教職員，院生にも参加をいただき，研

究についての説明を行い，本日の実践やこれまでの研究に関する意見の交換の場となった。 

 その後，月に一回程度の校内研究会を設定し，実践の進捗状況や研究の方向性などについて，共有

をし，各教科等の間の連携の可能性についてさらなる検討を行った。 

  例年 11 月に開催されている教育研究発表会では，学校保健を含む全ての教科で研究授業を行っ

た。これまでの研究の状況を発信すると同時に，今後の研究や実践の在り方について，国内外の参

会者と意見を交換する場となった。 

図１
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②平成 29 年度 12 月～３月 

  11 月までの時期は，伝統文化教育に関わる実践を，数多く重ねることを目標としてきた。それら

の実践を受け，29 年度後半は，それらの実践が伝統文化教育として，ふさわしいものであったかや，

どのような資質・能力の育成を期待できたのか，などについて考察と検討を行った。次年度へ向け

て，実践の精選を行い，教科等間の連携を深めることを目標とした。 

  

〇研究授業 

   前述の校内研究会と共に，様々な形態での研究授業をもった。各学年で行った研究授業では，

関係する教員が参観し，以降の連携へとつなげる機会となった。また，全校の職員が会し，行わ

れた研究授業では，学校全体を通じて育成をねらう資質・能力について，設定した内容や育成の

ねらい方などについて検討をする機会となった。 

   このような研究授業においては，国立教育政策研究所の調査官を招いて指導を受けたり，金沢

大学教職大学院の教員・院生の協力を得たりして，研究を多方面から捉える機会としている。 

 

図２ 

図３ 

図３ 

図４ 

図５
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〇授業実践 

   前述の通り，ＥＳＤ研究の取組の中では，今年度の研究にも共通する「全教科等で取り組む」

「教科等横断的な実践を開発する」などの目的を持ち，カリキュラムマネジメントを行った。三

年間を通した研究の成果として，全教科等の指導計画を一枚表の形にした「カリキュラムマップ」

があげられる。これらの開発のベースになったのが「プチ研」と校内で呼ばれている研究授業で

ある。 

   「プチ研」は，各教職員が実践を行う際に，簡易な指導案（ｐ9 図５）を作成して全教職員で共

有し参観し合う趣旨から行われた。普段の授業について，様々な見方から意見を集めたい時や，

他教科等との連携のヒントにしてほしい時などに，「気軽に行える小さな研究授業」という意味合

いで「プチ研」と名付けて継承されてきた。本年度もこれらの取り組みを重ねて，試行錯誤を重

ねながら大きな研究へとつなげていきたいと考えている。 

 

（２）平成 29 年度（研究１年次）の成果と課題 

①成果 

・日本の伝統文化について，生徒の意識や現状などについて明らかになった。 

・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。 

・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

を検討することができた。 

・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・題材を検討することがで

きた。 

②課題 

・生徒や保護者と学習の目標を共有したり，生徒自身がその成果を評価したりする仕組みがで

きなかった。 

・伝統文化教育を通して育まれる資質・能力の変容を明らかにするための，多様な評価につい

て検討できなかった。 

 

  平成 29 年度の研究では，伝統文化教育に取り組む初年度として，第一の目標として，実践の数を

多く持つことを掲げた。その結果，学校保健を含む全ての教科等で全ての教員による伝統文化に関

わる授業実践を持つことができた。またそれらの実践は，複数教科等で連携が図られたものであり，   

今後，その成果を三年間の学習計画として形にしていく計画である。 

 また５月と 12 月に実施したアンケートによって，伝統文化に関する生徒の意識や実態を明らかに

できた。一方，伝統文化教育によって生徒にどのような資質・能力の変容が見られたかということ

に関しては，明らかにできなかった。今後，アンケートの内容を始め，多様な評価の在り方につい

ての検討が重要であることがわかった。 

  研究を進める中で，教育目標や研究活動を，その他の教育活動を俯瞰できるグランドデザインが

必要なのではないかという議論が起きた。平成 29 年度は，年度の途中ではあったが，グランドデザ

インの作成に着手した。平成 30 年度は，この表をもとにして，学校教育の教育活動に関わる生徒・

保護者・地域・教職員が目標を共有して日々の活動に臨みたいと考えた。 

 

 

─ 10 ─



 
 

 
各教科等の 

グランドデザイ

 

 

 

４．本年度の研究（平成 30 年度）の取組 

 昨年度の成果と課題を踏まえて，本年度は新たに以下の点を意識して研究に取り組むこととした。 

   ・生徒や保護者と学習の目標や学びの過程を共有できる方策をつくる。  

   ・伝統文化教育を通して育まれる資質・能力について，その内容についてより明らかにする。 

 

（１） 学校全体のグランドデザインを基にした各教科等の指導の工夫 

前述のように，学校全体のグランドデザインを作成した（ｐ19～20）。学校の教育目標を

達成するために，学校の全ての活動がどのように関わり，連携して目標を達成するのかを図

示したものである。このグランドデザインを拠り所として，今年度は，各教科等がそれぞれ

の目標を設定し，学習指導の計画を作成し，そこに伝統文化教育も位置付けた。（ｐ21～33）。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，これまでの学習指導案の形式にも大きく変更を加え，各授業の学校全体の教育活動

上での位置付けを明確にし，後述（ｐ15）の学校全体として育成する資質・能力①～③と各

授業との関連を示すものとした。各教科等の学習の中で，どのような資質・能力の育成をね

らっているのかを明記し，学校全体として，どのように資質・能力を育成していくのかにつ

いて，イメージが持てる形式とした。実際に作成された学習指導案（p13～14）を例として詳

細についての説明を加える。  

単元・題材計画 

本校のグランドデザイン 

金沢大学附属中学校 教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

年間指導計画 
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これまでは，本時の学習に重きを置きがちであった学習指導案形式に工夫を加えた。ｐ11

の図で示したように，「学校全体で育成する資質・能力」「教科の年間指導計画」「単元の指

導計画」の位置付けが明確になるような形式とした。教科の学習は，単なる知識や技能の寄せ

集めではなく，スパイラルに積み上がっていく中で，様々な資質・能力の育成につながるもの

である。そのことを，各学習を計画する際に明確にすることを意識している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｐ13～14の単元計画は，今年度 11月に行われた三年生理科の天体の学習に関するものである。 

  ｐ16～17 で挙げた複数の教科が連携して考えられた実践に関する内容である。二重四角で囲まれ

た一時間目の部分が「本時」を示し，ｐ80 実践事例に当たる部分である。縦の列ごとの内容とし

ては，四列あるうちの左端の列は，教科としての学習内容と活動，そしてそのねらいが示されて

いる。その右隣りが指導上の留意点と他教科等との連携について，示している。その隣の列が教

科としての評価規準を示している。伝統文化に関わった学習を計画するに際しても，教科等が目

指すねらいを最優先にしつつ，実践に当たることを明確にしている。右端の列は，学校全体とし

て育成する資質・能力＝グローバル社会に生きるために必要な資質・能力（ｐ15）について，こ

の学習で，どの部分の育成をねらうのかについて示している。例に挙げた計画では，１時間目に

当たる部分のみに記載があるが，これは単元全体を通じて，前述の資質・能力の育成をねらう学

習が冒頭の時間のみであることを示している。この資質・能力の育成に関しては，教科や単元・

題材の内容によって，その扱いに違いがある。今後，どのように分担・連携をしていけば，より

効果的な資質・能力の育成につながるのかについて，検討を重ねたい。  

 

４．単元計画（３時間扱い，本時 は３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

○俳句の特色などを知るとともに，

一 １ そこに込められた心情や情景を読

み味わう。

・詠まれている情景を想像しながら，・既習事項を確認するために俳句について

それぞれの俳句を音読する。 知っていることや小学校で学んだことの

ある作品などを発表する。

・俳句に関する専門用語の意味を確 ・俳句を作るときの心構えについて，筆者

認する。 が述べていることを確認する。

・筆者のものの見方や感じ方が表れ ・目的意識を持つために第３時に句会をす

ている語句や表現などの意味を確 ることを伝える。

認する。

・解説を基に，俳句の表現の工夫と 〔３年英語〕：英語で俳句を作ろう

その効果について確認する。

○「俳句を味わう」の句を音読し，

２ それぞれの心情や情景を読み味わ

う。 ・言葉に着目しながら俳句の大意，情景や

・俳句の大意を理解する。 心情を捉えるためにワークシートを用い

・季節や情景，作者の感動が表れた る。

言葉を把握する。 ・コメントで取り上げる言葉や表現は，一

・最も気に入った俳句を一つ選び， つに絞ることと季語や切れ字などに着目

心ひかれた言葉や表現についてコ することを確認する。

メントを書く。

○表現のしかたを工夫して俳句を作

二 ３ り，友達と感想を交流する。

・俳句を作るときの観点を確認する。・「歳時記」や国語便覧を活用し，参考に

・テーマを決めて俳句を作る。 する。

・ヒントとなるように印象に残った出来事

を自由に出し合うことを確認する。

・語句を吟味し，定型になるようにする。

・作った作品を交流する。

・各自，よいと思った一句を選び，

そのよさを班で伝える。

・各班から選ばれた一句を全体に紹 ・各班で出た意見を基に発表するようにす

介する。 る。

教科名と内容が簡単に書いてあります。

他教科と連携しているところに、教科名

と内容が書かれています。

二重線で囲まれているところが単元計画

の中に位置づけられた本時となります。

評価規準 育成する資質・能力

・各俳句の季語や季節を押さえ，五句に詠

まれた情景や心情を捉えることができる。

【読むこと】

・作品の具体的な言葉や表現に即してコメ

ントを書くことができる。【書くこと】

・感動の中心が伝わるよう，語句や語順， 【③文化の伝承・創造への主体性など】

表現のしかたを工夫して俳句を作ること 表現を工夫して、日常生活の中での発見

ができる。【書くこと】 や感動を俳句にする。

・選んだ俳句のよさついて，そのよさを説

明することができる。

【話すこと・聞くこと】

この枠には、教科の

評価が記入されてい

ます。
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

という育成したい資質・能力の三

つがどこで養われるか、、教科と

してどのようなことができるよう

になると捉えているかが書かれて

います。すべての枠に入るわけで

はありません。

教科として資質・能力に関わる

ところについて書いています。
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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】 
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（２） 学校全体で育成する資質・能力の設定 

平成 29 年度には，学校全体で育成を目指す資質・能力として，先述（ｐ５）の通り，グロ

ーバル人材の要素ⅰ～ⅲを設定した。  

※「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 

（グローバル人材育成推進会議）  

これらの資質・能力の育成をねらって，各教科等の指導を計画したところ，以下の二点の問

題点が明らかになった。  

・各要素の定義が具体的ではなく，学校教育に特化した設定ではないため，各教科等の学習 

目標や学習内容との関連を示すことに困難があった。  

・どの要素も，一時間ごとの学習で育成をねらうことは難しく，単元（題材）や他教科等と 

の連携，３年間を通した学習計画などの中で育成ねらわなければならないものである。  

これらの問題点を踏まえ，平成 30 年度には，学校全体を通して育成したい資質・能力とし  

て，それまでの要素ⅰ～ⅲをもとに，再度，育成を目指す資質・能力の設定をした。  

 

 

 

 

 

 

これらを設定するために，グローバル社会で生きるために，中学生に必要とされているこ

とはどのようなことなのか，という点に立ち戻り，育成をねらう資質・能力について検討を

行った。（学習指導要領総則解説）では，グローバル社会に生きるために必要な資質・能力

に関連して，以下のように説明している。  

 

将来の我が国を担う中学生は，郷土や国で育まれてきた優れた伝統と文化などのよさにつ

いて理解を深め，それらを育んできた我が国や郷土を愛するとともに，国際的視野に立っ

て，他国の生活習慣や文化を尊重する態度を養うことが大切である。また，国際社会の中で

独自性をもちながら国際社会の平和と発展，地球環境の保全に貢献できる国家の発展に努め

る日本人として，主体的に生きようとする態度を身に付けていくことが求められる。  

 

     将来，グローバル化した社会の中で生きるためには，伝統や文化に関する理解，自他の文

化を尊重する態度，主体的に生きる態度などが必要であるとされている。これらのことを踏

まえて，本校が学校全体を通じて育成をしたい資質・能力について検討をしたところ，以下

の三つに整理することができた。  

 

 

 

学校全体として育成する資質・能力＝グローバル社会に生きるために必要な資質・能力

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 

前年度までの「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」

を踏まえたものである。グローバル社会に生きるためには，まず一人一人がその立脚する

文化を理解することが必要である。日本の伝統や文化のよさについての理解に基づいて，

他国の伝統や文化を尊重する態度へとつなげていくことが求められる。  

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 

「要素ⅰ：語学力・コミュニケーション能力」を踏まえて設定をした。「①日本の伝統  

や文化に関する理解」を基盤とし，自国の文化を発信したり，異文化との比較をしたりす 

る上で，コミュニケーションは不可欠である。異なる文化を持った様々な人とのコミュニ

ケーションを通して，互いの文化を尊重する態度を育むことができると考えられる。  

③文化の伝承・創造への主体性など 

「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」を踏  

まえて，設定をした。国際社会の中で独自性をもちながら国際社会の平和と発展，地球  

環境の保全に貢献できる国家の発展に努める日本人として，主体的に生きようとする態度 

を身に付けることが目標である。様々な文化を持つ人々と協働しながら，さらに新しい価

値観や文化を創造するための主体性を育みたいと考えている。  

 

これら三つの資質・能力は，単独の授業や教科等で育むことのできる性質のものではく，  

学校全体の教育活動を通して，三年間を通じて育成していくものである。また，各教科等の学

習内容と，これらの資質・能力は関り方には，それぞれ違いがあることも想定される。今年度

の取組の一つとしては，各教科等の学習とこれらの資質・能力の育成にどのような関連性があ

るのかを明らかにすることを目指したい。そのためにも，先述（ｐ16）の学習指導案の工夫に

おいて，単元（題材）指導計画の中で資質・能力の育成がどのように位置づけられているのか

を明確にすることが，重要であると考えている。  

 学校全体で資質・能力を育成するために，昨年度に引き続き，各教科等が相互に連携をして

学習を構築することを進めている。実践記録にあるものはもとより，普段の学習から，連携を

意識して，授業の計画に臨んでいる。  

 例えば，三年生の国語，理科，技術・家庭科（家庭分野）では，「日本人の暮らしと自然と

の関り」について，連携して学習に取り入れた。それぞれの教科で，教科としての学習のねら

いを明確にしながら，相互に連携することを計画した。このような取組を重ねることにより，

学校全体で育成をする資質・能力について，育成を期待できることはもちろん，各教科の学習

のねらいの達成により迫れるのではないかと考えている。国語では国語の，理科では理科の，

技術・家庭科では技術・家庭科のそれぞれの学習のねらいを明確にした上で，その達成のため

に用いるべき適切な題材を検討したときに，「日本人の暮らしと自然との関わり」という題材

で実践を行うこととなった。時期的には，始めに技術・家庭科（家庭分野）の住まいに関する

学習で，日本での伝統的な住まいの特徴について学び，身近な和室と洋室のそれぞれの長所と

短所について考える学習を持った。その中で生徒は，幼児や高齢者にとって過ごしやすい環境

について理解をしたり，日本人が昔から，暮らしの中に自然を取り入れて生活を楽しんできた

ことを理解したりした。その上で，月見や花見など，季節ごとに暮らしの設えに工夫を凝らし

てきたことが，現代の日本の生活の中にも生きており，自分たちの生活にそれらの工夫を取り
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入れていきたいという姿勢につながった。このような学習を生かして，国語と理科が並行し

て，学習を進めた。理科では，天体の学習の中の「月」の動きや見え方に関する学習で，技

術・家庭科での学習を踏まえ，日本人が住まいの中から月を見ていたという状況の理解を生か

した学習を設定した。国語では，「月」を読んだ短歌の鑑賞に関する学習を設定し，当時の

人々が見ていた月はどのような月なのかということについて考えながら短歌の理解を試みるな

ど，技術・家庭科と理科での学習を踏まえた学習となった。  

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  三つの教科が連携して学習を設定したことにより，それぞれの教科の学習に関して，より興味・

関心が高まり，理解も深まった。各教科の成果と課題の記述にその成果が見られる。  

  また，各教科が連携する中心となる題材に伝統文化に関する事柄を置いたことにより，学校全体

で育成する資質・能力の変容も見られた。学習後の生徒の記述によるアンケートから，その内容を

見ることができた。  

 

５．本年度の研究（平成 30 年度）の成果と課題 

（１）成果  

○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。 
    平成 29～30 年度の期間で，伝統文化に関わって，資質・能力の育成を目指す授業をの

べ 80 時間以上の実践を持つことができた。 
○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。 

   先に挙げた実践のうちのほとんどが，他の教科等との連携を図ったものであった。 
○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。 
   生徒の資質・能力の変容を見取るために，平成 31 年１月に，全校生徒 448 名を対象にア

ンケートを行った。伝統文化教育を通して，ほとんどの生徒に資質・能力の変容が見られ

た。 

日本人の暮らしと 

自然との関わり 

教科等が連携した学習の例 

家庭 

・住まいの働き 

・和の住まい 

理科 

・天体  

・月の動き 

国語 

・和歌の鑑賞「月」 
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アンケートの結果では，資質・能力①～③の記述に差がある。このことが，実際にどのよ

うなことを意味するのかについて，今後，生徒へのフィードバックを含めて，再検討をした

い。 
   また，この結果を踏まえて，アンケートの内容や集計の方法に関すること，実践の是非に

関することなどについても，よりよい学習を構築するための材料としたい。 
 

（２）課題 
●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。  

次年度は，グランドデザインや各教科等の年間指導計画の改善を踏まえて，その変容を見

取る多様な方法について，次年度以降の研究で検討を進めたい。  

 

 

記述あり

97%

ない 又は記述

なし

3%

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。

124 126 129

41

15 12

53 63 57

0

50

100

150
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  

①  ⽇本の伝統や⽂化に関する理解  

に関する記述の例  

「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」  

に関する記述の例  

「③⽂化の伝承・創造への主体性など」 

に関する記述の例 

１年生（152 名）２年生（153 名）３年生（157 名）
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各教科等のグランドデザイン 
 

国語 

目指す子供の姿

 
・言葉がもつ価値を認識する

ことで，多様な見方・考え
方ができ，協同して課題を
解決する生徒。 

子供の実態

 
・伝え合う力はあるが，多様

な見方・考え方が苦手な傾
向にあり，共有し深化させ
る面で課題が残る。 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 

 
●言葉によって自分の考えを形成し， 
 交流することができる力。 
●場面や状況に応じて，適切な言葉を選んで 
 表現することができる力。 
●歴史や生活の中で継承されてきた言語の 

能力を向上させていこうとする姿勢。 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 

 
●言語文化や古典を題材とし，学年を追って 

自国の伝統文化に対する考えを深化させ，
発信することができるよう学習する。 

●ものの見方や考え方に触れ，他者と自分の
考えを比べることで，より広い視野を持っ
て自分の意見を形成できるよう学習する。 

○各教科等とのつながりを踏まえたカリキュ
ラムを編成する。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

 
●文章を読んで理解したことや考えたことに

ついて，考えを伝えあったり，文章にまとめ
たりすることで自分の考えを広げ，深める。

○言語活動の取組を通して，伝統文化に対する
関心を深め，自らの考えを発信していく学習
を実施する。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 

 
○評価のさらなる充実を図り，生徒が学んで

いくうえでの見通しを持てるように工夫す
る。 

○相互評価，自己評価を活用し，自らの学びを
振り返るようにする。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

社会 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

●広い視野に立って，社会に対する関心を高め，
諸資料に基づいて多面的・多角的に考察する
力。 

●我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深
め，公⺠としての基礎的教養。 

●国際社会に⽣きる平和で⺠主的な国家・社会
の形成者として必要な公⺠的資質。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

○評価のさらなる充実を図り，⽣徒が学んでい
くうえでの見通しを持てるように工夫する。 

○相互評価，自己評価を活用し，自らの学びを振
り返るようにする。 

 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

●伝統文化を学ぶことを通して，「地理的要因」や
「時間軸で歴史的事象」を捉え，これからの社
会づくりにつなげることを学習する。 

○各教科等とのつながりを踏まえたカリキュラ
ムを編成する。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

○自分の言葉でまとめたり，説明したりする活動
を多く実施する。 

○ペア学習やグループ学習を取り入れ，話合い活
動を多く実施する。 

 

目指す子供の姿 

 
・社会的事象を多面的・多角的に

捉え，自らの視点を持つことが
できる。 

・社会科での学びを⽣かし，新た
な価値を創り出すことができ
る。 

子供の実態 

 
・多くの社会的事象をおおまかに

整理し，他者と共有しながらつ
かむことが苦手。 

・話合い活動やレポートに意欲的
に取り組むことができる。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

数学 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 

 
●日常生活の問題を解決するために，数学

的な視点を持つことができる力。 
●数学的な根拠を明らかにしながら，問題

を解決することができる力。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

●数学的な根拠を用いて説明したり，問題を

解決することができたかを振り返る。 
●見通しを持って，問題を解決することがで

きたかを振り返る。 
○伝統文化を題材とした問題解決的な授業の

中で，数学的な力につながったかどうか，

授業の在り方についての形成的評価を行

う。 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 

 
●基本的・基礎的な知識・技能を身に付け 

る。 
●知識・技能を用いて問題を解決する方法を 

学ぶ。 
○伝統文化を題材として，問題を解決する授 

業の構築の際，他の教科等との連携を図 
る。 

 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

●正しい数学用語を用いて，学習内容をまと 
め，説明の根拠として使えるようにする。 

●小テストなどを通して，計算技能などを身 
に付ける。 

●伝統文化などの身のまわりの問題を通し 
て，数学を用いて問題を解決する。 

目指す子供の姿 

 

・身のまわりの問題を数学的
視点で捉え，数学を用いて
問題を解決できる。 

子供の実態 

 

・問題解決に必要な知識・技
能は習得している生徒が多
いが，それが実際の問題解
決のツールとして活用でき
ない生徒もいる。 
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各教科等のグランドデザイン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理科 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

●自然の事物・現象を質的・量的な関係や時 
間的，空間的な関係などの科学的な視点で 
捉えることができる力。 

●身近な題材を科学的な視点で捉え，説明 
することができる力。 

●自然事象に対する知識や技能を活用する力。

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

●身近な現象を科学的な視点で考察する。 
 
○自己評価を活用し，自らの学びを振り返る 

ようにする。 
 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

●身近な題材や伝統文化とのつながりを図り、 
日常生活の中で活用する力を育む。 

 
○各教科等とのつながりを踏まえたカリキュラ 

ムを編成する。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

●身近な事象を科学的な視点で考察する。 
 

○学習内容に伝統文化との関わりを持たせるこ 
とで，理科的な興味・関心を高める学習を行 
う。 

 

目指す子供の姿 

 
・理科での学びを活かし，主体的

に自己改善することができる。 

子供の実態 

 
・理科的な知識は豊富なものの実

生活との結びつきが弱い。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

音楽 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

●生活や社会の中の音や音楽，音楽文化と豊
かに関わる資質・能力 

●曲想と音楽の構造や背景などとの関わり及
び音楽の多様性について理解するととも
に，創意工夫を生かした音楽表現をするた
めに必要な技能 

●音楽表現を創意工夫することや，音楽のよ
さや美しさを味わって聴くことができる力 

●音楽活動の楽しさを体験することを通し
て，音楽を愛好する心情を育むとともに，
音楽に対する感性を豊かにし，音楽に親し
んでいく態度を養い，豊かな情操を培う。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

●知識及び技能 
●思考力・判断力・表現力等 
●主体的に学習に取り組む態度 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

●３年間を通して，A 表現（歌唱，器楽，創
作）B 鑑賞〔共通事項〕において示された
内容を学ぶ。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

●音楽に対する感性を働かせながら，表した
い音楽表現を見いだす見通しを持って協働
的に学習する。 

●比較したり関連付けたりして，要素の働き
や音楽の特徴について他者と共有・共感し
たりして学習する。 

○生徒が見方・考え方を働かせることができ
るようにすることによって，音楽科の本質
に迫る学習の実現を図る。 

目指す子供の姿 

 

・音や音楽を実生活と結びつけ
て考えることのできる生徒 

・多様な音楽を尊重できる生徒 

子供の実態 

 

・音楽に対する関心が高い 
・新たな知識を得て課題を解決

することに意欲的 
・自らつくり出すことに消極的 
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各教科等のグランドデザイン 
  

美術 

目指す子供の姿 

・豊かな感性や情操を基盤に，美術を愛好
する心情を持った生活を送ることがで
きる。 

・自分自身の能力・経験をもとに，課題に
対する最適解を考えられる。 

●何ができるようになるか 

○育成を目指す資質・能力 

●美術に関わる基礎的・基本的な知識・技能を習得し，
表現活動や鑑賞活動にそれを活用する力。 

●豊かに発想・構想する力。 
●身の周りの美しい事象に気づく感性と，それを愛好

する心情。 
●素材，色，形，大きさ，構成などの造形要素のよさ

を感じ取る感性。 
●自国や郷土の伝統や文化を尊重，伝承し，新たな文

化を創造しようとする態度と，他国の歴史や，異な
る伝統や文化に対する敬意の態度。 

●何が身に付いたか 

○学習評価を通じた学習指導の改善 

●美術に関わる基礎的・基本的な知識・技能を習得する。
●豊かな発想・構想で独自の考えを持つことができる。
●身の周りの美しい事象に気づき，それを愛好する。 
●素材，色，形，大きさ，構成などの造形要素のよさを

感じ取る。 
●自国や郷土の伝統や文化を尊重，伝承し，他国の歴史

や，異なる伝統や文化に対しても敬意の態度を持つ。

●何を学ぶか 

○教育課程の編成 

●さまざまな事象の美しさに素直に感動する感性を
学ぶ。 

●自分自身の考えや価値観をしっかり持つと同時に，
異なる考え方や表現のよさを受け止めようとする
姿勢を学ぶ。 

●美術の基礎的・基本的な知識・技能を学ぶ。 
●自分自身の感性をもとにした発想・構想を学ぶ。 
●基礎的・基本的な知識・技能を活用して，自分の考

えや意図を具体化する表現を学ぶ。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

●表現活動においては，絵画，彫刻，デザイン，工芸
等，幅広い領域を体系的，発展的に学習する。 

○自身の意図を視覚化する表現活動と，他者の意図や
よさを理解しようとする鑑賞活動を柱とした学習。

○実際の生活や現代社会の様相，さらに伝統文化を踏
まえた学習の計画と実践を行う。 

子供の実態 

・時代や多勢の流行に対する関心は高
いが，自らの価値観で美しさを感じ，
自己表現することが苦手。 

・よりよいものを求める意欲は高いが，
簡単に早く結果を出す方法を求め，
試行錯誤することが苦手。 
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各教科等のグランドデザイン 
 
 
 
 
 
 
 
 

保健体育 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

＜体育分野＞ 
●運動の楽しさや喜び，最善を尽くす態度や生涯 

にわたって実践するための基本的な技能。 
●自他の課題を発見し，課題解決に向けて考えた 

ことを他者と共有する力。 
＜保健分野＞ 
●心身の健康の保持増進を目指し，課題の発見や， 

その解決についての考えを，他者と共有する力。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

＜体育分野＞ 
●運動を通して，その特性や魅力に応じた楽しさ 

や喜びを味わう。 
●自他の課題を発見し，その合理的な解決に向け 

て考えたことを他者と共有する。 
＜保健分野＞ 
〇自他の健康に関心を持ち，生涯を通じて健康の 

保持増進を目指す実践力の基礎を育てる。 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

＜体育分野＞ 
●運動の行い方や楽しさ，喜びを味わい，基本的な

技能と最善を尽くす態度を学習する。 
●運動についての自己の課題等を発見し，合理的な

解決に向けて思考・判断し，他者と共有できるよ
うに学習する。 

＜保健分野＞ 
●自他の健康に関心を持ち，課題へのよりよい解決

方法を考え，他者と共有できるように学習する。

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

＜体育分野＞ 
〇その競技について正しく理解させ，ゲーム等の 

活動を生徒主導で行えるようにする。 
〇ペア･グループ活動を通して，自分の考えを仲間 

に伝える機会を増やす。 
〇競技をするだけでなく，見る･支えるなど，運動 

には様々な関わり方があることを伝える。 
＜保健分野＞ 
〇自身の生活を振り返り，課題や解決方法をペア･ 

グループ活動を通して仲間と共有し，将来へつ 
なげられるようにする。 

目指す子供の姿 

 
・生涯を通して親しめる運動をみつけ，する・見る・ 

支えるなどの多様な関わり方ができる。 
・自分の考えを他者に伝え，相手の意見を認め， 

よりよい課題解決につなげることができる。 
・自己の生活への関心を持ち，健康･安全への意識を 

高め，生涯を通じて心身の健康が保持増進できる。 

子供の実態 

 
●運動に親しむ意欲，時間の二極化。 
●運動は“するもの”という認識であり，見たり，支えたりす

ることが苦手。 
●知的好奇心が高いが，自己の生活への関心は低く，考えた

り，まとめたり，他者と共有するのが苦手。意欲の二極化。
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各教科等のグランドデザイン 
  

技術 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

●生活や社会の中から技術に関わる問題を見
いだして課題を解決する力。 

 
●よりよい生活の実現や持続可能な社会の構

築に向けて，適切かつ誠実に技術を工夫し
創造しようとする実践的な態度。 

 
●将来的に科学技術革新を生じさせることの

素地である創造力。 
 
●我が国の伝統や文化に関する知識を習得

し，自分とは異なる文化や歴史に立脚する
人々と共存しようとする態度。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

○テスト 
知識や技能の習得状況を評価する。 
 

○感想文 
カリキュラムや授業実践を受けた生徒の
意識を評価する。 
 

○レポート 
「なぜそのように考えたのか」などの生
徒の思考を評価する。 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

●「材料と加工の技術」 
●「生物育成の技術」 
●「エネルギー変換の技術」 
●「情報の技術」 
 
 
●四つの内容を通して，それぞれの技術の原

理・法則や技能，技術と生活や社会，環境
との関わりなどを学習する。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 
○Project Based Learning 

プロジェクトを設定した，問題解決学習。 
 

○教科横断な学習 
理科や社会科，数学科などに関わる題材の予
習・復習・活用となる学習。 

 
○日本の伝統文化を意識した授業実践 

日本の伝統的な技術を取り上げ，緻密なモノ
づくりの技が日本や世界に与えた影響につい
て考えさせる学習。 

目指す子供の姿 

 

・情報モラルに関するトラブルを未然に防ぐことがで
きる。 

・伝統技術を理解し，尊重することができる。 
・複数の視点で物事を考えることができる。 
・物事の本質を考えることができる。 

など 

子供の実態 
 

・情報モラルが身に付いていない。 
・伝統技術に触れる機会が少ない。 
・知識の応用が苦手。（理，数の活用） 
・他者と情報を共有する力が不十分。 
・批判的思考が不十分。     
・学習意欲が高い。       など 
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各教科等のグランドデザイン 
 

家庭 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 

 
●学んだことを生活で生かすことができる力 
●課題を見つけ，解決法を考えられる力 
●よりよい社会をつくろうとする態度 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 

 
●生活に関する基礎的な内容に関する知識や

技能 
●知識と技能を活用して生活を工夫する力 
●より良い生活をつくっていこうとする態度 
 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 

 
○生活の中にある伝統文化を重視した題材を

編成し，年間指導計画の工夫を図る。 
○「生活文化の継承」の視点を重視する。 
○「家族・家庭」「衣食住」「消費・環境」に

関する学習内容に伝統文化に関する学習を
取り入れる。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

 
●一人一人の生活が，継承されてきた文化の上

に立脚していることを踏まえて，学ぶ。 
○教科の学習と生徒の生活との結びつきが図

れるように題材の工夫を行う。 
 

目指す子供の姿 

 
・学んだことを家庭や社会で生

かすことができる。 
・持続可能な社会の形成者とし

ての意識を持てる。 

子供の実態 

 
・学習への関心・意欲は高く，

知識も多い。 
・学んだことを生活で生かす

力が弱い。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

英語 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 

 

●英語の音声や語彙，表現，文法，言語の働き 
などを理解し，これらを，実際のコミュニケ 
ーションにおいて活用できる力。 

●コミュニケーションを行う目的や場面などに
応じて，日常的，社会的な話題について，英
語で情報や考えなどを理解し，表現したり伝
え合ったりすることができる力。 

●英語の背景にある文化に対する理解を深め，
相手に配慮しながら，主体的に英語を用いて
コミュニケーションを図ろうとする態度。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 

 

○単元テスト 
（知識及び技能） 

○パフォーマンステスト，レポート， 
ワークシート 
（思考力，判断力，表現力） 

○自己評価，振り返りシート 
（主体的に学習に取り組む態度） 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 

 

○日本や世界の人々の日常生活，風俗習慣，物
語，地理，歴史，伝統文化，自然科学などに
関するものの中から，学年に応じ，生徒の興
味・関心に即して適切な題材を効果的に取
り上げる。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

 

●聞くことの力や表現力を高めるために，基
礎英語を聞く。 

○話すこと（やりとり・発表）のパフォーマ
ンステストを定期的に行う。 

○３学年共通帯学習（BINGO，即興対話活
動）を行う。 

目指す子供の姿 
 

・グローバルな視点を持ち，社会的な話題
について，英語で他者と意見を述べ合っ
たり，解決策を提案したりできる生徒。

子供の実態 
 

・英語に対する学習意欲は高い。 

・相手を意識，多様な表現で深く考え，

伝え合うことが苦手。 
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各教科等のグランドデザイン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校保健 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 

 
●他者理解を深め，異文化を大切にしようと

する心や価値観の違いを認め合う心。 
●日本には昔から相手を思いやることを大切

にする伝統文化が続いており，誇りを持っ
て世界に発信していける力。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 

 
○思いやりの心に関心を持ち，グループ活動

に積極的に取り組むことができるようにす
る。 

○自己のコミュニケーション能力を振り返
り，他者の様々な考え方や価値観を考えなが
ら，思いやりのある言葉かけなどについて判
断することができるようにする。 

 

●何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 
○「日本人の心に関すること」を重点的に取り

組む。 
○日本の精神文化と言われる茶道の「茶の心」

を題材として，相手への思いやりの心を育
む。 

○人をもてなす心，思いやりの心が脈々と受
け継がれてきた日本の伝統文化を理解し，誇
りに思う気持ちを育てる。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

 
○友達の考えと自分の考えを比較し，いろい

ろな考え方があることを知るためにグルー
プ活動を実施する。 

目指す子供の姿 

 

・自己のコミュニケーション能力
を振り返り，他者の様々な考え
方や価値観を考えながら，思い
やりのある言葉かけなどについ
て判断することができる。 

子供の実態 

 

・対人関係のトラブル等，精神面
で課題を抱えている生徒が多い
が，問題解決の方法を自ら考
え，対処していくことが困難な
状況がある。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

道徳 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 

●自分を律しつつ，自分に関わる人の思いに
気づき，思いやりの心を持ち，他者との相
互理解を図りながら，よりよい人間関係を
築いて共に生きていこうとする態度。 

 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 

●道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度。 
〇教師が生徒の授業の様子を見取る。 
〇生徒が「心のあしあと」で 1 時間ごとの授

業を振り返るようにする。 
・・・・ 

何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 

 
●郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態

度について考える。 
●我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態

度について考える。 
〇特別活動や各教科等，学校教育活動全体で

連携して取り組む。 

●どのように学ぶか 

○教育課程の実施 

 
・〇読み物教材の登場人物への自我関与が中

心の学習。 
〇問題解決的な学習。 
〇道徳的行為に関する体験的な学習。 

 

目指す子供の姿 

 
・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。 

子供の実態 

 

・何ごとにも真面目に取り
組み，自分で考えて行動
できるが，周りを見て合
わせて行動することがで
きないところがある。 
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各教科等のグランドデザイン 
 

総合 

●何ができるようになるか 

○各教科等で育成する資質・能力 
 
●情報を収集し，必要な情報を取捨選択し， 
 主体的に自分の考えをまとめ，情報を発信 
 することができる力。 
●自分の将来をみつめるために，職業につい 
 て主体的に調べたり考えたりすることがで 

きる力。 
●自分の興味・関心に基づいて課題を見つ 

け，その課題について主体的に調べたり， 
考えたりすることができる力。 

●何が身に付いたか 

○各教科等の学習評価 
 
●正しくより良く分かりやすく，自分の考え

を発信できたかを振り返る。 
●将来を見通して，現在の自分を振り返っ 

て，今，自分にできることを考える。 
○差別や偏見のない職業観と，働くことの 

意義や大切さを含んだ勤労観，社会や地域 
の一員としての自覚や責任感がどの程度身 
についているか評価する。 

何を学ぶか 

○各教科等の教育課程の編成 
 

●情報の取扱いについての科学的理解と， 
 情報を取扱う際のルールやマナー，必要な 

情報を取捨選択する基準や方法を学ぶ。 
●自分の考えをまとめる手順と，情報を発信 

する方法を学ぶ。 
●職業に対する幅広い知識を身に付け，それ 

ぞれの職業に就いている人が持つ勤労観 
や職業観に触れる。 

●金沢や自分が住む地域が持つ特性や課題を 
踏まえ，自分の考えをまとめる際の根拠の 
示し方を学ぶ。 

どのように学ぶか 

○教育課程の実施 
 

●「附中事典をつくろう」などの調べたこと 
をまとめるレポートの作成を通して，ＰＣ 
の基本的操作と，情報の取扱いについての 
ルールやマナーを学ぶ。 

●附中検定の作成とその発表などにおいて，
モデルファイルを基にすることで，自分の
考えをまとめ，発信する手順と方法を学
ぶ。 

●職業人講話や職業体験を通して，身近な大 
人から，職業に対する考え方と，勤労観な 
どを学ぶ。 

●教員がある程度まとめた金沢の特性や課題 
を基に，自分でも金沢や自分が住んでいる 
地域の課題を見い出す。 

●提案書のテンプレートに従って，自分の考 
えを整理し，教員と話をしながら根拠を明 
確にしていく。また，様々な教科等からも 
まとめ方についてのアプローチを行う。 

目指す子供の姿 

 

・自分が調べたことや各教科等の学習内容など，様々 
な情報をつなげ，地域や社会をよりよくする提言が 
できる。 

・自己のキャリア形成に関わって，自分が社会の一員 
としてどのように特性を発揮していくか，見通しを 
持つことができる。 

子供の実態 
 

・情報の取り扱いについて，正しい知識の不足が見
られる。 

・自己決定力が弱い生徒が見られる。 
・現状から課題を見いだし，自分なりの解決策を考

えることはできるが，それを分かりやすく伝える
ことが苦手な生徒もいる。 
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国語科 

                                谷口  仁 
                                端名 秀雄 
                                早谷 憲子 

共同研究者 折川  司（金沢大学） 
 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

 平成 26 年度から 28 年度にかけて ESD 研究を展開してきた本校において，国語科として「グロ

ーバル社会に生きるために必要な資質・能力の育成」を実現するために，思考力・判断力・表現力

の育成を強化してきた。平成 29 年度に入ってからは，研究テーマを「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―」と変更し，ESD 研究の理念や手法を踏襲しつつ，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を進めてきた。特に，「日本文化を積極的に享受する姿勢」，「文化や考え方

の多様性の理解」に重点を置き，伝統文化教育を通した日本の言語感覚を養う実践的研究を行って

きた。研究を深めていく中で，生徒たちは古い時代と現代との文化的な接点や差異，時間の流れに

よる変容等を見付け，それらの面白さや価値，理由について自分なりに考えを深めたり，それを表

現したりすることができるようになってきている。 
 伝統文化教育研究の 2 年次にあたる今年度は，国語科においては，古典作品をはじめとする日本

の様々な言語文化に触れながら，その「言葉」に目を向けていく。言葉で表現されたものを，言葉

を用いて受け止め，それを別の言葉で表現していく。それは，メタ言語的な取組を生徒一人一人が

自覚しながら，昔から受け継がれてきた言葉という文化，言葉による文化への理解を更に深めると

ともに，言語文化について深く考え，言語感覚を研ぎ澄ましていくいくことが重要だという認識か

らである。 
こうしたことを実現するために，国語科としては，次の言語活動を重視していくこととした。  

・場面や状況に応じて，適切な言葉を選んで表現する。 
   ・言葉によって自分の考えを形成し，交流する。 

生徒が思考・想像したことをどのように表現し，交流するかという点に重点的に目を向けること

で，最終的には，彼らの言語感覚を豊かなものにしていくことを目指している。それらは本校が取

り組んできた教科等横断的なカリキュラムの中で効果的に，また効率よく育成されるものであると

認識している。 
国語科での学習を起点として学校の教育活動全体と関連させながら，自分なりの「言葉による見

方・考え方」を学習において活用していく力や活用しようとする姿勢を養っていこうと考えている。 
２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

国語科では，言語活動における汎用的な能力を養うとともに，本校の研究が目指す身に付けたい

三つの資質・能力の育成にむけて以下のように取り組むこととした。 

「①日本の伝統や文化に関する理解」については，我が国の言語文化に関する学習を通して身に

付けることができると考えた。古典教材に触れ，古典の世界に親しむこと，古典に表れたものの見

方や考え方を知ること，歴史的背景などに注意して古典を読むことを通して育成を図った。 
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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」については，自国の言語文化を学

ぶ中で養おうとした。言語活動を通して多様な考えを知ったり，課題を解決したりする学習活動を

編成していった。  

「③文化の伝承・創造への主体性など」については，言語文化として学んだ短歌や俳句などを創

作する活動を通して育成し，我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深められると考えた。  

①日本の伝統や文化に関する理解  

「野原はうたう」「詩の世界」の学習を通じて，季節を感じる風景やそれに対する思いを表現

する際，どのような事物に注目し，どんな表現がより適切であるかを詩の創作及び評価を通じて

考えた。その際，日本独特の風物詩や言語表現にも注目し，活用しようと試みた。〈１年〉 

「盆土産」の学習を通して，作品全体に用いられている東北方言の温かさやコミュニケーショ

ンの手段として優れた点について気付かせた。そのような学習の中で，「歴史や生活の中で継承

されてきた言語の能力」を再認識させ，その向上を図ることをねらいとした。〈２年〉  

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  

詩「春に」では言葉に託された思いをどのように朗読で表現できるのかを考えた。合唱曲とな

っているので，音楽としての捉え方と朗読する自分たちの捉え方がどのように異なり，どこが共

通しているのかなどを考え，言葉の連なりやイメージの連なりを味わうことができた。〈３年〉  

③文化の伝承・創造への主体性など  

「空を見上げて」の学習を通じて，「五・七・五」「七・七」の言葉による思いの表現や鑑賞

に取り組んだ。連句という詩の形式や，俳句の成り立ちについて触れ，自分たちも同じような表

現ができるかどうか，連句として連ねていった際にどのような印象や内容の変化が生じるかを考

え，自らの表現活動に活かせるよう工夫した。〈１年〉  

  「盆土産」の発展学習として，作品の一部を金沢ことばで表現する活動を行った。自分たちの

住んでいる地域の言葉で作品を表現することにより，方言の特徴に目を向けるきっかけを作り，

方言と共通語の比較から，やがては日本語と他言語との比較へと発展していくことにより，グロ

ーバルな言語感覚が身についていくことを願った。〈２年〉  

金沢市で行っている観能教室に向けた学習として，平家物語に触れ，能「八島」で描かれてい

る背景を理解し，能や狂言の鑑賞につなげることができた。〈３年〉 

「俳句の可能性」や「俳句を味わう」では，少ない字数で表現される情景や心情を味わい，自

分の創作につなげることができた。クラスごとに句会を開き，それぞれが作句した句を選び，鑑

賞することができた。〈３年〉 
（２） 関連・連携を図った教科等について 

〈１年生〉  

・ 音楽…定型詩や七・五調の詩の持つリズムや唱歌との関連について。(「詩の世界」) 
・ 美術…作者直筆の鉛筆画による文章と挿絵両面からの解釈。(「大人になれなかった弟たちに…」) 

・ 社会…貴族文化など登場人物や世界観への理解を深める。(「蓬莱の玉の枝－『竹取物語』から」) 

〈２年生〉   

・ 社会…地理分野で地域社会と言語の違いについて。(「盆土産」) 

・ 社会…地理分野で地域社会と言語の違いについて。(「方言と共通語」) 

〈３年生〉  

・ 音楽…合唱曲の音楽の表現と詩の言葉の解釈について。(「春に」) 
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・ 音楽，社会…能や狂言の内容や謡や楽器について。(古典芸能の世界) 

３．成果と課題 

（１）成果 

古典作品やその中に描かれる人々の魅力について，魅力を感じた根拠や印象を表現する鑑賞活動

を通して考えを深めることができた。生徒たちは現代にも通じるものの見方や人間らしさ，あるい

は日常では起こりえない非現実性に，作品成立時や現代にいたるまでの読み手がいかに惹きつけら

れていったのかを様々な視点を持って考察していた。それらを言葉によって表現し交流することで，

自らの考えを深め，新たな魅力の発見を実感できていた。また，多様な観点から作品を読み，交流

したことで作品に対する新しい視点が得られ，古典で描かれる世界により関心を持ったことが振り

返りからも窺えた。(１年) 

  「盆土産」という方言が登場する作品の指導を通して，日本の伝統的言語文化である方言の持つ

温かさやコミュニケーションの手段としての有効性などについての理解が深まったのではないかと

考えている。発展学習として作品の一部を金沢ことばで表現する活動では，グループによる群読を

取り入れたが，日頃自分たちが使っている言葉を再認識したり，あまり使わない方言をお互いに確

認し合ったりする場面が見られた。群読発表もそれぞれが工夫しながら楽しくでき，録画したもの

を相互に視聴もさせたが，方言を使う（伝統文化を継承する）ことに対する抵抗感を和らげること

にもつながったのではないかと感じた。（２年）  

  ３年間積み上げてきた言語活動の集大成として和歌の歌合の活動を行った結果，生徒たちは話合

いをするときには思考力を必要とし，分かりやすい文章であることが大事だと実感していた。その

中で，学んだ基礎知識を生かして様々なことに思いを馳せながら現在の自分の「心のありよう」と

重ねて考えることができた。和歌の背景の理解のために行った連携は生徒の感想からも効果的であ

ることが分かった。「月の形から色々なことが考えられていて素晴らしいと思った。三日月が辛さ

によって奪われていく愛情を表しているという考え方は私にはなく，おもしろかった。」など，月

の形を具体的に想像することから心情の読み取りにつながったと考えられる。（３年）  

（２）課題 

今回，古典作品に対する捉え方や観点を中心とし，その内容や世界観を読み取るための読解を行

ってきた。しかし，伝統文化における言語能力の向上を図るには，原文における表現や言葉の表し

方に目を向けさせる必要性について整理会でも指摘があった。生徒の鑑賞も人物や世界観に注目す

るものが多く，その中で用いられる微妙な表現や印象に触れたものは少なかった。言葉がもつ価値

を認識していくというねらいを達成するためにも，作品の細部にまで考えを巡らせられるような学

習の視点が必要であると感じた。(１年) 

  「盆土産」という作品は，父親と家族との交流が描かれている作品である。その交流の手段とし

て，「方言」によるコミュニケーションは主要なものではあるが，「……」で表現された「間」や

無言の部分，行間などから読み取るべき事柄も多い。したがって，言葉（方言）で表現された部分

だけに注目させることは，作品の扱いとしては不十分であったという点を課題としておきたい。  

                 （２年） 

  古典作品の難しさに囚われることなく作品を楽しんでほしいという思いで取り組んできたが，ま

だまだ難しさを感じる生徒も多い。今後も作品の理解だけにとどまらず，生徒が作品の背景にも迫

りながら自分たちとの共通点を見付け，自分の世界を広げられるようにしていきたい。（３年）  
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実践事例 国語 年

授業者 谷口 仁 授業日 ７ 月 １８ 日（水）

授業クラス １ 年 １ ～ ４ 組
関係・連携の考えられる教科等

音楽・美術

授業内容

印象に残った五・七・五について，作者の思いを想像して下の句をつけ，交流する。

教科等で身に付けたい力（本時について）

・言葉の持つ人と人をつなげる力につい
て，自分なりの考えを書いている。
【読む能力】

育成したい資質・能力

③文化の伝承・創造への主体性など

授業のポイント・流れ

連句という詩の形式や，俳句の成り立ちについて触れ，自分たちも同じような表現が
できるかどうか，連句として連ねていった際にどのような印象や内容の変化が生じるか
を考え，自らの表現活動に活かせるよう工夫した。

前時の段階で
心に残った五・七・五の句を選び，その理由を書く。また，内容を踏まえた下の句を

考えてくる。

①考えてきた下の句を短冊に書き，黒板に掲示する。

②掲示された下の句について，心に残った理由と共に投票する。

〈生徒の投票理由〉
・上の句は悲しい句だなと思いましたが，下の句を見て言葉の奥に強い決意が見える，
素敵な句だと感じたから。

・震災の被害にあってた人たちに向けて，復興を応援しているのが良い。「こいのぼ
り」に対して「復興という川をのぼる」という表現が良かった。

・大震災でたくさんのものが壊れてしまったけど，下の句から「まだ負けてない，残さ
れた夢を絶対に叶えてみせる」という主張が伝わってきて，感動した。

・いつものケンカのあたたかさとありがたさをしみじみと感じている様子が伝わってき
て心に残ったから。字余りの表現も自然に感じられた。

③言葉の持つ力について，自分なりの考えを書く。

◎女川の生徒の句に，実際に下の句を考えつないでみることで，世界各地の人々の思い
や，そこにこめられた言葉の力に対する考え方を深めることができた。また，短い音
でいかに自分の心を表現するかを考えることで，「五・七・五・七・七」という歴史
的な表現方法に対する関心や工夫を引き出せた。古典での百人一首の学習に関連させ
ることで，表現する力や語感を磨くことにもつなげていきたい。

─ 37 ─



実践事例 国語１年

授業者 谷口 仁 授業日 １１ 月 ２３ 日（金）

授業クラス １ 年 １ 組
関係・連携の考えられる教科等

美術・音楽・英語

授業内容

竹取物語と現代の作品を比較して，そこから具体的な特徴や印象を考える。

教科等で身に付けたい力（本時について）

・作品を比較・鑑賞し，その特徴を整理するこ
とができる。【関心・意欲・態度】

・魅力を語るための観点を立て，「具体的な特
徴」と「感じたこと・想像したこと」の対応
をみつけることができる。【伝国】

育成したい資質・能力

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

授業のポイント・流れ

１ 本時の課題を知る。（４分）

・前時までの活動を確認し，「観点」を意識して考える。

２ 古典「竹取物語」と選んだ現代作品との相違点を整理する。（８分）

３ 相違点を基に竹取物語の特徴と印象を書き出す。（８分）

・具体的な特徴を魅力の根拠として押さえる。

・作品の魅力を語るため，なるべく多くの特徴を発見する。

・現代の作品と比較し，その相違点から特徴を捉える。

４ グループで「竹取物語」の具体的な特徴・印象を挙げ，観点ごとに整理する。

（ 分）

・学習時に考えた「竹取物語」の魅力を振り返り，その魅力を語るための観点を二

つ程度選ぶ。

・「感じたこと・想像したこと」は作品の解釈であり，その根拠となる「具体的な

特徴」を対応させることで，読み手にとって説得力のある文章になることを理解

する。

５ 具体的な特徴と印象の組み合わせを発表する。（ 分）

・複数の解釈が考えられるため 他グループの組み合わせも参考にする。

・比較した現代作品との相違も併せて発表し，互いに参考にする。

６ 本時のまとめ（５分）

・学習したことを振り返る。 次の時間に鑑賞文を書くことを予告する
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実践事例                国語２年  

 
授業者  端名 秀雄 
 

 
授業日 １０ 月 ２４ 日（水） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ２ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等  

社会  

授業内容 
 

作品（『盆土産』三浦哲郎）に描かれた方言の温かさやコミュニケーションの手段とし
て優れた点を理解する。  

 
作品の一部を自分たちが用いている言葉（金沢ことば）に言い換えて朗読する。  

 
教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識及び技能  

共通語と方言の果たす役割について理解  
することができる。【伝国】  

 
作品の特徴を生かして朗読することがで
きる。【読む能力】  

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解

③文化の伝承・創造への主体性など

 
授業のポイント・流れ  

４人グループ×10 で活動。（本時は単元計画の２） 

１ 作品の一部を金沢ことばに直したものを，グループ内で

相談して読み方を決める。 

２ 読みの練習をする。 

３ 班ごとに前で発表する。 

４ 聞いている生徒は評価表に記録する。 

５ 教師はレコーダーで発表の様子を録画する。 

  （ 次時 単元計画の３） 

６ 録画した映像を視聴し，金沢ことばの特徴や良さについ

て考える。  

単元計画 （全３時間）

<金沢ことばで朗読しよう

（『盆土産』> 

０：作品の方言で表現された部

分に注目し，方言の効果に

ついて考える。

１：上記の部分を自分たちが用

いる金沢ことばで表現して

みる。

２：金沢ことばで表現したもの

を４人グループで群読す

る。

３：前時の記録を視聴し，金沢

ことばについて考える。
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実践事例                  国語３年 

 
授業者  早谷 憲子 
 

 
授業日 ７ 月 １３ 日（金） 
 

 

授業クラス 

 

 

 ３ 年 １ ～ ４ 組  

 

関係・連携の考えられる教科等 

英語 

授業内容 

   

 表現の仕方を工夫して心情や情景などが伝わる俳句を作る。 

教科等で身に付けたい力（本時について）  
                                         
・感動の中心が伝わるよう，語順，表現の仕方を工夫

して俳句を作ることができる。【伝国】 

育成したい資質・能力 

 

③文化の継承・創造への主体性 

 

 

授業のポイント・流れ   

 

 １ 本時の課題を知る。（５分） 

   作った俳句を句会で披露することを伝える。 

 

   ・どんな俳句をどうやって作ればいいのかな。 

   ・どんなテーマで作ろうか。 

 

 ２ 俳句を作るときの観点を確認する。（10分） 

 

   ・季語が二つ入ってないか。 

   ・定型になっているか。 

   ・情景や心情が伝わってくるのか。 

   ・足りない言葉はないか，同じ内容を繰り返していないか。  

 

 ３ テーマを決めて俳句を作る。（30分） 

 

   ・「夏」の季語にはどのような言葉があるのだろう。 

   ・「バナナ」や「プール」，「ナイター」も季語なんだ。 

   ・どういう時間帯だと気持ちがより伝わるのか。 

   ・切れ字を使ってみようかな。 

    

 ４ 次回の句会をどのように行うのか、確認する。（５分）  
     ▽句会の仕方 

   ①句会では、名前を伏せて読み手が俳句を音読して発表する。 

   ②ノートに感想等をメモしながら聞く。 

   ③投票用紙でよい俳句を三句選び、何がよかったのか、何に心が動かされたのかを書く。 

   ④教師が投票用紙に書かれた感想を読みながら俳句に投票していく。 

   ⑤最後に全体で三位までに入賞した俳句を読み、誰の俳句かを発表する。 
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 実践事例                 国語３年 

 
授業者  早谷 憲子 
 

 
授業日 １１ 月 ２３ 日（金）  
 

 
授業クラス 
 

 
３ 年 ４ 組 

 

関係・連携の考えられる教科等 

 家庭・理科 

授業内容 

 歌合を通して，和歌で「月」がどのように作者の「心のありよう」を表しているのか，分かりや

すく伝える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

・「歌合」で話の展開を予測しながら聞き，聞

き取った内容や表現の仕方を評価して，和歌

の「心のありよう」に関する考えを広げたり，

深めたりできる。【話すこと・聞くこと】 

育成したい資質・能力 

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 

 

 

授業のポイント・流れ 

 

 １ 本時の課題を知る。（５分） 

   ・歌合の手順と判者の役割を確認する。 

   ・判定シートと批評メモの書き方を確認する。 

   ・歌合の時の座席を確認する。 

 

 ２ 歌合の準備をする。（15分） 

   ・歌披露の練習をする。 

   ・自分たちの和歌の賞賛を確認する。 

   ・批評するポイントを考える。 

   ・誰が何をするかを確認する。 

 

 ３ 「歌合」を行う。（25分） 

   ・今回，歌合をする班と判者を決める。 

   ▽歌合について 

    ①歌披露をする。（2） 

    ②和歌の賞賛を各班交互に行う。（3） 

    ③作戦タイムで相手の班をどう批評するか，批評にどう答えるかを考える。（3） 

    ④お互いの和歌を批評したり，応戦したりする。（4） 

     ここでは，一問一答の形で批評し合う。 

    ⑤判者が勝敗を判定する。（5） 

     ＊判者の判定基準 

      ・「歌披露」では和歌のよさは伝わったか。 

      ・「月」に表れている作者の「心のありよう」は分かりやすく伝わったか。 

      ・的を射た批評や分かりやすい応答ができていたか。 

      ・今まで学習したことを踏まえて，今の自分の「心のありよう」とも照らし合わせて

話すことができているか。 

 

 ４ 判者を担当した班の勝敗やその理由を発表する。（５分） 

   ・歌合で，どちらがなぜ勝ったのかを分かりやすく発表する。 
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社会科 

                                水橋 長之 
                                岡田 哲典 
                                金田 哲也 

共同研究者 加藤 隆弘（金沢大学） 
 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

 

 社会科の目標として，次期学習指導要領では次のように記載されている。  
 

社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追及したり解決したりする活動を通して，広い視野

に立ち，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者

に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。  
 

 昨年度からの研究である「伝統文化教育」において，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を

深めるだけでなく，自分たちとは異なる外国の文化に対しても理解を深めることによって，公民と

しての基礎的教養を培うことにつながる。ひいては，グローバル化する国際社会に主体的に生きる

平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を育成する部分につ

ながっていくと考えている。  
 その一方で，昨年度からの本校社会科における実践の流れの中で，「伝統文化とは何か」という疑

問が改めて浮かび上がってきた。「伝統」とは，「人間の行動様式や思考，慣習などの歴史的存在意

義」，あるいは「世代を超えた精神性」などと言われているように，以前から存在する文化の中でも，

今後も伝え，継承させていく普遍的価値のあるものと考えている。  
 グローバル化とは，世界の歴史や文化を学ぶことによって世界を見る目を養い，それを基にして

自身の生まれ育った背景にある歴史や文化にも改めて目を向けられるようになることではないだろ

うか。また，日本の歴史や文化を学ぶことを通して，それらが貴重で尊い価値あるものと認識でき

ることによって，世界の歴史や文化も貴重で尊い価値あるものと認識できるのではないか，グロー

バル化する国際社会に主体的に生きる，平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民として

の資質・能力の基礎を育成する上で必要になる視点の一つが，伝統文化教育であると考え，研究を

進めていく。  
 
２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 

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  
  

 本校社会科では，上記３つの資質・能力は，①～③のスパイラルで育成されていくと考えている。
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①～③の順であるとも限らず，②をきっかけに①や③に移行していくことも考えられるだろう。 

 特に社会科は，様々な実践のなかで，いろいろな教科等との連携を図りやすい，コアとなる教科で

あると考えている。社会科での実践から他教科等との連携を図り，さらには他教科等における実践が

社会科との連携へとつながっていけるように関わっていきたい。 

 
（２） 関連・連携を図った教科等について 

 
①世界各地の人々の生活と環境（地理的分野） 

 さまざまな気候帯の地域があり，それぞれの地域の自然環境に応じて，独自の伝統的な生活を

持った人々が住んでいる。特に衣食住を扱う分野でもあることから，技術・家庭科との連携が考

えられる。また自然環境においては，理科との連携も考えられる。  
 

②世界から見た日本の姿（地理的分野）  
 日本の地形の特色として山が多い，火山活動が活発である，地震が多いといったことが挙げら

れる。また気候の特色としては高温多湿である。なぜこのような自然環境がみられるのかという

アプローチから理科との連携が考えられる。更には，このような自然環境下にある日本人が，ど

のように工夫を重ね生活してきたのかといった社会的事象から，理科の気象や大地の動きに迫る

手法も考えられる。  
 そのほか，世界から見た日本の資源，エネルギーと産業といった方向から，理科や技術・家庭

科（技術分野）との連携も考えられる。  
 
③日本の諸地域（地理的分野）  

 日本各地の特色を，地域ごとに学んでいく部分である。京都，奈良など近畿地方へ修学旅行に

行くことから，日本各地のことを学んだうえで，数ある日本のそれぞれに魅力的な地域の中から，

なぜ近畿地方に修学旅行に行くのかといった考察を通じて，学活や総合的な学習の時間との連携

が考えられる。  
 
④身近な地域の調査（地理的分野）  

 自分たちの住む地域を調査し，理解し，未来への提言を行う活動を通して，どのように成果を

発信するかによってさまざまな教科との連携が考えられる。例えば外国に発信することを想定し

て英語科と，国内に言語化して発信することを想定して国語科と，視覚に訴える形で発信するこ

とを想定して美術科や技術・家庭科（技術分野）との連携が考えられる。また，自分たちの地域

の生活文化を発信することを想定して，技術・家庭科（家庭分野）との連携が考えられる。 
 
⑤文化史に関わる単元（歴史的分野）  

 古代では寺院建築や仏像などの美術品が登場することから，美術科との連携が考えられる。ま

た，建築物や美術品が美しく見えるのはなぜかといったアプローチから，数学科との連携も考え

られるのではないかと思われる。「枕草子」や「平家物語」，「おくのほそ道」といった歴史上の文

学作品は国語科でも扱うことから，国語科との連携も考えられる。ESD の研究では，能に関連し

て音楽科と国語科の連携がみられたが，ここに社会科も連携していくことができる。またこうし
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た日本の文化は，外国の人々から見ても興味深いものであることから，どのように英語で発信す

るかという視点で英語科との連携も考えられる。  
 
⑥現代社会と私たちの生活（公民的分野）  

 この単元では，伝統文化そのものを扱っている。その内容は，暮らしに生きる伝統文化として，

衣食住や年中行事などのいわゆる生活文化を扱っている。このことは，生活文化を伝統文化とい

う視点で扱うことにより，生徒自身の日常生活の中に深く伝統文化が根付いていること，そして

生徒自身が文化の継承や創造の担い手であるとの自覚を促すことにつながると考えている。 
また，金沢の伝統芸能である「能」や「素囃子」を扱い，上述⑤の歴史的分野同様に国語科や

音楽科との連携を図り，理解の深まりを考えた。  
 
⑦現代の民主政治と社会（公民的分野）  

 政治や行政のはたらきによって，伝統文化の振興につながっていることがある。地元産の材料

を用いたものづくりや食文化というアプローチから技術・家庭科との連携が，建築物の高さを規

制する景観条例に関して規制される高さの根拠はどこにあるのかというアプローチから，数学科

との連携が考えられる。 
 

３．成果と課題 

 

（１）教科横断的な視点から 

 

 本校社会科で１２月に全校生徒を対象に実施したアンケートにおいて，教科横断的な内容につい

て質問した。設問１の，「あなたは，社会科の学習内容のなかで，他教科の学習内容が深く関連し

ていると意識したことはありますか」に対する結果は，次のとおりである。 

 １年 ２年 ３年 

意識したことがある ４３．０％ ８７．２％ ５８．８％ 

意識したことがない ５７．０％ １２．８％ ４２．２％ 

 具体例を挙げさせた自由記述欄では，前段の

「（２）関連・連携等を図った教科等について」に関

連した内容が多かった。また，理科の天体の単元にお

いて，ナイル川流域のエジプト古代文明を用いた実践

を挙げた生徒や，歴史がわかることで古文が描いた世

界がよりわかるようになったことを挙げた生徒も多か

った。伝統や文化に関する教育において，他教科と連

携した実践がまだまだ考えられることを再認識した。

次年度は，社会科で今，何を学習しているのか，そし

て他教科等では今，何を学習しているのかだけでな

く，以前何を学習してきたか，今後何を学習していく

かに対しても意識を払い連携を一層深めていく必要が

あると考える。 

アンケートの設問要旨 
設問１ 社会科の学習内容のなかで，

他教科の学習内容との関連を

意識したことがあるか 
設問２ 設問１の具体例について 
設問３ 教科横断的な学習について 
 ① 新たな気づきや学びがあったか 
 ② 興味・関心がより高まるか 
設問４ 「伝統や文化に関する教育」

についてどのように感じ，行

動に移しているか 
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 設問３の，『①「ひとつの題材を複数の教科の授業を通して学ぶ機会」を通して，新たな気づき

や学びがありましたか』，『②「ひとつの題材を複数の教科の授業を通して学ぶ機会」についてど

のように感じていますか』に対する結果は，次のとおりである。 

 １年 ２年 ３年 

「新たな気づきや学び」が，たくさんあった。 ４３．０％ ５３．８％ ４７．７％ 

「新たな気づきや学び」が，少しはあった。 ５５．１％ ４４．２％ ４８．３％ 

「新たな気づきや学び」は，ほとんどなかった。 １．３％ １．９％ ３．３％ 

「新たな気づきや学び」は，なかった。 ０．６％ ０％ ０．７％ 

 

 １年 ２年 ３年 

興味・関心が，とても高まる。 ５８．９％ ５０．６％ ５２．０％ 

興味・関心が，ある程度は高まる。 ３７．３％ ４６．２％ ４４．１％ 

興味・関心は，あまり高まらない。 ２．５％ ３．２％ ４．０％ 

興味・関心は，高まらない。 １．３％ ０％ ０％ 

 感じたり考えたりしたことの具体例を挙げさせた自由記述欄（設問２）では，特に３年におい

て，文系理系で分けられるようなものではないといった指摘が複数見られた。また，各教科はそれ

ぞれ異なるものというよりは，ある現象や問題を考えるときに分けられる視点の一つだと感じたと

いった指摘が見られた。 

 

（２）社会科としての視点から 

 

 アンケートの設問４，『昨年度からの授業（全教科）を通して，「伝統や文化に関する教育」に

ついて，どのように感じていますか』に対する結果は，次のとおりである。 

伝統や文化の大切さを， １年 ２年 ３年 

ある程度理解することができ，何らかの行動に移

すことができた。 
７．６％ ３．９％ １８．３％ 

ある程度理解することができた。 ８７．３％ ８７．７％ ７６．５％ 

あまり理解することができなかった。 ３．８％ ８．４％ ５．２％ 

理解することができなかった。 １．３％ ０％ ０％ 

 自由記述欄では行動の内容についても質問した。３年において，行動に移すことができた割合が

特に高い。社会科に関連しそうなものとして，具体的には次のようなものがあった。なお，「学校

全体として育成する３つの資質・能力」のうち，①～③のどれと関連が強いと考えたかを，①～③

の番号で示した。 

 

・日本と外国の違いにもとづく国際問題について調べ，まとめた。 ② 

・習い事の茶道に，より熱心に取り組むようになった。 ③ 

・各国の文化と日本文化との違いを考えることができた。 ① 

・自分から，興味を持った伝統や文化について調べた。 ① 

・図書館で関連する本を借りて読んだ。 ① 
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・地域の伝統ある行事に参加した。 ③ 

・伝統文化系の仕事をしている方から，話を聞いた。 ① 

・家族など家の人に伝えた。 ③ 

・伝統や文化に関係する場所やものを見かけたら，立ち止まって眺めたりするようになった。① 

・茶室の見学に行った。③ 

・実際に着物を着た。③ 

・伝統工芸について調べた。③ 

・充実に和紙作りを行った。③ 

 

 本校社会科では，学校全体として育成する３つの資質・能力は，①～③のスパイラルで育成され

ていくと考えているが，改めてそのことを再認識する結果になったように思う。また，実際には①

～③の複数と関連しているケースもあるように考えられる。伝統や文化の大切さを理解すること

と，それをどのように具体的行動に結びつけるかとの間にあるギャップを埋めるために何が求めら

れるのかも，考えていく必要があろう。 
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実践事例                 社会１年  

 
授業者  水橋 長之 
 

 
授業日 ５ 月 ７ 日（月） 
 

 
授業クラス 
 

社会科（地理的分野） 
 １ 年 １ ～ ４ 組 

関係・連携の考えられる教科等 
 

技術･家庭 

授業内容 
 
 「世界のさまざまな住居」 

世界各地に見られるさまざまな住居の写真をもとに，それぞれの特徴を探り，気候などの
環境要因と住居の素材や形状が密接に関連していることについて考察することで，世界各地
の人々の生活と環境についての関心を持つ。また，写真資料の読み取りについて確認する。

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・自然環境が異なる地域の住居の特徴を写真

から追究し，世界各地の人々の生活と環境に
ついて興味や関心を高めようとする。 

         【関心・意欲・態度】

育成したい資質・能力 
 
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 
 
自然環境との関わりにおいて，それぞれ受けつが
れてきた世界の伝統文化に関する理解を深める。
 

授業のポイント・流れ 
 
導入 
 １ 世界の様々な住居を想起させる。 

テレビ番組などで見聞きしたことのある世界の様々な住居について聞く。 
 ・イグルー 
 ・レンガ造りの家 
 ・ログハウス 
 

展開 
    
 ２ 写真を見て，気候帯による住居の比較をする。 
  冷帯と熱帯の住居の違いについて，比較して探る。 
   ・冷帯 
    木造，小さな窓，暖炉の煙突，針葉樹 
   ・熱帯 
    茅葺き屋根，通気性，熱帯林 
   ・気候帯による違いを探る 
 
 ３ その他の住居の特徴を探る。 
  他の気候帯に見られる住居を，その気候の特色から探る。 
   ・高山気候 
    石造り，積雪のある山々 
   ・温帯 
    石造り，広葉樹 
   ・乾燥帯 
    移動できるテント，通気性，遮光性，砂漠 
 
まとめ 
 ４ 本時の振り返り 
 

住居だけでなく，背景の樹木など周

囲の様子にも着目し，写真全体を捉

えるよう促す。  

 課題：写真資料から人々の生活環境を読み取ろう  
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実践事例                 社会１年 

 
授業者  水橋 長之 
 

 
授業日 ７ 月 １１ 日（水） 
 

 
授業クラス 
 

 社会科(歴史的分野) 
 １ 年 １ ～ ４ 組 

関係・連携の考えられる教科等 
 

総合的な学習（１年シルエット劇） 

授業内容 
 
 「現代に受けつがれる神話」 

記紀神話，風土記の記述から，日本神話の内容について知る。また，日本神話の中に示さ
れている日本の成り立ちを通して，ギリシャ神話との共通点を見いだし，古代の人々の世界
観等に触れる。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・古事記，日本書紀，風土記等の伝承から

日本神話について，理解を深め，ギリシ
ャ神話との共通性などから古代の人々の
考え方に触れようとする。 

         【関心・意欲・態度】
 

育成したい資質・能力 
 
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 
 
自国の文化に関する理解を深めるとともに，他国
の文化との比較において，その共通性について思
考を深めようとする。 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
導入 
 １ 絵本などで，聞いたことのある神話について想起させる。 

「因幡の白ウサギ」など，幼児期に絵本の読み聞かせなどの経験について聞く。 
 ・因幡の白ウサギ 
 ・アマテラスの岩戸がくれ，天孫降臨 
 ・ヤマタノオロチ退治 
 ・イザナギとイザナミ 
 

展開 
    
 
 ２ 日本神話の内容について知る。 
  古事記の内容を中心に，国の成り立ちについて知る。 
   ・イザナギとイザナミ 
   ・アマテラスの岩戸がくれ 
   ・スサノオのヤマタノオロチ退治 
   ・因幡の白ウサギ 
   ・海幸彦，山幸彦 
   ・天孫降臨 
 
 ３ ギリシャ神話などとの共通性を考える。 
  日本神話と同じような世界観について共通性を探る。 
   ・イザナギ･イザナミの話とギリシャ神話 
   ・因幡の白ウサギと東南アジアやインドの神話 
 
まとめ 
 ４ 本時の振り返り 
   

日本神話における家系図をもとに，

神話と神話のつながりが整理でき

るよう配慮する。  

 課題：日本神話を通して，古代の人々の想いに触れよう  
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実践事例                 社会２年 

 
授業者  岡田 哲典 
 

 
授業日 １１ 月 ２３ 日（金） 
 

 
授業クラス 
 

 
  ２ 年 １ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 
 国語  

授業内容 
 
・広島市の特色を，地方中枢都市としての特徴を踏まえて理解する。 
・人口密集地域である都市の再開発の手段を考察し，再開発を行う上での課題を考察する。 
・再開発の一方で残していくべき文化があることを世界の中での役割と関連付けて理解する

。 
 
教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・広島市の過密対策について，地域の自然

環境や歴史的背景，産業などと関連付け
て自分なりに考えている。 

 【思考・判断・表現】

育成したい資質・能力 

 

③文化の伝承・創造への主体性など  

授業のポイント・流れ 
 
 
１ 本時の課題をつかむ（５分） 
  広島はどのような都市か想起させ，課題を共有する。 
 
 
 
 
２ 地方中枢都市広島市の過密化の対策と課題をグループで考察する（25分） 
  ・広島市の歴史的背景と都市としての役割を調べる。 
  ・都市で起こる問題の住宅不足や交通渋滞が起こっている事例を提示する。 
  ・都市問題に対して効率的な再開発ができないか考える。 
 
 
３ 広島が残していくべきものとは何か考える（15分） 

・効率的な再開発の過程において，原爆ドームを取り壊すべきではないか問いかけ，取
り壊すべきではない理由を考え，他にも残すべきものがないか話し合う 

 
 
４ 広島市などの都市における変化や課題，その解決策をまとめる（５分） 
   
 
 
 
 
 
 

広島市などの都市はどのような変化や課題に直面しているだろう。 

地方中枢都市である広島市では人口の増加により住宅不足や交通渋滞の問題が起きてい

る。そこで郊外と都市の交通整備を行ったり，老朽化した建物を取り壊し，大きな施設

に建て替えるなどの再開発をすすめることが課題になっている。 
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実践事例                 社会３年 

 
授業者  金田 哲也 
 

 
授業日  ５ 月 ２３ 日（水） 

５ 月 ２４ 日（木） 

 
授業クラス 
 

社会(歴史的分野) 
 ３ 年 １ ～ ４ 組 

関係・連携の考えられる教科等 
 

美術 

授業内容 
 
・大正時代の文化に関連して、柳宗悦が関わった光化門復元運動を取り上げる。日本に支配

され、同化政策が進んでいた朝鮮において、朝鮮の文化の優れた点を見出し、保護しよう
とした動きに触れ、海外の伝統文化に対する視点を養う。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・植民地朝鮮の文化を残していこうとした動

きに対し、自身の考えを持ち、表現しよう
としている。【思考・判断・表現】 

 

育成したい資質・能力 
 

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 

・日本人でありながら植民地朝鮮の文化に着目

し、そのよさを認め、保護しようとしたことを

もとに、他国の文化に対する視点を養う。 
 

授業のポイント・流れ 
 
＜前半15～20分は講義形式で、教科書的に大正時代の文化を扱います＞ 
 ・子ども向けの文化(雑誌など) ← 義務教育の定着、中等・高等教育の広まり 
 ・大人向けの文化  ← 知識人の増加 ← 中等・高等教育の広まり 
   雑誌の出版、新聞の普及、哲学のあらわれなど 
 
＜朝鮮の伝統文化は、日本による植民地支配の中でどうなったと思うか？＞ 
 ・破壊された ← 同化政策を行っていたから 民族自決を思い出すかもしれないから 
 ・何もしなかった ← 日本にとっては、植民地の文化なんてどうでもよいと考えた 
 ・保護した ← 外国のものでもよいと感じられれば、残そうとするかもしれない 
         明治期に日本人が評価しなかった浮世絵などは、欧米で高く評価された
 
＜朝鮮総督府建設計画について＞ 
 ・朝鮮王宮の場所に建てる計画が持ち上がった → 光化門は邪魔な場所にある 
 ・光化門の写真(現在のもの)を見せる 
 ・わざわざそこに建てようと考えるのはなぜか 
 
＜光化門はどうなったのか、なぜそうなったと思うのか＞ 

グループ討議、ホワイトボードでの発表 
 ・朝鮮の人が残そうと、激しく抵抗したのではないか 
 ・誰かが残そうとしたのではないか 日本人？朝鮮人？それ以外の外国人？ 
   → 資料：柳宗悦の「失われんとする一朝鮮建築のために」を用いる 
     この資料は朝鮮語や英語にも翻訳され、広く読まれたことに触れる 

・光化門と朝鮮総督府の写真を見せる → 総督府解体後の写真を見せる 
 
＜外国の文化を残していく、守っていくことについて＞ 
 考えをノートに書く 
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実践事例                 社会３年 

 
授業者  金田 哲也 
 

授業日  ７ 月 １１ 日（水） 
７ 月 １２ 日（木） 

授業クラス 
社会(歴史的分野) 
 ３ 年 １ ～ ４ 組 

関係・連携の考えられる教科等 
 

国語・美術・音楽 

授業内容 
・現代の文化に関連して，教科書にないものを書き加えるという活動を行う。どのようなも

のが教科書に載るにふさわしいのかを考える活動から，後世に残っていく文化的価値のあ
るものとはどのようなものかについての考察を試みる。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・教科書の一節を書き加えようとする活動を通

して，現代文化に関する自身の考えを持ち，
表現しようとしている。 

【思考・判断・表現】 
 

育成したい資質・能力 
 

③文化の伝承・創造への主体性など 

  現代の文化のうち，どのようなものがこれ
からも残っていき，教科書に載ったりするの
かを考えることを通して，伝統や文化に流れ
る普遍性を探ろうとする。 

授業のポイント・流れ 
 
導入(10分)  

・過去の教科書(５年ほど前)のコピーを配布 
 → 内容が若干異なることへの気づき 
   追加されたものに対して，どのような考えのもとに追加されたのだろう？ 
   削られたものに対して，どのような考えのもとに削られたのだろう？ 

 
課題 未来へ伝わっていく文化には，どのような特徴があるのだろう？ 
 
 活動その１ 個人で考える(７分) 
  ・配布資料(過去教科書のコピー)をもとに，教科書に書き加えたらよいと思うものを挙げる 
  ・個人的な趣味や好みを教科書に残すのではないという点に留意する 
  ・ＢからＣへの手立て … 過去の文化的なもの(特に明治よりも前)は，なぜ現代にまで伝わっ

ているのだろうという，思考の方向を提示する 
              最近行った観能教室からのアプローチも考えられる 
 
 活動その２ グループで考える(15分) 

→ ホワイトボードを用いて発表する(10分) 
  ・根拠が明確であるか 
  ・個人的な好みに流されすぎていないか？ 
  ・そのほか →  

長く残っていく文化的なものの 
根底に流れるものとは何かを考える 

 
 
 
 
 
 
まとめ 個人で，課題の答えをワークシートに書く(８分) 
 「未来へ伝わっていく文化には，どのような特徴があるのだろう？」 
  ・その時代の流行だとしても，その後の時間の流れに耐えられるもの(すたらないもの) 
  ・いつの時代もあまり変わらないような，人間の感情に由来するもの 
  ・今後なくなる可能性が考えられるからこそ，今，残したいと思うもの 
  ・将来の標準や常識などになりうるようなもの 
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実践事例                 社会３年 

 
授業者  金田 哲也 
 

 
授業日 １１ 月 ２３ 日（金） 
 

 
授業クラス 
 

  ３ 年 ３ 組  

関係・連携の考えられる教科等 
 
 美術・英語 

授業内容 
 
 美術館の運営や，音楽ホールのネーミングライツなどのように，一見本業とは関係のない
企業の活動が存在する。これらの事例をきっかけに，企業の社会的責任について考察する。

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

・経済面以外の，企業の果たす役割や責任につ
いて考察し，表現することができる。 

【思考・判断・表現】

育成したい資質・能力 
 
③文化の伝承・創造への主体性など 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
 １．導入と課題提示（10分）… 前時の復習 
  ・私企業の最大の目的 … 利潤を得ること 
  ・私企業に多い形態 …… 株式会社 ← 株式の発行による資金調達 
  ・株式の特徴 …………… 価格（株価）が上下する 売買できる 
               持っていると配当を得られることがある 
 
  課題 利潤を得る以外の企業活動には，どのようなものがあるのだろう 
 
 ２．配付資料について，説明できるようにする（12分） 
  ・企業の社会的責任に関する実践資料を，４人の各グループに１枚ずつ配付。 
   → 内容をほかのグループに説明できるようにするとともに， 

なぜそのような活動を行っているのかを考察する。 
 
 ３．資料について，説明する（15分） 
  ・他のグループに，企業の実践と取り組む理由を説明する。 
  ・なぜこれらの実践が，その企業の主要な業務と関係がなく， 

利潤を生みだすことがなさそうなのに，行われているのだろうか。 
  ・各グループが発表した活動に，何らかの共通点はないだろうか。 
    <予想される生徒の考え> 

  「伝統や文化を守り，育て，発展させるための活動じゃないのかなぁ。」 
  「企業名が話題になることで，宣伝効果を狙っているんじゃないかなぁ。」 

 
 ４．富岡製糸場の保存運動に関する説明を聞く（６分） 
  ・閉所後18年間，世界遺産登録を目指すまで富岡製糸場を保有し，維持管理を続けて

きた片倉工業の事例を紹介する。 
  ・富岡製糸場の閉所後も「売らない，貸さない，壊さない」を貫き保存するためには，ど

のようなことが必要なのだろうか。 
   
 ５．まとめ（７分） 
  ・企業の社会的責任について，どのようなことが考えられるか，ノートに自分の考えを

書く。 
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数学科 

戸水 吉信       

北室 好章       

北村 悟朗       

共同研究者 伊藤 伸也（金沢大学） 

 

１．伝統文化教育を進めるにあたって 

（１）基礎的・基本的な内容と伝統や文化に関する教育内容 

 伝統文化教育をどのように進めるかについて，例えば学習指導要領総則の付録６に「伝統や文化

に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」という資料があるが，数学科

に関する記載はない。数学科は，全ての教科等の学習で活用される基礎的・基本的な内容を扱う教

科であり，例えば，次のような技能や，事象を数学的に捉えて問題を解決する力を身に付けること

が，他の教科等の学習で伝統文化を扱う際，役に立つと考える。 

 ・数値等のデータを，目的に応じて計算，処理する技能 

 ・計算，処理したデータを，目的に応じて分かりやすく表やグラフに表す技能 

 ・表やグラフから必要なデータを読みとって，問題解決の根拠を数学的に示すことができる力 

 他にも，方程式を用いて問題を解決したり，図形の性質を問題解決に生かしたりすることなども

考えられる。 

 しかし，これらのことは，伝統文化に関わらず様々な問題を解決するために必要なことであり，

数学科がより直接的に伝統文化教育に関わる実践について検討することも考えられる。そこで，数

学科としても，「伝統や文化に関する教育（現代的な諸課題に関する教科等横断的な教育内容）」

にあたる実践ができないか，考えていくことにした。 

 

（２）実践を考えるよりどころ 

 平成 29 年に告示された中学校学習指導要領では，数学的活動の一層の充実が求められているが，

その解説には，次のように書かれている。 

 「数学的活動における問題発見・解決の過程には，主として二つの過程を考えることができる。

一つは，日常生活の社会の事象を数理的に捉え，数学的に表現・処理し，問題を解決し，解決過程

を振り返り得られた結果の意味を考察する過程であり，もう一つは，数学の事象から問題を見い出

し，数学的な推論などによって問題を解決し，解決の過程や結果を振り返って統合的・発展的に考

察する過程である。」＊１   

 同解説には，これら二つの過程を意識しつつ各場面で言語活動を充実させ，それぞれの過程や結

果を振り返り，評価・改善できるようにすることが大切であり，これらの過程については，中教審

答申で示されたイメージ図（図１）で考えることができると書かれている。 

 このイメージ図を意識し，数学的活動の充実を図り，伝統や文化に関する数学科の実践を考えて

いくことにした。 

 

  ＊１ 2017, 7  中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 p23 
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＊２ 2016,12中央教育審議会答申「幼稚

   園，小学校，中学校，高等学校及

   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 

  「算数・数学の学習過程のイメージ」

 

 

 

 

 

 

 

     （図１）算数・数学の学習過程のイメージ＊２ 

 

 

（３）実践の具体的な方向性 

①伝統文化の素材を通した実践 

 具体的に実践の内容を考えるにあたって，図１の左側の【現実の世界】の部分を含む過程を意

識すると，Ａ１の過程で「日常生活や社会の事象を数学化する」際に，伝統文化に関する事象を

数理的に捉えることが考えられる。例えば，金箔や九谷焼，加賀友禅といった地元金沢の伝統的

工芸品を比較する際，それらを数理的に捉えるために，商品の価格を取り上げる。次のＢの過程

では「商品価格が観光客にとって適正かどうか箱ひげ図を用いて考察しよう」というように問題

を焦点化する。そして，Ｃの過程で，箱ひげ図を見て自分の考えを述べる。その次は右側の【数

学の世界】を含む過程につなげていく。Ｄ２の過程では，各自の考えを班やクラスで共有するこ

とによって，箱ひげ図の読み取り方が適正かどうか振り返ったり，新たな考え方を獲得したりす

ることができる。そしてＡ２の過程では，箱ひげ図の読み取り方を，四分位範囲や平均値，中央

値などの数学的根拠を用いて説明する活動につなげていくことができる。 

 このように，伝統文化の素材を通して，数学的活動を充実させることができると考える。数学

化される日常生活や社会の事象として，伝統文化に関する事象を用いることができると考える。 

②伝統文化の活動を通した実践 

 次に，図１の右側の【数学の世界】を含む過程から実践を考えてみると，例えば和算，
さ ん ぎ

算木，

そろばんといった，算数・数学における伝統的な活動を取り上げることが考えられる。本校数学

科では，算木を用いた実践を考えてみた。まずＡ２の過程で，算木を用いて昔の人がどのように

数を表していたか，その仕組みを考える活動を行う。次にＢの過程では，「算木を用いて正負の

整数の加法・減法を行う方法を考えよう」というように，問題を焦点化する。Ｃの過程で自分や

班の考えを発表し，算木を用いた計算方法を確認する。そこからＤ２の過程にすすみ，それぞれ

の考えを統合し，５や１０を１つのまとまりとすることや，算木の色が違うもの同士を打ち消し

合う方法を共有することも考えられる。また，Ｄ１の過程に進み，「算木を用いて昔の人は何を
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計算していたのだろう」と考えさせることもでき，社会科の歴史分野の学習など，他の教科等の

学習にもつなげられる。 

 このように，伝統文化の活動を通して，数学的活動を充実させることもできると考える。数学

の事象の数学化として，算木や和算など，昔から伝わる計算方法や問題解決方法を扱うことがで

きると考える。 

 

２．能力・態度の育成にあたって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 本校数学科では，先述のように，伝統文化教育を通して数学的活動を充実させることができると

考え，その結果，学校全体として育成する資質・能力のうち，「日本の伝統や文化に対する理解」

「文化の伝承・創造への主体性など」の２つの育成を担うことができると考えている。 

 ただし，単に素材が伝統文化であることから，間接的にこれらの資質・能力を育成するのでは，

数学科の授業としての意味合いをなさないことに留意したい。次に述べるように，これらの資質・

能力の育成には，主にＤ２の過程が関係していると考える。また，他の教科等とのつながりを考え

る際は，Ｄ１の過程も大切にしていきたい。 

①日本の伝統や文化に対する理解について 

 これは先述の「伝統文化の活動を通した実践」を通して育成することができると考える。Ａ１，

Ｂ，Ｃの過程で算木や和算などを用いた問題解決方法に触れ，Ｄ２の過程でその解決方法のもと

になっている考え方を統合していく中で，日本の問題解決の技術のすばらしさを理解することに

つながる。数学的な問題を解決する方法の発展がなければ，日本の伝統や技術の継承・発展はな

かったと思われる。数学に関する日本の伝統や文化に関することは，伝統文化教育において大切

なことではあると考えるが，他教科等で詳しくは扱わない。Ｄ１の過程で他教科等の学習内容と

関連づけながら，数学科が担える部分を考え実践していきたい。 

②文化の伝承・創造への主体性などについて 

 これは先述の「伝統文化の素材を通した実践」を通して育成することができると考える。Ａ１

の過程で伝統文化に関する事象を数学化し，Ｂ，Ｃの過程を経て問題を解決し，Ｄ２の過程でそ

の解決方法を一般化することで，他の問題の解決に生かそうとする態度につながると考える。ま

た，Ｄ２の過程において，多様な考えに触れることで，新しい解決方法を考えることにもつなが

る。一つの解決方法を他に応用することや，新しい解決方法を考えることは，文化を伝承したり，

新しい文化を創造したりする考えの基となるのではないだろうか。 

 

（２）関連・連携を図った教科等について 

 他の教科等との連携をどのように行おうとしたか，具体的な題材も含めて述べることにする。 

①伝統文化の素材を通した実践において 

 まずは，伝統文化に関わって，数学化が可能な事象を探すことから始めた。よって，他の教科

等とのつながりは，その事象に関わる教科をあとから探す形になった。次に，本校数学科が考え

た具体的な題材と，他の教科等とのつながりの例を示す。 

 ・折り紙で手裏剣の形を作り，合同な図形を見い出して，合同であることを証明する授業 

  …家庭分野（幼児のおもちゃ），英語科（折り紙を紹介する英文）とのつながりを考えた。 

 ・金沢の伝統工芸品の適正な商品価格を，箱ひげ図を用いて考察する授業 
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  …総合的な学習（金沢の１０年後を提案する）とのつながりを考えた。 

 ・能登半島の伝統的な塩づくりに関わって，水が蒸発したときの塩分濃度を方程式を用いて考

察する授業 

  …理科（水溶液の濃度）とのつながりを考えた。 

②伝統文化の活動を通した実践において 

 伝統文化の活動を通した実践は，昔から日本に伝わる算数・数学の技法で，特に法則の統合や

発展が可能な題材を選んだ。他の教科等とのつながりは，その時代背景を考えることで，社会科

とのつながりが考えやすかった。また，他国との比較という面で，英語科とのつながりも考えや

すかった。具体的な題材と，他の教科等とのつながりの例を示す。 

 ・算木を用いた計算方法を考え，説明する授業 

  …社会科（江戸のくらし）とのつながりを考えた。 

 ・九九の仕組みをもとに，整数の乗法における新たな数の性質を見つける授業 

  …日本の九九と英語の九九を比較することで，英語科とのつながりを考えた。 

 

３．成果と課題 

 各学年ごとに，本研究の成果と課題を述べる。 

（１）第１学年 

 60 ページから 62 ページの実践事例にあるように，算木の授業などを通して，伝統文化に関わる

題材を用いた授業を行ってきた。 

 成果としては，こういった教科書にない題材を用いて授業を行うと，生徒が大変意欲的に授業に

取り組む姿が見られたことがあげられる。また，生徒が積極的に授業に取り組む中で，特に「数学

的な根拠を用いて説明する力」につながったと思われる。 

 課題としては，伝統文化に関わる題材であることの利点がいまいち感じられなかったことや，他

の教科等とのつながりが感じられなかったことなどがあげられる。 

 しかし，この課題を踏まえて，「クリスマスカードを作ろう」という実践を行った際，家庭科の

「平織り」と関連したカードの作り方を取り入れてみた。この授業は，「平面図形」において，図

形の対称性などに気付くことを目標に行った授業である。 

 

 

 

 

開くとこうなる      

      

 

 

 

 

 

                        家庭科の平織り（糸を交差させる）の要領で紙を交差させる↑  
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 生徒の感想からは，次のように，数学的にねらったことに気付いた生徒が多くいた。 

 ・クリスマスツリーを作る時，線対称を使っていて面白いなと思いました。 

 ・カードを開いたときに線対称になることに気付きました。 

 ・かわいくカードをかざり，対称の図形の勉強にもなったのでよかった。 

 

 一方で，家庭科の学習とのつながりを見い出した生徒もいた。 

 ・平織りで入れた所が仕組みの要になっていた。 

 ・平織りを使ってこんな面白いカードを作れると思いませんでした。 

 ・家庭の織物のとこの数学的な機構が同時に学べてよかった。 

 ・クリスマスカードに家庭の平織りが使われていた。教科の結びつきが感じられた。 

 ・家庭で習ったことを活用できてよかった。「平織り」ってすごいなと思った。 

 

 家庭科の授業は，保健体育科の「こきりこ踊り」とのつながりを図り，伝統文化の題材を扱った

授業であったが，数学科としても，そこにつながりを見い出せたことは大きな成果であった。 

 その要因としては，学校全体が，教科横断的なつながりを意図した授業を行っており，授業者も

様々な教科等の授業を参観し，日頃の何気ない授業でも，他の教科等で学習したことを取り入れら

れないか考えたことにあったと思う。また，生徒が，様々な教科等がつながって授業をしているこ

とに気付き始めたことも要因としてあげられる。数学科だけで，伝統文化に関する授業を構築して

いくことには難しさを感じているが，他の教科等とのつながりを図りながら，今後も数学科として，

伝統文化教育に関わる方法を模索していきたい。 

 

（２）第２学年 

 65 ページの実践事例に関わって，生徒の感想から成果と課題を述べる。 

＜生徒の感想より＞ 

 ・計算で求めると，細かい部分まで正しい答えが出ると感じた。平均を求める方法が一番求めや

すかった。 

 ・未来がどうなっているかを予想してみると，人口はあまり増えないのに世帯数が増え，一人暮

らしなどが多くなるということが分かって驚いた。平均やグラフから求めることができると分

かった。 

 ・家族の形が変わりつつあることは知っていたけれど，数字で改めて知ってより一層自分の中で

現実的になりました。いろいろな求め方があって数学は楽しいなと思いました。 

 ・金沢市の今までとこれからの人口の移り変わりを計算してとてもおもしろかった。 

 ・日本全体では少子高齢化と言っているけれど，意外と金沢は増えていることが驚きでした。 

 ・規則性で未来を予想できることに感動した。 

 ・今日の授業を終えて，予想と結果が全く違っていてとても驚いた。機会があれば，他の都市や

国の傾向を調べて，自分が大人になる頃，どんな未来になっているのかを予想してみたい。 

 

 成果としては，数学的な根拠を用いて，「金沢市の未来の形」を予想したり説明したりすること

ができたと考えている。生徒が，１次関数を用いて，身の回りの問題を解決する力をつけているこ

とが分かる。この経験をもとに，他の教科等でも，様々な問題を解決する力につなげて欲しい。 
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 課題としては，主に授業の進め方について，次のようにいくつかの点があげられる。 

 ・金沢市の人口や世帯数は，１９８５年以前は１次関数とみなして考えることができるが，１９

９０年以降は１次関数とみなして考えることが難しく，未来を予想しにくかった。 

 ・グラフ用紙を渡して考えさせたが，１次関数を利用せずに計算で求める生徒もいて，本授業で

教科等で身に付けたい力をつけさせることがあまりできなかった。 

 ・グループ学習に時間をかけた結果，金沢市の２０３５年の「家族」の形はどうなっているのか

を考えさせる時間があまりなかった。 

 

（３）第３学年 

 69 ページの実践事例に関わって，生徒の感想から成果と課題を述べる。 

＜生徒の感想より・・・３次方程式や数学に関すること＞ 

 ・正確な値は私の班では求められなかったけれど，だいたいの値は求めることができてよかった。

３次方程式も解けるようになりたい！！解の公式などはあるのかと思った。 

 ・３次方程式を解くときに，電卓で範囲を定めていったり，小数点以下を切り捨てておよその値

を求めたりする方法があると知りました。相似な五勺枡よりも実際の五勺枡の高さが１cm，縦

横が３ｍｍ違うだけで持ちやすさはどれくらいちがうのか疑問に思いました。 

 ・世の中，いろいろな面があるので，ただ相似な図形にすれば良いとかいう訳ではないというこ

とが分かった。３次方程式の解き方を知りたい。楽しかった。 

＜生徒の感想より・・・枡や時代背景に関係すること＞ 

 ・相似だけではなく持ちやすさも意識していたのはすごいと感心した。また，グループの意見を

交流するのが楽しかった。 

 ・業者によって寸法がちがうことがわかった。五勺枡が相似でないのは，使いやすさのためだと

いう考え方があることがわかった。相似は使いやすさがもとになっているのだと思った。 

 ・ただむやみに計算するのではなく，３乗というまだわからない計算に対して柔軟に考える発想

力が大切だとわかった。二合枡と五合枡は相似なのに対して五勺枡は相似でないことを調べる

ことが歴史の背景を調べることにもなって楽しかった。 

 ・数学の考えでは，五勺枡と五合枡を相似な図形にした方が，すっきりするけど，持ちやすさや

使いやすさなど，昔の人の商品を使う人への気遣いが枡に込められていていいなと思いました。 

 ・昔の人は，とても正確に枡を作っていたと知って，驚きました。 

 ・五勺枡が相似じゃない理由が，持ちやすさだという正に日本古来の伝統みたいなものが，関連

していて，興味深かった。 

 ・昔の人は，相似という立体を知っていたことにおどろき，数学は昔からあるものだなと思った。 

 ・五勺枡と二合枡・五勺枡の「日の違いは，「合」と「勺」の単位の違いだと思いました。だか

ら，一勺枡と五勺枡の比の値は等しいのではないかと考えました。 

 

 成果としては，生徒の感想からも分かるように，「五勺枡の新しい内寸を決めよう」について，

その解決方法の理解ができたという点で，ほとんどの生徒が達成できたと考えられる。また，五勺

枡がなぜ二合枡や五合枡と相似でないのかという点について，自分なりの考えを持たせたり，課題

を解決することで，新たな疑問を持たせることができたことも明らかになり，これも成果の一つで

ある。「日本の伝統や文化に関する理解」，「文化への伝承・創造への主体性」，などを育てる一
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助とできたと考えられる。 

 課題としては，主に授業の進め方について，次の２点が考えられる。 

 ・生徒たちが課題と向き合い，それらを解決しようとする時間の十分な確保 

 ・他の解法を，学級全体で確認する時間の確保 

 本時は，グループ活動を通して，各グループの解決方法についてグループ活動中であっても学級

全体で随時確認することで，その課題解決に向けての考えを練り上げていくことを目指した。しか

し，その早急さがかえって一部の生徒たちの活動を急かせてしまったことも明らかになった。また，

異なる方法で解決できるのではという疑問を抱えながら活動する生徒がいたことも事実である。今

後は，生徒の実態をふまえ，生徒の実態にあった課題の提示及び演習時間の確保にさらに努めてい

くことが課題である。 

 

（４）まとめ 

 伝統文化を題材にした実践は，数学科ではやはり難しい。しかし，学校全体がすべての教科等で

伝統文化に関する実践をカリキュラムに位置付けよう，という雰囲気になっていることで，数学科

としても，他の教科等とのつながりを見い出しながら，上記のような実践ができた。さらに，これ

らの実践は，数学科としての本質に立ち戻り，数学科の授業としても意味を成しているものである

と考えている。２年間の実践を経て，数学科として伝統文化教育を進めるにあたって大切なことを

まとめると，次の２点であると考えている。 

 

 ・数学科だけでの実践では，伝統文化に関する学習の深まりが感じられにくい。他の教科等との

つながりを持って，教材開発を進める必要がある。 

 

 ・数学科としての授業の根幹をないがしろにしては，数学科の学習の深まりが感じられない。 

    （図１）を拠り所として，数学的に解決するべき課題をきちんと与えるべきである。 
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実践事例 数学１年

授業者 戸水 吉信 授業日 ５ 月 ２３ 日（水）～ ２４ 日（木）

授業クラス １ 年 １  ～  ４  組
関係・連携の考えられる教科等

社会

授業内容

・算木を用いた正負の数の表し方を知り，その仕組みや，それを用いた加減の計算方法
を考える授業。他に同じような仕組みのものを日本の伝統文化から見い出すことによ
って，日本人の知恵や工夫に触れる。

教科等で身に付けたい力（本時について）

・変化や状況を正負の数を用いて表す意義と
方法を理解している。  【知識・理解】

・正負の数の計算方法を既習の計算に帰着
し，考えることができる。

【見方・考え方】

育成したい資質・能力

【日本の伝統や文化に関する理解】
数の表し方や計算の方法について，
ローマ数字や手の指の仕組みと算木の
システムを比較しながら，日本人の
工夫を知ることができる。

授業のポイント・流れ

算木は，今でこそ使われていないものであるが，古くは日本でも平安時代くらいか 
ら使われていた計算方法である。のちのそろばんの技術にもつながったとされており，
江戸時代には，そろばんの発達と並んで，算木を用いた計算方法が発達した（高次方程
式を解くなど）。 
 本時では，正負の数の加減の方法を考えさせることによって，その仕組みのすばらし
さを感じ，日本の伝統文化で，そのシステムに似たものがないか考えさせる。その中で，日
本人の知恵や工夫に気づかせ，長く伝承されてきたものには，何らかの理由があること
を知ってほしい。 

＜授業の流れ＞

開始～15分後 ＜算木を使った数の表し方を知ろう＞
ローマ数字との比較をする。なぜ５が
１つのまとまりになっているか，ローマ
数字との比較をし，手の指の存在にも
気づかせる。

15分後～40分後 ＜算木を使って計算しよう＞
正の数と負の数の打ち消しあいで
計算ができることに気づかせ， 
昔の日本人の知恵や工夫を 
感じさせる。 

40分後～50分後 ＜似たものを探そう＞
５を基本とした計算方法が，そろばん 
のシステムにつながっていることなど 
を話し合い，日本の伝統文化の理解 
につなげる。必要に応じて，金沢の 
伝統文化である「旗源平」の話をする。
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実践事例                数 学 １ 年  

 
授 業 者   戸 水  吉 信  
 

授 業 日  ６  月  ２ ８  日 （ 木 ）  

 
授 業 ク ラ ス  
 

１  年  １  ～  ４  組  
関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  
 
 社会 

 
授 業 内 容  
                               
・江戸時代に発展した日本の手品「手妻・和妻」の動画を視聴し，日本人が工夫して発展
させてきた思いを感じ取りながら，自分も工夫して数学的な考え方を用いた手品を作成す
る。また，作成した手品を班員を相手に演じてみることで，お互いに手品の不思議さや，
そのタネに数学的な考え方が使われていることに感動し，数学の有用性を感じることを目
指したい。 
 
 

教 科 等 で 身 に 付 け た い 力 （ 本 時 に つ い て ）  
 
・文字式の計算をことばで表現する力。 
           【数学的な技能】 
 
・見通しをもって，数学マジックを作成 
 する力。      【見方・考え方】 
 
 

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  
【日本の伝統や文化に関する理解】 
 手品は，作成するだけでなく，演じる力
が必要であることを理解し，自分が作成し
たものを広めるために必要なコミュニケー
ション力を育成する。その中で，伝統文化
を他に伝えていくためにはコミュニケーシ
ョン力が必要であることも理解させたい。

授 業 の ポ イ ン ト ・ 流 れ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜教材作成のポイント＞ 
それぞれの国々で文化は違えども，世界的に共通して人々に親しまれているエンター
テイメントは，スポーツやトランプなど，いくつかある。 
その１つに「マジック」があるが，日本でも古くは奈良時代から手品が行われており，
それが江戸時代に「手妻」「和妻」として発展してきた。それを現代でも継承，発展
させている人々がいることを知り，そういったものの創造には，数学的な思考力も関
係していることを，簡単な数学マジックの作成を通して感じ取ってほしい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜ 授 業 の 流 れ ＞  
 
開始～10分後 ＜日本の手品「手妻，和妻」に 
         ついて知ろう＞   伝統文化に関係する部分はここ  
        ・手妻，和妻の動画を視聴する 
 
10分後～15分後 ＜数学マジックを体感しよう＞ 
        ・教員が作成した数学マジックを 
         体感する 
 
15分後～35分後 ＜数学マジックを作成しよう＞ 
        ・各自で数学マジックを作成する。 
                ・途中ヒントを与える。 
 
35分後～45分後 ＜作成した数学マジックを披露しよう＞ 
             コミュニケーション力育成に関する部分はここ  
        ・班員を相手に作成したマジックを演じる。 
 
45分後～50分後 ＜全体での共有＞ 
                ・時間があれば代表で誰かにマジックを演じてもらう。 
        ・感想，考察を書いてもらう。後で数学通信で共有する。 
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実践事例 数学１年 

授業者 戸水 吉信 授業日 ８ 月 ３０ 日（木） 

授業クラス １ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

総合 

授業内容 

「バスの運賃の仕組みを知ろう」 
（データの活用領域における課題学習） 

各バス停ごとの運賃表，発行整理券番号一覧，運賃一覧それぞれの表の関係を数学的に考察する。

教科等で身に付けたい力（本時について） 

・データを処理し，分かりやすく表現する技能。
【数学的な技能】

・整理・表現したデータを数学的根拠として自分の
考えを説明する力。

【数学的な見方や考え方】

育成したい資質・能力 
【文化の伝承・創造への主体性など】 

 バスの運賃が，観光客や市民など，様々
な立場に立って決められていることが，運
賃の仕組みを解明することで分かることに
気づく。データを整理し，自分の考えを持
とうとする態度につなげたい。 

授業のポイント・流れ 

 本校はバスで通学する生徒も多い。生徒の身の回りの事象として，バスの運賃の仕組みを考える
授業を構築した。また，金沢市では，旧町名を復活させる動きがあったり，バス停の名前を観光客
に分かりやすいものにするなどの動きがある。そういったことにも触れ，バスの運賃も，観光客や
学生，市民など，様々な人の立場に立って決められていることを知り，数学的に考えたことを根拠
に，自分の考を述べる力にもつなげたい。 

＜授業の流れ＞ 

開始～５分後 金沢市の旧町名を復活させる 
 導入 動きがあることに触れ， 

バス停の名前も観光客に分かり 
やすい名前になってきている 
話につなげる。 

５分後～20分後 【課題１】各バス停までの 
個別解決 運賃から整理券番号と運賃 

の一覧表を作成する。 

20分後～40分後 【課題２】作成した運賃 
協働解決 一覧から，整理券番号と 

各バス停までの運賃表を 
作成する。 

40分後～50分後 考察や感想を振り返る 
全体学習 
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実践事例                数学１年 
 
授業者  北室 好章 
 

 
授業日 平成２９年度 １１月 ６日（月），７日（火） 
 

 
授業クラス 
 

１ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 
 
 理科・社会 

授業内容 
 
 Ｓ波が到達する前に，緊急地震速報を知らせることが 
 できる仕組みを考える。 
 
 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・Ｐ波，Ｓ波のグラフを直線とみなし， 

グラフを書くことができる。 
 
・グラフを利用して，Ｓ波の到達時刻を 

予想することができる。 
 

育成したい資質・能力 
 
【日本の伝統や文化に関する理解】 
・日本に伝わる言い伝えを題材に，現代科学 
 で解明できることが，昔はどのような根拠を
 もとに行われていたか，考えることができ 

る。 
 

 
授業のポイント 
 
 「なまずが暴れると地震が起こる」と昔から言われているが， 
 現代は緊急地震速報があり，Ｓ波が来る前に準備できるように 
 なった。 
   
 緊急地震速報の仕組みが数学と関係しているところを， 
 生徒がいかに理解することができるのかがこの授業のポイントです。 
 
＜授業の流れ＞ 
・１時間目 

① コンパスを使って，震央と予想される場所を見つける。 
② Ｐ波とＳ波のグラフをかく。 
③ グラフから地震が発生した時刻を予想し，理由や根拠も書く。 

 
 
 
 
 
 
 
・２時間目 
  ①魚津市におけるＳ波の到達時刻を予想し，理由や根拠も書く。 
  ②緊急地震速報の仕組みを考えるために，２つの数量を決め，それらの関係を表，グラフ， 
   式などに表す。 

③緊急地震速報の仕組みを説明する。 
 

実践事例                数学１年 
 
授業者  北室 好章 
 

 
授業日 平成２９年度 １１月 ６日（月），７日（火） 
 

 
授業クラス 
 

１ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 
 
 理科・社会 

授業内容 
 
 Ｓ波が到達する前に，緊急地震速報を知らせることが 
 できる仕組みを考える。 
 
 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・Ｐ波，Ｓ波のグラフを直線とみなし， 

グラフを書くことができる。 
 
・グラフを利用して，Ｓ波の到達時刻を 

予想することができる。 
 

育成したい資質・能力 
 
【日本の伝統や文化に関する理解】 
・日本に伝わる言い伝えを題材に，現代科学 
 で解明できることが，昔はどのような根拠を
 もとに行われていたか，考えることができ 

る。 
 

 
授業のポイント 
 
 「なまずが暴れると地震が起こる」と昔から言われているが， 
 現代は緊急地震速報があり，Ｓ波が来る前に準備できるように 
 なった。 
   
 緊急地震速報の仕組みが数学と関係しているところを， 
 生徒がいかに理解することができるのかがこの授業のポイントです。 
 
＜授業の流れ＞ 
・１時間目 

① コンパスを使って，震央と予想される場所を見つける。 
② Ｐ波とＳ波のグラフをかく。 
③ グラフから地震が発生した時刻を予想し，理由や根拠も書く。 

 
 
 
 
 
 
 
・２時間目 
  ①魚津市におけるＳ波の到達時刻を予想し，理由や根拠も書く。 
  ②緊急地震速報の仕組みを考えるために，２つの数量を決め，それらの関係を表，グラフ， 
   式などに表す。 

③緊急地震速報の仕組みを説明する。 
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実践事例                数学２年  

 
授業者  北村 悟朗 
 

 
授業日  平成２９年度 １１ 月 ２３ 日 （木） 
 

 
授業クラス 
 

 
２ 年 ２ 組 

 

関係・連携の考えられる教科等 
 

英語・家庭 

授業内容 
・手裏剣②の四方にある三角形が合同であることを，既習を生かし数学的な根拠を明らかに

しながら示す。 

教科等で身に付けたい力（本時について）
 
・折り紙が他国にどのように受け入れられ

ているか理解する。 
・手裏剣②の四方にある三角形の合同を，

数学的な根拠を明らかにしながら考察す
ることができる。 
 

育成 し た い 資 質 ・ 能 力  
 
【日本の伝統や文化に関する理解】 
・日本の伝統文化である「折り紙」の中に数学が潜

んでいることに気付き，その美しさなどを数学的
に解明することができる。 

 
 

授業のポイント・流れ 
 
１．折り紙が日本の伝統文化の一つとして受け継がれ，世界中で高い評価を得ていることを

知る。（要素Ⅲ） 
２．前時で作成した手裏剣②の一部をグループで持ち寄り，動画で作成方法を確認し，手裏

剣②を作成する。 
３．本時の課題＜ 四方にある三角形は本当に合同なのだろうか ＞を確認する。 
４．課題の仮定を再度確認する。 

・４すみの三角形すべての組の証明をする。 
・向かい合う２つの三角形の合同を証明する。 
・隣接する２つの三角形の合同をいう。 

５．個人で課題に取り組む。（自立的活動）また，前時の既習を
活かして，課題（数学的に表現した問題）の図に点とその名前
を付け，どの三角形の組の合同を示すか見定める。（焦点化し
た問題への変換） 

６．４人１組のグループになり，協力して課題解決に努める。 
（協同的活動） 

・隣接する三角形が１組の辺が等しくその両端の角がそれぞ
れ等しいことから合同を示す。 

・４つの三角形の合同を同時に示す。 
・友達の発表した証明より簡潔な証明をする。 

◎評価 
手裏剣②の四方にある三角形の合同を，数学的な根拠を明らかにしながら考察することが
できる。【数学的な見方・考え方】 

７．数名の生徒が一人ずつ順に発表する。他の生徒は発表を聴く。 
８．本時の授業のまとめをし，本時の授業の感想を記入する。 
 
参考資料：折り紙で手裏剣の作り方まとめ https://mono-siri.com/12110 
 

図：本時で扱った手裏剣②の例  
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実践事例                数学２年 

 
授業者  北室 好章 
 

 
授 業 日  １ １  月  ２ ３  日 （ 金 ）  
 

 
授業クラス 
 

 
 ２  年  ４  組  
 

関係・連携の考えられる教科等 

  社会 

授業内容 

  １次関数を利用して，金沢市の過去と未来の人口と世帯数を予想し， 

 「家族」の形の変化を知る。 

教科等で身に付けたい力（本時について）  
具体的な事象を１次関数で捉え，そのグラフを利

用して問題を解決できる。 

【見方や考え方】

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  

①日本の伝統や文化に関する理解 

 

 

授業のポイント・流れ   

 

 

 

 

 

 

 
 ＜授業のポイント＞ 

  日本の人口は，2 0 0 5（平成1 7）年から減少が始まっている。 

  では，金沢市では人口の推移はどうなっているのか。金沢市の人口や世帯数を調べ，

 グラフの変化から何が分かるのかを生徒に考えさせたい。 

 

 

 

 ＜授業の流れ＞ 

 １ サザエさんの家族の画像を見せる。（設定は1 9 5 0年） 

   どんな家族の形ですか。「波平とフネの子供が，サザエさん，カツオ，ワカメ」 

              「サザエさんとマスオさんの子供がタラちゃん」 

              「７人家族」「三世代家族」 

   みんなが家族を持ち始める頃，家族の形はどうなっているのかを考えます。 

   課題「金沢市の未来の家族の形はどうなっているか？」      （5分） 

 

 ２ どうやって調べたらよいか。→「一世帯あたりの人数が必要」 

   どんな資料が必要か。   →「金沢市の人口と世帯数が必要」 

   資料とワークシート，グラフ用紙を配付する。 

   個人で金沢市の1 9 5 0年の人口と世帯数を考えさせる。     （1 0分）  

 

 ３ ４人のグループで考えさせる。 

   どうやって予想したのかを発表させる。 

   「折れ線グラフから予想した」 

   「表をもとに５年ごとにどのくらい増加しているのかを考えて予想した」 

   「１次関数とみなして直線をひき予想した」          （1 5分） 

 

 ４ 金沢市の2 0 3 5年の人口と世帯数についても発表させる。      （1 0分） 

 

 ５ 金沢市の2035年の「家族」の形はどうなっていますか。 

      「一人暮らしの単独世帯（独身，高齢者）」「夫婦だけの核家族世帯」 

   「親２人と子１人」                    （5分） 

 

 ６ 今日の授業の感想を書かせる。               （ 5分）  
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実践事例               数 学 ２ 年  

 
授 業 者   戸 水  吉 信  
 

 
授 業 日  平 成 ２ ９ 年 度  ２  月  １ ６  日 （ 金 ）  
 

 
授 業 ク ラ ス  
 

２  年  １  ～  ４  組  
関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  
 
  総合 

授 業 内 容  

「旗源平の出目の確率を考える」 
                               
サイコロを２個投げた時の様々な確率を考える教材に，金沢市の伝統的な遊びである 
「旗源平」を用いた。 
 

教 科 で 身 に 付 け た い 力 （ 本 時 に つ い て ）  
 
【文化の伝承・創造への主体性など】 
 
金沢の伝統的な遊戯である「旗源平」の 
ルールについて数学的に考える中で， 
この遊びが長きに渡り伝えられてきた 
理由を考え，こういったものを後世に 
伝えていこうとする態度につなげる。 

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  
   
  ・西洋のルーレットと確率を比較する 
   ことで，共通点を見つけ，ルールの 
   妥当性について考える。 
   
  ・出やすさを数字（確率）で表すこと 
   に意味を見い出し，積極的に数学を 

  活用しようとする態度につなげる。 

授 業 の ポ イ ン ト  
 
普通に賭けていたら親の総取りとなるルーレットの「０」「００」の出る確率と， 
旗源平において敵の中旗を１本返さなければならない「シノニ」の確率を比較し， 
そこに共通点を見出し，ゲームのルール設定の妥当性を考えさせ，自ら様々な確率を求
めようとする態度につなげる。 
 
＜授業の流れ＞ 
・他のゲームの確率と比較するために， 
 「ルーレット」で遊んでみる。 
・旗源平の遊び方や歴史，ゲームができた 
 背景について説明する。 
・ルーレットで０や００が出る確率と， 
 旗源平で「シノニ」が出る確率を比較し， 
 似ていることを確認する。 
・旗源平における様々な確率のうち，自分 
 で調べてみたい確率を問題として設定し， 
 確率を求める。 
・自分で設定した問題を解いてみて，考察 
 や感想をかく。 
・考察や感想をクラス全体で共有する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜生徒の感想より＞ 
・旗源平は聞いたことがあったけれど，一
度もしたことがなかったので，これを機に
やってみようと思います。金沢の伝統文化
を知り，誰かに伝えられたらいいです。 
・旗源平は始めて知ったけれど，運に任さ
れる，年齢差があっても技能の差がなく誰
にでも遊べる面白いゲームだなと思いま
した。 
・金沢市の伝統の遊びが授業として学べて
楽しかったです。こういう，地域の伝統と
つなげた学習ができる授業を増やして欲
しいと思いました。 
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実践事例               数 学 ３ 年  

 
授 業 者   戸 水  吉 信  
 

 
授 業 日   平 成 ２ ９ 年 度  ５  月  ２ ２  日 （ 月 ）  
 

 
授 業 ク ラ ス 
 

 
３  年  １  ～  ４  組  

 

関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  
 
  国語・英語 

授 業 内 容  
 
世界の国々の九九について知り，もしも九九が５の段までしかなかったらどうなるか数
学的に考察する 
 
 
 

教 科 等 で 身 に 付 け た い 力 （ 本 時 に つ い て ）
 
・計算の法則を文字式を用いて説明する力

を育成する 
 
・様々なシステムがうまくいっていること

が，数学を用いて説明できることを実感
し，数学を問題解決に役立てる態度を育
成する 

 

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  
 
【日本の伝統や文化に関する理解】 
日本の九九が日本人にとって覚えやすい 
工夫がされていることを知る。 
 
 
 
 
 

授 業 の ポ イ ン ト  
 
  日本の九九と世界の九九を比較し，九九の秘密を文字式を用いて説明する。 
 
＜授業の流れ＞ 
 
 開始５分後まで    帯活動である小テストを行っています 
  開始５分後～20分後 課題提示 
             …伝統文化に関わる部分はここ。 
              ジム先生（ＡＬＴ）との対話動画を流す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 開始20分後～35分後 課題１追求 九九が５の段までしかなかったら 
 開始35分後～50分後 課題２追求 ２桁のかけ算のひみつ 
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実践事例               数 学 ３ 年  

 
授 業 者   戸 水  吉 信  
 

 
授 業 日  平 成 ２ ９ 年 度  １ １  月  ２ ３  日 （ 木 ）  
 

 
授 業 ク ラ ス  
 

 
３  年  １  組  

 

関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  

 
 総合・社会 

授 業 内 容  

「データの活用」 
金沢の伝統工芸である「金箔」の店頭売りの商品の価格を箱ひげ図に表し，通販の価格
や他の伝統工芸品の価格を箱ひげ図に表したものと比較する中で，価格の適正さについ
て，数学的な根拠を明らかにしながら，自分の考えを述べる授業 
 
 

教 科 等 で 身 に 付 け た い 力 （ 本 時 に つ い て ）  
 
・四分位範囲や箱ひげ図を用いて，デー 
 タの分布の傾向を比較して読み取り， 
 批判的に考察し判断する力を身に付け 
 たい。 

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  
 
【日本の伝統や文化に関する理解】 
金沢の伝統工芸である「金箔」の商品の 
売られ方について知り，数学的な視点から
自分の考えを述べることにつなげる。 

授 業 の ポ イ ン ト  

・金沢の伝統工芸である 
 「金箔」や「九谷焼」 
 「加賀友禅」を題材とし 
 た授業である。 
・授業のポイントとしては， 
 同じ図を見ても，様々な 
 数学的根拠の示し方がある 
  ことに気づき，グループで 
 話し合ってお互いの考え方 
 の良さを理解する流れを考 
  えた。それが，新しい考え 
 方が生まれるきっかけにな 
 ればと思う。最終的に生徒 
  には，様々な考え方に基づ 
 き，自発的に新しい提案を 
 行う力をつけたい。 
＜授業の流れ＞ 
①伝統工芸についてのスライ 
 ドを見て，本時の課題を知 
 る。 
②ＰＣを用いて，四分位数な 
 どを確認し，箱ひげ図を完 
 成させる。 
③金箔の商品価格について， 
 自分の考えをまとめる。 
④それぞれの考えを班で共有 
 する。 
⑤班で出た意見を全体で共有 
 する。 
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実践事例                数 学 ３ 年 

授 業 者   北 村  悟 朗  授 業 日   １ １  月  ２ ３  日 （ 金 ）  

授 業 ク ラ ス  ３  年  ２  組  

関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  
 

社 会 ・ 家 庭  

授 業 内 容  
 
・ ３ 種 の 枡 （ 五 勺 ， 二 合 ， 五 合 ） は 相 似 な 立 体 で な い こ と を ， 数 学 的 な 根 拠 を 明 ら

か に し な が ら 考 察 す る 。  
・ ３ 種の枡が すべて相似 な立体になる ように ，新しい枡の 大きさ について考察 する 。

教 科 等 で 身 に 付 け た い 力 （ 本 時 に つ い て ）  
 
・ ３ 種 の 枡 は 相 似 な 立 体 で な い こ と を ， 数 学

的 な 根 拠 を 明 ら か に し な が ら ， 考 察 す る こ
と が で き る 。  
【 数 学 的 な 見 方 や 考 え 方 】  

・ ３ 種 の 枡 の 大 き さ を 見 直 し ， 新 し い 枡 の 大
き さ を 考 察 す る こ と が で き る 。  
【 数 学 的 な 見 方 や 考 え 方 】  
 

育 成 し た い 資 質 ・ 能 力  
 
① 日 本 の 伝 統 や 文 化 に 関 す る 理 解  
③ 文 化 へ の 伝 承 ・ 創 造 へ の 主 体 性 な
ど  
 

授 業 の ポ イ ン ト ・ 流 れ  
 
１  本時の課題を知る。（３分） 
  ・枡について，知っていることを生徒から聞き取り，情報を整理する。 
  ・３種の枡の内寸にはどんな関係があるか問う。 
  ＜３種の枡の内寸は，相似な立体とみてよいだろうか＞ 
  ・相似な立体の意味について再確認する。 
２ それぞれの枡の大きさを確認し，それらが相似であるか考える。（７分） 
  ・３種の枡のそれぞれの内寸を，生徒に実際に測定させる。 
  ・二合枡と五合枡の相似とその示し方を，学級全体で確認する。 
３ 個人で考え，五勺枡と他の枡の比の値をそれぞれ求め，学級全体で確認する。 

（５分） 
４ 課題を解決してわかったことを発表し合い，まとめる。（５分） 
  ・「二合枡と五合枡の内寸は，相似な立体だ。」 
  ・「五勺枡は，二合枡・五合枡と相似でない。」 
  ・「五勺枡の容積の誤差が大きすぎる。」 
５ 本時の発展課題を知る。（２分） 

＜五勺枡の新しい内寸を決めよう＞ 
６ 五勺枡の新しい内寸について個人で考える。（３分） 
  ・縦（横），高さをそれぞれ文字で表し，方程式をつくる。 
  ・二合枡と五合枡のどちらを基準にしたのかを，示しながら

まとめるよう指導する。 
７ ４人グループになり，解決する過程をまとめる。（15分） 
８  自分の考えを学級全体に向けて発表し合う。（５分） 
９ 発展課題のまとめをする。（５分） 
  ・「相似な立体の対応する辺の比がすべて等しいことを使っ
    て，方程式をつくることができた。」 
  ・「３次方程式の解き方がわからなかったけど，２の平方根
   の近似値を実験から得たように，電卓を使って求めるこ 
   とができた。」 
  ・「五勺枡が二合枡や五合枡と相似でないのはなぜだろう。」 

図：本時で扱う 

3 種の枡 
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理科 

                                横山 雄介 
                                北村 太郎 
                                兵地  梓  

共同研究者 松原 道男（金沢大学） 
 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

 本校理科では平成 26 年度より，学校教育目標の目指す生徒像「自ら学ぶ生徒」の実現を目指し，

これまでの研究成果をもとに，継続的に「科学的な思考力」の育成を行ってきた。その方法の一つ

として，より日常生活や社会・環境の問題を捉えた課題設定や教材の選び方の工夫に取り組んでき

た。さらに，他教科との教材のつながりを意識した授業を計画的に行うことで，より課題に対する

関心を高めるとともに，科学的な思考力の育成を図ってきた。平成 28 年度には，ここまでの実践

を踏まえ，学習した知識や技能を日常生活や身近な科学技術を対象として活用し，学びを深めてい

けるよう工夫した。昨年度は，これまでの研究で培ってきた，課題・教材の工夫や他教科とのつな

がりの場面で，日本における様々な地域の伝統文化を用いるように取り組んだ。  
理科の授業を通して育てたい力は科学的な見方・考え方であり，このときに扱う題材は自然に関

する事象である。したがって，昨年度の取り組みも踏まえながら，理科の授業では主たる題材とし

て伝統文化そのものを扱うことは難しいと考えている。しかし，伝統文化として残っているもので

自然に関わるものについては，何かしら科学的な背景や根拠のあるものもあると考えられる。そこ

で，本年度は，それらを学習内容に関連付けることで，学習に対する興味や意欲，さらに学習内容

の意味や有用性を高めることにより，科学的な見方・考え方の育成を行うとともに，日本の伝統や

文化についての科学的な視点からの理解を深めていきたいと考えている。  
 

２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

①日本の伝統や文化に関する理解  

 伝統文化となっているものには，科学的な妥当性（根拠）があるものが多いと感じており，こ

れらを授業の中で扱うことで，伝統文化への科学的な視点からの理解を深める。  

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  

 自分たちの伝統文化の背景にある自然事象への理解を通して，自然を背景とした文化の崇高さ

を知り，畏敬の念を深め，自然を大切にし，尊重する態度を育てる。 

③文化の伝承・創造への主体性など  

 授業で学んだ自然事象についての知識・理解が活用されている，自然を背景とした文化やもの

づくりを扱うことで，学習内容への興味・関心を高めるとともに，知識の活用力の育成を行う。  

 
（２） 関連・連携を図った教科等について 

 「１．伝統文化教育を進めるにあたって」でも述べたように，理科の授業を通して育てたい力は

科学的な見方・考え方（例えば，因果，分類，定性的，定量的，時系列，空間的な視点とした思考）

であり，扱う題材は自然に関する事象である。他教科でも自然が題材として扱われているものはあ
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り，関連・連携を図ることができる。また，伝統文化の中にも自然に関わるものがあり，他教科と

関連させて扱うことは可能である。ただし，自然と伝統文化が重なる題材で他教科と連携を図れる

ものは限られる。 

例えば， 

・国語科の「古典」の作品に読まれる天体の様子を，３学年の【地球】宇宙の中の地球で扱う。 

・社会科の「日本の様々な地域」で学習する日本に暮らす人々の生活・文化，地域の伝統や歴史

的な背景を，２学年の【地球】地球の大気と天気の変化で扱う。 

・技術・家庭科の「材料と加工の技術」「衣食住の生活」で扱う木材の加工，金属加工，衣服の

材料と性質などを，1 学年の【生命】植物のくらしとなかま，【物質】身のまわりの物質で扱

う。 

・音楽科で学習する「和楽器」を，１学年の【エネルギー】音による現象で扱う。 

・美術科の「身近な地域や日本の文化遺産」で扱う刀鍛冶，金箔，九谷焼などを，１学年の【物

質】身のまわりの物質，２学年の【物質】化学変化と原子・分子，３学年の【物質】水溶液と

イオンで扱う。 

 このような内容と関連を図ることで，伝統文化を科学的な見方・考え方から捉えることができ，

理科の学習の目的と日本の伝統や文化に関する理解の両方を効果的に育成できると考えている。 

 

（３） 成果と課題 

 今年度も，課題・教材の工夫や他教科とのつながりについて，効果的に用いることができる伝統

文化に関わる題材を検討した。それらを学習内容に関連付けることで，学習に対する興味や意欲，

さらに学習内容の意味や有用性を高めることにより，科学的な見方・考え方の育成を行うとともに，

日本の伝統や文化についての科学的な視点からの理解を深めることができた。各学年での具体的な

取り組みは以下の通りである。 

 来年度は，まだまだ伝統文化にかかわる題材の整理，検討が十分でない分野があるため，引き続

き科学的な思考力を効果的に育成することができるカリキュラムの作成を目指したい。 

 

＜１年生＞ 

①「水や栄養分を運ぶしくみ」の単元では，植物の吸水の学習の後に、伝統文化である生け花の「水

切り」の理由について考えさせる授業を行った。まず、単元の初めにおいては，植物の水の吸い

上げについて考えさせた。具体的には，キッチンペーパーを葉や茎に見立てて，試験管の水の減

少量から蒸散量を考える，というものである。生徒の実験方法にある割り箸は，キッチンペーパ

ーの形が崩れないようにするための支えとして使用した。 
 実験計画の中には，キッチンペーパーが乾いた状態で水を吸わせる方法と，始めから濡らした

状態で水を吸わせることで，吸い上げの比較を計画した班や，割り箸の上部だけにキッチンペー

パーを巻き，水の通り道を無くしたものと，キッチンペーパーを割り箸全体に巻き，水の通り道

があるものとを比較した班もあった。生徒の実験方法と考察を以下に示す。 
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 このように，水の通り道を無くしたものは試験管の水が減少していなかったことより，水の吸い

上げには水の通り道が必要であり，また，始めから濡らした状態の方が，水の吸い上げが盛んに行

われていたことより，蒸散が水の吸い上げをもたらせていると考えることができた。  
この学習後，生け花の「水切り」が行われる意味について考えさせたところ，生徒より「空気を入

れない」「空気が入ると，水の吸い上げが止まる」という発言も見られた。このことから，学習後に

伝統文化に関わる内容を関連付けて科学的な根拠を考えさせることで，生徒の理解を深めていくこ

とができると考えられる。 
 

②「水溶液の性質」の単元では，「とけている物質はどのようにすれば取り出せるのか？」を考え

させる授業を行った。石川県で伝統的に行われている能登の塩づくりに関して紹介し，科学的

な視点で，塩づくりについて考えさせた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このことから，伝統的に行われている塩づくりでは，食塩の溶解度が温度による変化が少

ないため，かん水を蒸発させて行っているということを理解させることができた。 

 この単元では，伝統的な塩づくりの方法と関連させることで，生徒の科学的な興味・関心

を高めやすいと考えられる。 

 今後も，科学的な興味・関心をより高めるために効果的な伝統文化や伝統的に行われてい

ることに関連を持たせていきたいと考えている。 

 
＜２年生＞ 

 単元「大気の動きと日本の四季」は生徒の生活に関わりの深い学習内容なので，実際に起こった

気象に関する自然現象を話題として紹介し，天気予報の必要性と有用性を実感させ，天気予報を主

軸として実生活と結びつけた学習を行った。また，２年社会科の「世界から見た日本，日本の諸地

域」との関連が深いので，特につながりを意識して授業を行った。さらに，打ち水や観天望気など

を扱うことで，学習に対する興味や意欲，さらに学習内容の意味や有用性を高め，科学的な見方・

考え方の育成を行うとともに，日本の伝統や文化についての科学的な視点からの理解を狙った。以
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下はこの単元を終えたときの生徒の振り返りである。 

 

 

  
  このように，この単元の学習内容は生活との結びつきが強く，他教科とのつながりや身近な現象，

伝統文化などと関連させることで，学習内容への興味・意欲を高め，上記の狙いを達成しやすい単

元であると考えられる。今後はこれ以外の単元についても同様に，他の教科とのつながりや題材と

して効果的な身近な現象，伝統文化を検討していこうと考えている。 

 

＜3 年生＞ 
 天体の分野の月の学習において，技術・家庭科（家庭分野）と国語科とのつながりを図った。家

庭科で「日本の住居の設えや工夫」について学習し，理科で「月の満ち欠け」について学習した後，

国語科で「月に関する和歌」の学習を行った。 
 事前アンケートでは，「天体の学習に興味はありますか」という項目に対して，興味がない（①＋

②）と答えた生徒が 34％，興味がある（③＋④），と答えた生徒が 66％であったのに対し，事後ア

ンケートでは興味がない（①＋②）と答えた生徒が 25％，興味がある（③＋④と答えた生徒が 75％
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となった。（①興味がない②あまり興味がない③少し興味がある④興味がある） 

 また，「３つの教科で同じ時期に『日本人の生活と自然の関わり』についての学習を行うことで理

解が深まったか」という質問に対しては，84％の生徒が深まったと思うと答えており，それぞれの

教科で学習した内容を関連付けて考えることができたという意見が多く見られた。生徒の具体的な

記述は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし，生徒の記述の中には「無理やり結びつけるしかなかっ

た」という意見や，「『月』でつなげるのは強引なので，例えば畳

や障子紙の吸湿性などを理科で実験してみればもっと理解が深ま

ったのでは」という意見もあった。このことから，今後はより他

の教科の内容や実施時期について把握し，さらに効果的なつなが

りを持てるように工夫していくことが必要であると考えられる。 
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実践事例                理科１年  

 
授業者  横山 雄介 
 

 
授業日 ５ 月 ２９ 日（火） 
 

 
授業クラス 
 

 １ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・家庭 

授業内容 
 
・前時における実験計画をクラスで共有し，実験結果から蒸散の必要性について考える。 
また，伝統文化の生け花の「水切り」について，その有用性について考える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

・実験結果より，蒸散の必要性について， 
自分の考えを論述することができている。

【科学的な思考・表現】
 

育成したい資質・能力 
 
①日本の伝統や文化についての理解 
 

授業のポイント・流れ 

 

 

 

高い木の上の葉まで水が上がっていく際に，浸透圧による吸収(根

圧)や毛細管現象だけでは，上部までは水が上がらない。 

そこで，蒸散することで水の吸い上げがさかんになるということを

確かめる実験方法を前時に計画した。本時では，実験結果をもとに

蒸散と水の吸い上げとの関連性にせまる。 

 

開始～10分 

  

 

10分～35分 

 

 

 

 

 

 

 

35分～45分 

 

 

 

 

 

 

45～50分 

 

前時に計画した，蒸散が水の上昇をもたらしていることを確かめる

実験方法をクラスで共有する。 

 

＜実験結果からの考察＞ 

葉や茎に見立てたキッチンペーパーが乾いたものと濡れたもので

は水の吸い上げに差があることから，蒸散の有用性について自分の

考えを持たせる。 

 

身近なもので蒸散の原理を利用したものについて考える。 

 

 

我が国の伝統文化である「生け花」について紹介する。 

その際，生け花の歴史についてもふれ，社会科との関連性を持たせ

る。 

＜なぜ，生け花は水の中で切るのか＞ 

水切りの有用性について考えさせる。 

本単元で学習した水の通り道に着目させて考えさせる。 

 

振り返りの記入  
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実践事例                理科１年  

 
授業者  横山 雄介 
 

 
授業日 １１ 月 １９ 日（月） 
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会 

授業内容 
 
・溶解度の差を利用して，一度溶けたものを取り出すには，どのようにすればよいかを 

考え，実験を行う。 
また，石川県の伝統的な塩づくりには再結晶を利用してしていることを知る。 

 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

・海水からの塩づくりには溶解度の差を利用
し，再結晶させているということを知る。
   【自然事象についての知識・理解】

育成したい資質・能力 
 
①日本の伝統や文化についての理解 
 

授業のポイント・流れ 

 

導入 

 

 

日常生活の中で塩はどのようなときに使用するのかを問いかける。

 

昔の人はどのようにして，塩を作っていたのかを問いかける。 

 

 

課題の提示 

 

実験 

 

 

 

 

まとめ 

とけている物質はどのようにすれば取り出せるのか？ 

 

水溶液の温度を下げたり，水を蒸発させたりして，水にとけた物質

を取り出せるのかどうかを実験により調べる。また，その際の結晶

はどのような形をしているのかを観察する。 

 

 

なぜ，温度変化によって結晶が取り出せる物質と，蒸発によって結

晶が取り出せる物質があるのかを考えさせる。 

 ↓ 
〇溶解度の差による。 

〇食塩は温度変化では取り出すことができない。 

 

・石川県の伝統的な塩づくりを 

紹介する。 

 能登で行われている，塩づくり 

には昔の人の知恵がありますね。 
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実践事例                理科２年  

 
授業者  北村 太郎 
 

授業日 １０ 月 ３ 日（水） 
    １０ 月 ４ 日（木） 

 
授業クラス 
 

 
 ２ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

保健体育 

授業内容 

前時までに，天気を予報するためには雲の材料である水蒸気が空気中にどれだけ含まれて
いるかを知る必要があると考えた。そこで，実際に調べる方法を考えて，教室内の水蒸気
量を調査し，その気温での飽和水蒸気量と比較することで，空気がどれだけ湿っているか
（湿度）を調べた。 

 本時は，乾湿計を使った，より行いやすい湿度の求め方を確認した後に，雲ができるため
には空気が上昇する必要があることに注目し，自然の中でどのようなときに空気が 
上昇するかを考える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
気象観測の方法を知り，器具を正しく使っ
て観測し，結果を記録することができる。

【観察・実験の技能】
 
上昇気流や下降気流の例とその原因を理解
し，知識を身につける。 

【自然事象についての知識・理解】
 

育成したい資質・能力 

①日本の伝統や文化に関する理解  

 

授業のポイント・流れ 

１．前時で天気予報をするために必要だと考えて，教室内の湿度を調べたことを復習する。
 
２．しかし，前時のような方法では，調べるのに時間がかかってしまうので，より湿度を調

べやすい方法として，乾湿計を紹介する。 
 
３．実際に，乾湿計の実物を観て，その特徴をつかませる。 
 
４．乾湿計を観て気づいたことを生徒に挙げてもらう。 
  ・２つある温度計のうち，片方は水で湿ったガーゼでおおわれている。 
 
５．乾湿計で湿度をはかれる仕組みについて確認する。 

Q.「くみ置きの水をつかっているから水の温度は気温と同じはずなのに， 
  水でぬれたガーゼがまかれた湿球温度計の方の示度が低いのは何で？」 
A.「ぬれているから水の蒸発が起こっている。1年生の状態変化で学習した， 

水が液体から気体へと状態変化するときに熱が必要だからその分示度が低くなる。」 
Q.「湿度が低いときと，高いときだと示度の差はどちらが大きくなると考えられる？」
A.「湿度が低い方がたくさん蒸発できるから，示度の差が大きくなる。」 

 
６．実際に，乾湿計を使って，今の教室の湿度を求める。 

・蒸発するときに熱を奪う性質を利用している例として， 
打ち水・冷却アイテム・熱中症対策・汗などを紹介する。 

 
７．雲の材料がどれだけあるかはわかるようになったが，材料だけあれば雲ができるわけで

はない。雲ができるためには空気が上昇し，冷却される必要があったことを復習する。 
 
８．自然の中でどのようなときに空気が上昇するかを考える。 

・空気が山の斜面を上昇するとき，温度が異なる空気がぶつかるとき，空気が熱せられ
たとき，低気圧 
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実践事例                理科２年  

 
授業者  北村 太郎 
 

授業日 １１ 月 １３ 日（火） 
    １１ 月 １４ 日（水） 

 
授業クラス 
 

 
 ２年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会 

授業内容 

前時までに，日本の四季の天気のもつ特徴がなぜ起こるのかを科学的な根拠をもって 
説明できるように学習してきた。 
 本時は，日本の四季の天気の最後に，秋雨前線と台風による大雨被害，危険半円と台風の
エネルギー原の知識から石川県で特に台風による被害を警戒しなければ行けない状況を考
え，学習内容を身近な生活と結び付けて学習を行う。 
 さらに，本時の最後に「朝虹は雨，夕虹は晴」と昔から言われてきた観天望気について考
えることで，昔から経験的に言われてきた観天望気について，科学的な根拠を持って説明す
ることができるものがあることを解明する。また，観天望気を理解することで，身の周りに
起こっている気象現象から局地的な天気を予測し，自分の身近な生活に生かす力を付けてい
きたい。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

私たちの生活が気象と深く関わっているこ
とを認識し，自然とうまくつき合って生活
するために大切なことを考えようとする。

【自然事象への関心・意欲・態度】

育成したい資質・能力 

①日本の伝統や文化に関する理解  

 

授業のポイント・流れ 

１．台風と秋雨前線による大雨被害が起こったときの天気図を示し，このとき特にどんな災
害の危険性が高いか考える。（大雨，高潮，暴風から選択させる） 

 
２．班で意見をまとめて考えを発表する。答え合わせをし，正解した班に，考えた根拠を説

明してもらい大雨の危険性を確認する。 
 
３．次に，台風の危険半円の説明を受けた後に，日本海を通って石川県が危険半円に入るル

ートと上陸して危険半円に入るルートのどちらの方が石川県の被害が大きくなる可能性
が高いか考える。 

 
４．班で意見をまとめて考えを発表する。答え合わせをし，正解した班に，考えた根拠を説

明してもらい，自分たちの住んでいる地域の災害に対する知識を確認する。（台風のエネ
ルギー源から，日本海ルートの方が，台風は勢力を保って石川県にやってくると考えられ
る。） 

 
５．身近な天気に関する知識として，昔から言われている観天望気「朝虹は雨，夕虹は晴」

が科学的根をもって説明できるかどうか考える。（ヒントとして，虹のできる科学的な仕
組みを確認する。） 

 
６．班での話し合いを行った後に， 
 代表者に説明してもらう。 
 
７．単元の学習の振り返りを行う。 
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実践事例                理科３年  

 
授業者  兵地 梓 
 

 
授業日 ７ 月 １１ 日（水） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 
社会 

授業内容 
 
〇酸・アルカリと塩の中和に関する内容です。 
 
〇前半10～15分くらいの導入の部分で石川県の温泉や草津温泉のｐHの違いや，温泉の付近

の川に関する話をします。  

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
酸とアルカリの反応について興味を持ち，
進んでしらべようとする。 

【自然事象への関心・意欲・態度】
 

育成したい資質・能力 
 
①日本の伝統や文化についての理解  
 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
導入 石川県の〇〇温泉で知っているものはあるかを問いかける 
    
   石川県の温泉のｐHについて紹介する。 
    
   石川県の温泉と違った泉質（ｐH）をもつ温泉として草津温泉について紹介する。 
    
   草津温泉の近くにある川（我妻川）について紹介する。 
 
課題の提示 死の川（草津・我妻川）はどのようにしてよみがえったのか？ 
 
実験 塩酸を酸性の川の水に見立て，そこに水酸化ナトリウム水溶液を少しずつたらして 
   中性の状態をつくる。 
 
まとめ なぜ中性になったのかを，水溶液に含まれるイオンから考える。 
    〇水素イオンと水酸化物イオンから水が生じることで，互いの性質を打ち消しあう

ことを中和という。 
     
    でも，できているのは水だけなのか？と問いかける。 
    「ナトリウムイオンと塩化物イオンから塩化ナトリウム（食塩）ができているので

は？」 
     
    実際にできているのかどうか，プレパラート上に液体をたらし，結晶を作って確か

める。（観察は次回） 
 
 
※ 実際に温泉について取り扱うのは導入部分

ですが，日本人が古くから親しんできた温泉
に入り続けるためには，周りの環境を守るこ
とも大切であることを考えさせられたらと
思います。 
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実践事例                理科３年  

 
授業者  兵地 梓 
 

 
授業日 １１ 月 ２３ 日（金） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 １ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

家庭・国語 

授業内容 
 
・月の満ち欠けの規則性を知り，昔から和歌や俳句などに詠まれてきた月はどのようなもの

だったのかを考える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・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とらえることがで
きる。 

 【科学的な思考・表現】 

育成したい資質・能力 
 
1日本の伝統や文化に関する理解 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
１ 平安時代の人々の生活について触れる。 
  「電気も無い暗い中，どんな気持ちで月を見上げていたのだろう。」 
   

昔の人はどんな時間帯にどんな月が出ているのかを知っていて，それを心情と重ね合わ
せて詠んでいたことを伝える。 
「和歌の中には何と呼ばれる月が出てきたか」（８分） 
 

２ 課題を提示する 
昔の人が歌に詠んだ月はどんな月だったのだろうか？（２分） 

 
３ 月の形と位置の変化について，各自で模型を用いて観察を行い，観察シートに記入させ

る。（10分） 
 
４ 各班の観察結果を確認する。（10分） 
 
５ 和歌に詠まれている「有明の月」「夜半の月」はどんな形の月だったのかを考える。 
  「百人一首に詠まれている〇〇の月はどんな月なのだろう？」（８分） 
  ・昔の人たちも満ち欠けする月を見てそこに感情を重ね合わせていたことに気付かせる

。 
＜まとめ＞太陽との位置関係から時間ごとに変化する月の形を歌に詠んでいた。 
 
６ 学習内容をもとに，今日の月はどんな月なのかをモデルを 

用いて予測させる。（５分） 
 

７ ２年時に生徒たちが詠んだ短歌を提示する。 
「この歌に詠まれている『月』はどんな『月』なのだろうか？」 

（５分） 
 
８ 伝統文化との関わり 
  「昔の人が大切にしてきた自然とのつながりを私たちも大切にしていきたいですね。」

（２分）  
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音楽科 

                            

                                鏡 千佳子  
共同研究者 篠原 秀夫（金沢大学） 

 
１．伝統文化教育を進めるに当たって 

 本校は昨年度から，「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－」を主題に，研究を進めている。これを

受けて音楽科では，伝統文化に関する授業を通して，他教科とどのように関連し，どのような力を

育成できるのかという視点からこれまでの授業を捉え直し，音楽の授業で伝統文化を扱う意義を考

えて研究を進めてきた。 
昨年度は，雅楽「越天楽」の特徴から，自分が思う「日本らしさ」について考える実践を行った。

「日本らしさ」を感じる部分は，人によって異なる。明確な答えは出せないかもしれないが，自分

が日本らしいと感じるところはどういうところなのか，何が日本らしさを感じさせているのかを考

える良い機会となった。ただ，オーケストラと雅楽の違いやどこに日本らしさを感じるかというこ

とは考えることができたが，西洋と日本それぞれのよさを尊重するとともに，日本人が美しいとし

てきたものへの愛着をより一層図れるようなところにまでは踏み込めなかった。本校が目指してい

る資質・能力の育成にはやや及ばなかったように感じる。 
中学校の音楽の授業で「伝統文化」を扱うということは，そこには必ず意味がある。それは単に

その伝統文化に詳しい人材を育てるということではない。その伝統文化が自分の感情やイメージ，

生活と結びついたとき，自分にとって価値のあるものとして，何か意味のあるものとして，存在す

るのではないだろうか。中学生という多感な時期の生徒が，伝統文化をどう自分の生活と結び付け

て考えていくかに迫れるような授業を構築していきたい。また音楽科の目標である，「表現及び鑑賞

の幅広い活動を通して音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽，音楽文化と豊

かに関わる資質・能力の育成」を目指しつつ，伝統文化教育を通して，伝統文化そのものだけでな

く，それらを取り巻く様々な背景や文化，人，そしてこれからの未来を見据えていけるものの見方

や考え方ができる生徒を育てていきたい。 
 

２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

  本校の研究副題「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」を受けて，

今年度は一年生の民謡の授業の取り組みにおいて「①日本の伝統や文化に関する理解」を重視した。

今まで歌ってきた歌と民謡の歌い方の違いについて体験を踏まえて学んでいきたい。  

（２）関連・連携を図った教科等について  

  民謡を学ぶ上で，その民謡が生まれた背景や地域の特徴などが大きく関連してくる。鑑賞領域の

学習では，社会科で様々な地域を学んだ内容が音楽科の授業につながってくると考えられる。また

民謡がどのような背景で生まれたかという学習内容が体育科のダンスでの学習に関連していると考

えられる。また，曲種に応じた発声を中心とした表現領域での学習では，英語科での学習内容であ

る，場面や相手に合わせた話し方の内容につながると考えられる。  
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３．成果と課題 

  １年生の実践事例（ｐ83）の授業では，曲種によって歌い方が違うのはなぜかを考えた。様々な

曲種による歌い方の特徴をわかりやすくするために，アニメの曲・合唱曲・日本歌曲・民謡を比較

した。それぞれの曲で，どんな声で歌っているか，どんな歌い方をしたかについてグループで意見

交換をし，次に，なぜそのような歌い方をするのかについて話し合った。生徒から出た意見は，次

の通りである。 

 アニメ 合唱・日本歌曲 民謡 

どんな声？ 

歌い方は？ 

・普段話している声 

・幼い声でかわいい声 

・ほほえましい声 

・地声 

・子供っぽい声 

・自由に歌っている 

・元気な感じで歌っている

・裏声 

・大人っぽい声 

・静かな感じ 

・清楚系な感じ 

・声色を統一させて歌って

いる 

 

・クセが強い 

・演歌みたい 

・震えた声 

・粘り強い声 

・渋い声 

・太い声 

・芯が入っている声 

なぜ？ ・曲やアニメの雰囲気に合

わせて歌っているから 

・みんなで合わせるため 

・一つにするため 

 

・漁をするときに気合を 

入れるから 

・漁師の歌だから力強く 

するため 

  自分たちで歌いながら，どのような違いがあるのかを考えていた。生徒の多くが，曲種に応じた

発声があることに気付くことができたように思う。この授業（題材計画の１時目）では，民謡の導

入であったため，民謡に関してはほとんど知識がない中で予想している。また，本時で聴いた民謡

が仕事歌の「ソーラン節」のみであったため，２時と３時の授業で民謡を実際に歌ったり，様々な

地域の民謡の背景を学習したりしながら，さらに課題に迫っていった。今まであまり歌い方を意識

したことがなかったという生徒が多かったので，歌い方の違いについて考えることが楽しかったと

いう意見もあった。一口に民謡といっても様々なタイプのものがあり，座敷歌や子守歌ではその用

途に合わせた歌い方であることに生徒は気付いていく。答えは一つではない。同じアニメの曲でも

歌い方が違うときもある。一時間の授業で正解を出すことが目標なのではなく，これからの学習を

通して，なぜこんな歌い方なのかと考えたり想像したりすることが大切である。２年時３年時と様々

な学習を通して，答えに近づくこともある。また他教科との連携により、学びが深まることも大い

に考えられる。実際に３時の鑑賞の授業では、社会科の学習と結びつけて判断する生徒も多く見ら

れた。この先出合う曲や歌い方で，変わった声だ，

変わった歌い方だ，と敬遠するのではなく，なぜ

こういう歌い方なのかと考えていける生徒を育て

ていきたい。そして，この授業をきっかけに今ま

で何気なく歌っていた歌や，身の回りの音楽など，

授業と生活とを結び付けて考えていけるような授

業を構築していきたい。 
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実践事例                音楽１年 

 
授業者  鏡 千佳子 
 

 
授業日  １１ 月 ２３ 日（金） 
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 ２ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・体育・英語・家庭 

授業内容 
 
 様々な歌を歌ったり，それらの背景を学んだりしながら，曲種に応じた発声があることを

知り，曲にふさわしい歌い方を探る。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・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
いや意図を持つ。 【音楽表現の創意工夫】

育成したい資質・能力 
 
①日本の伝統や文化に対する理解 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
１．３～５人のグループを作り，イントロクイズをする。（10） 

・ここで使う曲は小さい頃に歌ったことがある歌，合唱曲，民謡など。 
・楽しめて歌える雰囲気づくりを心掛ける。 
・それぞれの曲種で歌い方が変わることに気付かせる。 

 

２．本時の課題を知る。 
・どうして曲種によって歌い方が違うのだろう 
・小さい頃歌っていた歌と合唱コンクールの歌を比べてなぜ歌い方を変えたのか尋ね，

それぞれの背景や特徴から分析する。また，合唱での歌い方で小さい頃歌っていた歌
を歌ってみる（合わないことに気付かせる）。（20） 

 
３．民謡はどんな歌い方か，再度歌ってみる。 

・合唱の時の歌い方などとはまた違った歌い方であることに気付かせ，なぜこのような
歌い方なのかを民謡の作られた背景を基にグループで探る。（10） 

 

４．考えを発表する。（８） 

 

５．次回はゲストティーチャーをお呼びして，民謡の歌い方を学ぶことを伝える。     

                               （２） 
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実践事例                音楽３年 

 
授業者  鏡 千佳子 
 

 
授業日 ６ 月 ２５ 日（火） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 １ ～ ４ 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 
 

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，特徴をその背景とな
る文化・歴史や他の芸術と関連付けて理解して，
解釈したり価値を考えたりし，鑑賞する。 

 
 
 

育成したい資質・能力 
 
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 

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 
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実践事例                音楽３年 

 
授業者  鏡 千佳子 
 

 
授業日 １１ 月 １４ 日（水）  
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・美術・家庭 

授業内容 
 

雅楽の平調「越天楽」とオーケストラ版と比較することで，楽器の音色の違いやテンポの変化，
指揮者の有無などに気づき，日本の音楽の特徴の一つである「ずれ」や「ため」を感じ取りなが
ら，日本人が大事にしてきた空間や余白，間，などを美しいと思う心に気づく。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

音楽を形づくっている音色，速度，テクスチュア
，を知覚し，それらの働きが生み出す特質や雰囲
気を感受しながら，音楽の特徴をその背景となる
文化・歴史や他の芸術と関連付けて理解して，解
釈したり価値を考えたりし，鑑賞する 

 
 
 

育成したい資質・能力 
 
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 

授業のポイント・流れ 
○前時を振り返る。（５） 
 ・楽器，ずれ，ためなど特徴を振り返る。  
 
〇本時の課題を知る 
 
○「越天楽」を聴き比べる。（20）  
 ・オーケストラ版を聴く  
 ・雅楽版を聴く  

・特徴を確認しながら「越天楽」を聴くよう伝える。  
・オーケストラ版「越天楽」を流し，違いに気づかせる。 
・雅楽版と何が違うか挙げさせる。 
・雅楽版と聴き比べて確認する。 

 
○音楽の特徴から日本らしさについて考える。（10）  

・どちらがより日本らしいと感じたかを尋ねる。 
・人はどういうところで日本らしい(らしくて美しい)と感じるのかを考えさせる。 

 
○考えを発表する。（５） 

・日本の音楽の特徴と普段の生活と似ているところはないか聞く 
 ・例）日本と西洋の庭，和食の盛り付け方 
 
○「越天楽」を聴く（10）  
 ・最後に日本の音楽の特徴を感じながら「越天楽」を聴く。  
 
 
 
 

「越天楽」のよさを味わい鑑賞しよう  
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美術科 

                                西澤  明  

共同研究者 鷲山  靖（金沢大学）  

 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

（１）伝統文化教育の目的の確認 
 グローバル化する国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で，我が国や郷土の伝統や文化を受

け止め，そのよさを継承・発展させるための教育を充実することが求められている。さらに，自ら

の国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，尊重する態度を身に付けることで，自分とは異な

る文化や歴史に敬意を払い，これらに立脚する人々と共存することができると考えられる。 
 教育基本法，学校教育法においても，伝統と文化について以下のように示されている。  

教育基本法 第１章「教育の目的及び理念」，第２条「教育の目標」，５  
 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重

し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 
 
学校教育法（第２章第21条３） 
 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き，伝統と文化を尊重し，それらをは

ぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに，進んで外国の文化の理解を通じて，

他国を尊重し，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 また，中央教育審議会の報告では以下のようにまとめられている1。（下線部は筆者） 

グローバル化する中で世界と向き合うことが求められている我が国においては，日本人として

の美徳やよさを備えつつグローバルな視野で活躍するために必要な資質・能力の育成が求めら

れる。言語や文化に対する理解を深め，国語で理解したり表現したりすることや，さらには外

国語を使って理解したり表現したりできるようにすることが必要である。こうした言語に関す

る能力を向上させるとともに，古典の学習を通じて，日本人として大切にしてきた言語文化を

積極的に享受していくことや，芸術を学ぶことを通じて感性等を育むことなどにより，日本文

化を理解して自国の文化を語り継承することができるようにするとともに，異文化を理解し多

様な人々と協働していくことができるようになることが重要である。  
 また，日本のこととグローバルなことの双方を相互的に捉えながら，社会の中で自ら問題を

発見し解決していくことができるよう，自国と世界の歴史の展開を広い視野から考える力や，

思想や思考の多様性の理解，地球規模の諸課題や地域課題を解決し持続可能な社会づくりにつ

ながる地理的な素養についても身に付けていく必要がある。 

 
  

                                                        
1 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会『教育課程企画特別部会における論点整理について（報告）』平

成 27 年 8 月 26 日  
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（２）美術科と伝統文化教育の関連 
 伝統文化教育の目的及び育成を目指す資質・能力については，美術科の目標や学習内容と直接結

び付く点が多い。中央教育審議会の報告1には，「伝統や文化についての理解は，他者や社会との

関係だけではなく，自己と対話しながら自分を深めていく上でも極めて重要である」とした上で， 

音楽，美術，工芸，書道など，芸術文化に親しみ，自ら表現，創作したり，鑑賞したりするこ

とが，伝統や文化の継承・発展に重要であることは言うまでもない。特に，伝統的な文化にか

かわっては，音楽科や図画工作科，美術科では，唱歌や民謡，郷土に伝わる歌，和楽器，我が

国の美術文化などについての指導を充実し，これらの継承と創造への関心を高めることが重要

である。 

と記されている。 
 平成33年から施行される新しい学習指導要領では，目標に「生活や社会の中の美術や美術文化

と豊かに関わる資質・能力の育成」が掲げられており，内容において「身近な地域や日本及び諸外

国の文化遺産などのよさや美しさなどを感じ取り，美術文化について考える（１年生鑑賞）」「日

本の美術作品や受け継がれてきた表現の特質などから，伝統や文化のよさや美しさを感じ取り愛情

を深めるとともに，諸外国の美術や文化との相違点や共通点に気付き，美術を通した国際理解や美

術文化の継承と創造について考える（２・３年鑑賞）」「日本及び諸外国の作品の独特な表現形式，

漫画やイラストレーション，図などの多様な表現方法を活用できるようにする」「国内外の児童生

徒の作品，我が国を含むアジアの文化遺産についても取り上げる（指導計画の作成と内容の取扱

い）」といった表記が掲げられている。 
 
（３）グローバル人材の育成と伝統文化教育 

 本校研究で研究主題の核になっている「グローバル人材」について，国のグローバル人材育成推

進会議では，我が国がこれからのグローバル化した世界の経済・社会の中にあって育成・活用して

いくべき「グローバル人材」の概念として，以下の三つの要素に整理している2。 

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 

 前述の伝統文化教育の目的は要素Ⅲにあたるものであり，伝統文化教育とはグローバル人材の育

成に必要な資質・能力の要素の一つであると捉えるのが自然だろう。それを踏まえ，美術科として

は伝統文化教育を，グローバル人材に求められる資質・能力の要素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」の育成を図るための教育と捉えることにした。  
 
（４）教科の思考力・判断力・表現力と伝統文化教育 

 美術科の学習活動は，作品の制作意図のよりよい実現のために表現の方法を発想・構想し，創

意・工夫を試みる繰り返しであり，こうした学習活動は，まさに思考力・判断力・表現力が求めら

れる場面である。美術科ではこれまでの実践研究で，教科の思考力・判断力・表現力を「学習活動

                                                        
1 初等中等教育分科会（第 55 回）・教育課程部会（第 4 期第 13 回）合同会議配付資料  
2 グローバル人材育成推進会議『グローバル人材育成推進会議中間まとめ』（2011 年 6 月）  
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における課題を，さまざまな方法を用いて考え，伝える力」と捉えており，その力の基盤になるの

は個々の「感性」だと考えている。それは，学習指導要領に示された教科の目標「豊かな感性や情

操の育成」に合致すると同時に，伝統文化教育で育成を図る「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」の基盤でもあると考えている。 
 
（５）伝統文化教育で育む感性 

 感性，とりわけ日本人としてのアイデンティティーを支える感性については，日本の季節の変化

と，そこで生活する人々の思いから生まれるものではないかと考えている。 
 例えば日本における季節は，芽吹きや開花の春，深い緑の山々の夏，紅葉に彩られる秋，雪に包

まれる冬といったように，「四季」という四つの季節の移り変わりで捉えられがちだが，実際には

そこに明確な節目があるわけではなく，自然の姿や色彩は微妙に変化し続けている。日々変化する

季節の中で暮らす日本人が，その繊細な変化に気付く感性を高めてきたことは間違いないだろう。

また，冬の白い雪に覆われた風景や，そこに黒々と立つ木々の姿は，侘び寂びの精神や余白に対す

る美意識を生み出し，再び訪れる春の明るく柔らかな風景に対するあこがれを育んできただろうこ

とも想像に難くない。 
 さらに，美術品や工芸品の制作で当時使用できた色料等は，天然由来の材料であり，自ずと彩度

が低く，鈍く，渋い色彩の作品や製品が生まれることになったと考えられる。そして，そうした状

況は鮮やかな色に対する「あこがれ」を生み，当時は貴重であったであろう鮮やかな朱や青や緑と

いった色彩や金箔の輝きを，寺社や仏像，高級工芸品といった対象に用いることになったのではな

いだろうか。 
 こうした考察から，伝統文化とは単に「古くから伝わる事柄」を指すのではなく，その背景にあ

る「日本の四季の変化」と，そこで暮らす人々の「繊細で豊かな感性」と捉えて，授業の計画，実

践を行ってきている。 
 
２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 
 本年度，本校の研究では，「伝統文化教育を通じて育成する資質・能力」について，学校全体と

して以下の三つが挙げられている。 

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 

 昨年度は具体的な授業として，二つの学年（２，３年生）で計画，実践を行ったが，上記①～③

と照らし合わせると，その内容については以下のように分析できると考えている。  
 ２年生の「樂茶碗」の制作は，桃山時代から今日に至るまで続く樂茶碗について，その伝統や文

化，歴史についての理解を図った上で，実際に手捏ねによる造形と釉薬掛けを行った（①日本の伝

統や文化に関する理解）。技能の差ができにくい素朴な作業は，多くの生徒が関心を持って取り組

むことができ，主体性や積極性の育成が期待できると考えられる。ろくろによる均一な成形の碗に

はない武骨な形と，刷毛で塗られた釉薬の濃淡や焼き加減によって偶然生まれる色は，日本の文化

が潜在的に持ち，大切にしてきた侘び寂びの心である（③文化の伝承・創造への主体性など）。  
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 ３年生「金沢のポスター」の制作は，自分達が暮らす身近な地域のよさの再確認，理解と共に，

その制作に和の色や模様を取り入れることで，我が国に長く伝わってきた伝統に対する理解の深ま

りを狙った（①日本の伝統や文化に関する理解）。さらにポスターいう表現方法は，グローバル社

会におけるコミュニケーションの方法として妥当だとも考えた（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）。 
 今年度は，２年生で「手拭のデザイン」を制作する予定だが，伝統文化を意識した活動内容とし

ては，「日本手拭」を教材にすることはもちろん，「和の意匠と他国の意匠の比較鑑賞」「四季を

表現する事物によるテーマ設定」「和の色の学習を踏まえた色の使用」「余白の美を生かした画面

構成」といった観点を考えている。教科の学びとのつながりについては，「事物の単純化」「レイ

アウト構成」「混色による色の使用」「ゴム版の彫刻刀使用」等を学習事項と考えている。 
 
（２）関連・連携を図った教科等について 

 伝統文化を拠り所とした教科間の関連・連携については，古くから伝わるものといった，伝統文

化に対する漠然としたイメージを元にした具体的な事柄で行われることが多いように思われる。 

 美術科の学習活動の主たる目的は，発想・構想の能力や，基礎的・基本的な知識・技能に裏付け

された創造的な技能の育成であり，活動を通した豊かな感性や情操の育成である。その目的の実現

を図るための具体的な題材については，各学校の実情や教師の判断にゆだねられ，設定される場合

が多い。そのため，伝統文化と思しき事柄を扱うことは案外容易である。その反面，他の教科等が，

美術科の教科書や年間指導計画の題材名や学習事項から直接的なつながりを見つけることは難しい

ように思う。そこで，昨年度は焼き物の題材として「樂茶碗」を，ポスターの題材として「金沢の

伝統文化」「和の模様」を取り上げた。今年度も，パターンデザインの題材として「和の模様」「

日本手拭」といった伝統文化に関する具体的な事柄を取り上げることで，他教科等との関連・連携

を行いやすくした。 

 しかし，前段で述べたように，本来の伝統文化教育の目的は，無数にある伝統文化と思しき具体

的な事柄の一部を取り上げ，その知識を深めることではなく，「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の育成」である。今後は，具体的な事柄で関連・連携を図るのではなく，

各教科等が「日本の四季の変化」や「日本人の繊細で豊かな感性」といった観点で題材や学習内容

を見直し，その学習活動の中で「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の育成」

を意識した取り組みをすべきだと考えている。例えば「日本の四季の変化」については，社会科や

理科では学習内容と直接つながりがありそうだし，英語科の学習活動における発表や会話のテーマ

を「日本の四季の変化」にすれば，そこにも関連・連携は生まれるだろう。「日本人の繊細で豊か

な感性」についても，例えば美術科における余白の美と，国語科における俳句や短歌の世界，音楽

における雅楽のメロディー，保健体育科の武道や踊りなどには日本人ならではのアイデンティティ

ーがあると考えられ，教科間の関連・連携ができると考えている。 
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３．成果と課題 

（１）成果  

 伝統文化とは何なのかを考え続けてきた。昨年度，一つの仮説として考えたのは，日本が持つは

っきりとした四季の移ろいと，そこで生活する人々の美に対する感性の関係である。  

 その感性を表現しようとした時，使用できた自然の色料や材料は自ずと限られたものであったろ

う。中でも鮮やかな朱や青や緑の色が建築や仏像に使用され，屏風や工芸品に金箔が用いられたの

も当然だろう。そして大半の色料はビビッドな色ではなく，彩度の低い鈍く渋い色になったに違い

ない。日本の伝統文化を扱う際に大切にしたいのは，表面的な結果ではなく，日本の四季と，そこ

で暮らす人々の生活，そしてそこから生まれる必然のアイデンティティーである。  

 今回実践した１年生の「落ち葉のスケッチ」と３年生の「柏葉のスケッチ」では，学校の敷地内

にある桜と柏の葉に注目し，一年を通して変化するその姿や色を改めて考える機会とした。美術科

の学習目標である，対象の見方，水性絵具の扱いといった基礎的・基本的な知識・技能をしっかり

と押さえた上で進めた作業によって，色や形の表現における生徒の発想や構想は明確なものになり，

学習した知識・技能を十分に用いた作品が多く生まれたように思う。 

 一方，「手拭いのデザイン」の授業では，活動を通して学ばせたい美術科の知識・技能の整頓が

やや不足しており，まとまりの悪い取り組みになったように思う。  

 

（２）課題  

 ２年生の「手拭いのデザイン」では，伝統文化に関わるキーワードとして，「手拭い」を掲げた

わけだが，実際の手拭いのデザインは過去から現在に至るまで非常に幅広い展開をしてきており，

小さなユニットを隙間なく全面に配した小紋だけでなく，一面に大きな図柄を配したもの，多色を

使用したカラフルな物もあり，伝統文化として取り上げる意匠デザインについては，今後さらなる

調査や参考作品の収集が必要だと感じている。さらに共同研究者の金沢大学教授，鷲山先生からは，

伝統的な手拭いの製法は型紙を使った染めであり，はんこによるスタンプでは本来の日本手拭いの

伝統が損なわれるのではないかというご指摘も頂いた。  

 今後はそうした反省を生かし，伝統文化についての考察をさらに深め，伝統文化と捉えられる

様々な事象について事前の調査，内容の整頓をより丁寧に行ったうえで，伝統文化の何を伝えたい

のかを明確にし，教材として位置付けていかなければならないと考えている。  
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実践事例 美術１年 

授業者 西澤 明 授業日 １１ 月 ２ 日（金） 

授業クラス １　年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

国語・理科

授業内容 

 落ち葉の美しさを味わう。
 季節の移り変わりによる変化に気付く。
 絵の具の技法と表現効果を理解し，実践する。

教科等で身に付けたい力（本時について） 

 自然物の色や美しさを味わう感性。
 よく観る観点の知識。
 絵の具の技法の知識・技能。

育成したい資質・能力 

① 日本の伝統や文化に関する理解
② 文化の伝承・創造への主体性など

授業のポイント・流れ 

本時の活動の説明，外に移動（５分）
 春の花の姿，夏の葉の姿，秋の紅葉の姿と変化する木々の美しさに気付く。

葉を拾う（10 分）
 先に拾った葉と次に拾う葉を比較し，より美しいと感じる葉を残す。
 最終的に持っている葉を持ち帰る。

教室に戻って色のスケッチ（15分）
 よく観察し，様々な色や形をあらためて確認し，その美しさに気付く。
 落ち葉の色を⾚・⻩・緑の絵の具のみを使って再現する混色の⽅法を考える。

色塗りの片付け，鉛筆で形のスケッチ（15 分）
 これまでの，下描きをして色塗りという描画⽅法の固定

観念とは異なる順序を知る。
 色のスケッチの形にとらわれず，改めて形のスケッチを

する。

作品の鑑賞（５分）
 友人と作品を見合い，お互いの作品のよさに気付き，味

わう。
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実践事例 美術２年 

授業者 西澤 明 授業日 １１　月　２３　日（金） 

授業クラス ２　年 ３　組 
関係・連携の考えられる教科等 

国語・理科・家庭

授業内容 

 手拭に押すハンコの，ユニットのデザインを考える。
 日本らしさや日本の四季の変化に主題を置いたデザインを考える。
 実際にゴム版を彫る際の困難さを考えた，単純な形を考える。
 連続してスタンプした時のイメージも考えながら，ユニットのデザインを考える。

教科等で身に付けたい力（本時について） 

 テーマにしたい事象を視覚化する発想。
 単純化，デフォルメなどデザインに必要になる

知識・技能。

育成したい資質・能力 

① 日本の伝統や文化に関する理解
② 文化の伝承・創造への主体性など

授業のポイント・流れ 

スライドで日本の諸道具を鑑賞し，日本らしい色・形態・配置とはどんな点かについて意見を出し合
う。

押さえたい観点（予想される意見）
・描かれている物
・和の色
・余白の美
・配置（幾何図形と自由描画，連続，地と図，反転など）
・季節

（1）季節，季節を表す物，その形態のデザインを考える。

押さえたい観点
・単純化，対称，強調 など

（2）全体の配置のデザインも同時に考える。

押さえたい観点
・余白の美
・配置（幾何図形と自由描画，連続，地と図，反転など）
・単位図形の大きさ
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実践事例 美術３年 

授業者 西澤 明 授業日 １１　月 １９　日（月） 

授業クラス ３　年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

国語・理科

授業内容 

 柏葉の生命観を味わう。
 季節の移り変わりや時間の経過による自然の変化に気付く。
 絵の具の技法と表現効果を理解し，実際の制作に活用する。

教科等で身に付けたい力（本時について） 

 よく観る観点の知識。
 絵の具の技法の知識・技能
（たらしこみ，ドライブラッシュ）

育成したい資質・能力 

① 日本の伝統や文化に関する理解
② 文化の伝承・創造への主体性など

授業のポイント・流れ 

本時の活動の説明（５分）
 葉の色＝緑ではなく，葉の部分による色の違いや，次第に枯れて変化する色を表現する。

制作の続き（35分）
 よく観察し，様々な色や形をあらためて確認し，その美しさに気付く。
 表面的な色だけではなく，手ざわりや温度など，目には見えないが感じる要素をしっかり観察する。
 観察して発見した色や形を，水性絵具のどんな技法や表現効果を使って表現すればよいかを考える。

作品の鑑賞（５分）
 友人と作品を見合い，お互いの作品のよさに気付

き，味わう。

─ 93 ─



 

２年生「落ち葉のスケッチ」 

  

 

 

３年生「柏葉のスケッチ」 
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保健体育科 

                                廣瀬 尋理 
                                金子 真鈴 

共同研究者 横山 剛士（金沢大学） 
 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

本校の研究主題「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―」を受けて，保健体育科として念頭に置き

たいことは，伝統文化教育を通して教科の目標を達成することである。言い換えれば伝統文化を教

えることが目的ではなく，伝統文化を扱い，生徒が伝統文化に触れることで，どのように教科の目

標に迫れたかを大切にしていきたいと考えている。またそれだけではなく，研究の副題にもある，

グローバル社会に生きるために必要な資質・能力の育成を目指し，研究を進めていきたいと考えて

いる。 
さて，学習指導要領の保健体育科の目標は，「心と体を一体としてとらえ，運動や健康・安全につ

いての理解と運動の合理的な実践を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとと

もに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態度を育

てる。」とある。この目標に向けて体育分野と保健分野で相互に関連して指導することが重要であ

る。特に体育分野では「生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる」こと，つまり生涯スポ

ーツにつなげていくという大きな目標がある。その大きな目標に近づけるために，体育ではそれぞ

れの運動の特性や魅力に応じて，その楽しさや喜びを味わうとともに，その中で，「主体的に取り組

む」，「公正に取り組む」，「互いに協力する」，「自己の責任を果たす」などの態度を育てる必要があ

り，そのような態度は学校全体として育成する資質・能力にもつながる能力だと考えている。  
 
２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 学校全体として育成する三つの資質・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）について保健体

育科としてどのように関連させていくかについて記述していく。  

伝統文化教育を行うに当たって，体育で最初に思い浮かぶのが武道である。武道については武技，

武術などから発生した我が国固有の文化であり，それを学ぶことが「①日本の伝統や文化に関する

理解」につながる。また，単に試合の勝敗を目指すだけでなく，技能の習得などを通して相手を尊

重する礼法を重んじたり，柔道でいえば受け身を取りやすいように投げたりと相手を思いやる態度

など，相手を尊重し合うための独自の作法がある。このような考え方や伝統的な行動の仕方を学ぶ

ことで，「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」にもつながると考えられる。

また武道で学んだ礼法や相手を思いやる気持ちなどを，どのように生活に生かしていくかを考えさ

せることで「③文化の伝承・創造への主体性」などにつながる。  

 
（２） 関連・連携を図った教科等について 

 体育の授業で技能を習得する場面において，どのように体を動かしたら効率のよい動きになるか
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考えていく事が多い。その際，理科の「運動とエネルギー」にある「力の方向性」と関連が大きく

なる。加える力の大きさが同じでも，力がはたらく場所（点）や力を加える向きによって，力のは

たらきが異なり，物体の動き方は違ってくることを理解することで，特に陸上競技，器械運動，球

技においてのクローズドスキルを学ぶ際には，つながりが強くなる。また，武道においては，柔道

着の着方や帯の閉め方について技術・家庭科（家庭分野）と関連が強い。さらには，武道や華道，

茶道のように日本の伝統的な型や作法を学ぶという点では様々な教科と連携が図れると考えられる。 

 

３．成果と課題 

男子は１年生でダンスを行った。まず授業前のアンケートで「ダンスが好きですか」という質問

に対して，「どちらかといえば嫌い」「嫌い」と答えた生徒が 58％であった。また，「日本の伝統

的なダンス（民踊）を踊ってみたいですか」という質問に対しては，「どちらかというと踊りたく

ない」「踊りたくない」と答えた生徒が 68％であった。このようにダンスに対してネガティブなイ

メージを持っている一方，「日本の伝統的なダンス（民踊）をこれからも残していくべきだと思い

ますか？」という質問に対しては，「思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた生徒が 81％で

あった。上記のような実態を踏まえ，ダンスの授業では，日本の民踊を，踊るだけでなく，これか

らも残していくためにはどうしたらいいのか（どうすれば「こきりこ節」を楽しく踊れるのか）と

いうことを最終的に考させていこうと計画を立てた。そうすることで，最終的にダンスを楽しむと

いう体育科の目標にもつながると考えたからである。また，その過程の中で，こきりこ節について

の歴史や由来を学んだり，他国の民謡（ジェンカ，マイムマイム）との比較をすることで，自国の

民謡の良さをより理解したり，他国の文化をより理解・尊重することにもつがり，それが学校全体

として育成する資質・能力についてにもつながると考え，授業実践を行った。  

授業後のアンケートでは「ダンスが好きですか」という質問に対して「好き」「どちらかといえ

ば好き」と答えた生徒が 80％であった。また「日本の伝統的なダンス（こきりこ節）を行うことで，

日本の伝統や文化の良さについて理解することが出来ましたか？」という質問に対して，「出来た」

「どちらかと言えば出来た」と答えた生徒が 89％で，「他国の伝統的なダンス（ジェンカ，マイム

マイム）を行うことで，多様な文化の違いや良さを理解することが出来ましたか？」という質問に

対しても，「出来た」「どちらかと言えば出来た」と答えた生徒が 92％であった。また感想を書く

欄には「ダンスが楽しくなった」「他国の伝統的なダンスの違いやそれぞれのダンスの意味を学習

できた」などの記述が多く，上記のアンケートより，授業のねらいを概ね達成できたことが示唆さ

れた。しかしながら，「ダンスは好きか」という質問に対して，「どちらかといえば嫌い」「嫌い」

と 20％の生徒が回答しており，そのような生徒は，感想で「難しかった」と書いている生徒が多い

ことを考えると，まだまだ改善の余地は大いにあると考えられる。  

女子においては，１年生で柔道の授業を行った。

授業開始前のアンケートでは，“柔道をしたいと思

いますか？”という質問に対し，「したくない・あ

まりしたくない」と答えた生徒は 41％（グラフ①）

で，その理由として挙げられたのは，柔道は「痛そ

う・難しそう・怖そう」というイメージが多かっ

た。しかし，“柔道をこれからも残していった方が

いいと思いますか？”という質問に対しては，「と

27%

32%

33%

8%

①柔道をしたいと思いますか？

（授業前）

したい

どちらかと言うと

したい

あまりしたくない

したくない
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てもそう思う・そう思う」と答えた生徒が 93％を

占め，「日本の伝統的なスポーツだから」残した方

がよいと考えている生徒がとても多く見られた。こ

れらを踏まえ，精力善用や自他共栄を土台として，

ペアやグループ活動で互いに協力し，柔道の楽しさ

を味わいながら資質・能力の育成を目指した。礼法

については，授業を重ねるごとに，ペア活動の開

始・終了時に教師が指示をしなくても互いに息を合

わせ，礼をする姿が見られるようになっていった。  

単元終了後のアンケートでも，「柔道をしてみて楽しかった・どちらかと言うと楽しかった」

と答えた生徒が 97％となり，その楽しさが意欲的に学ぶ姿勢をつくり，礼などに現れたのではな

いかと考える。また，開始前と同様に“これからも柔道を残していった方がよいと思いますか？”

と質問したところ，「とてもそう思う・そう思う」と感じる生徒が 99％となった（グラフ②）。

その理由の中には，「礼儀などで日本人の心を学べるから」，「技だけではなく，相手をしてもら

った人に礼をするなど，礼儀も身に付けることができるから」，「ただただ勝つという目標だけで

なく，体と共に心も成長するものだから」など，柔道の精神を日本の良さととらえ，残していった

方がよいと考える記述が多数見られた。このことから，本研究の資質・能力①「日本の伝統や文化

に関する理解」が高められたのではないかと考える。  

また，“柔道を通して，生活でも活かせるかもと感じたものはありましたか？”という質問に

対して，「（柔道の）技術は生活には生かせないけど，自他共栄の精神は活かすことができると思

う」や「愛の手（立ち技での取りが支える手）で相手に痛い思いをさせないように，困っている人

がいたら愛の手で助ける」，「礼儀を大切にする→普段から「ありがとう」を大切にする」という

記述が見られた。このことより，資質・能力③「文化の伝承・創造への主体性など」につなげてい

けるのではないかと考え，この学びをいかに様々な場面で発揮できるかが課題である。  

 

本実践は，伝統文化としての民謡，柔道を学ぶことと「伝統文化で」学ぶことの交差におい

て，特に後者を大切にしたものであり，また，それを他教科とのつながりを探りながら創り上げた

ものである。各実践ともに課題はあるものの，アンケートや感想を見る限り，生徒が伝統，文化，

民謡，柔道等々について，身体を動かしながら仲間と試行錯誤しながら，学習した様子がうかがえ

る。  

今後，考えるべき論点としては，第一に，生徒は，伝統とは何かについてどれだけ思考したか

を問うことである。生徒たちは，伝統の意味内容はともかく，前提として伝統文化は残しておくべ

きと，伝統にポジティブな意味を付与している。実際，事前アンケートでは，生徒たちの多くは

「踊りたくない」「柔道をしたくない」のに，伝統的なダンス，スポーツは残しておくべきだと捉

えている。本実践は，こきりこ節と柔道をいったん伝統（的）と捉えたけれど，そもそもそこでい

っている伝統，伝統的が指し示す意味内容な何なのか，それに関する思考がありえるだろう。  

 第二に，教科等の横断やつながりとはいったい何なのかについて問うことである。上記 2 点

について，今後の課題である。  

 

 

52%47%

0%1%

②これからも柔道を残していった方がよ

いと思いますか？（授業後）

とてもそう思う

そう思う

あまり思わない

思わない
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事後アンケート（男子） 
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事後アンケート（女子） 
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実践事例               保健体育１年  

 
授業者  金子 真鈴 
 

 
授業日 １１ 月 ２ 日（金） 
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

家庭 

授業内容 
 
・柔道の歴史について理解する。 
 
・柔道衣を正しく着用する。 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・柔道の歴史や，「柔道の父」と呼ばれる

嘉納治五郎を知り，正しく柔道衣を着用
できるようになる。【知識・理解】  

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 

 

授業のポイント・流れ 
 
                   １．柔道のイメージは？ 
                      ・柔道，見たことある？ 
                      ・柔道してみたい？ 
                      ・柔道のイメージは？ 
 

２．柔道の歴史について知る 
                      ・1882年（明治15年） 
                      ・嘉納治五郎 
                      ・精力善用 
                      ・自他共栄 
 
                   ３．柔道衣を着る 
                      ・前襟の重ね方 
                       ～右？左？どっちが上？～ 
                      ・帯の結び方 
                      ・着方をマスターしよう 
                       （わからなくなったら教えてもらおう）
 
                   ４．柔道衣を着て動く 
                      ・横転がり 
                      ・前まわり 
                      ・後ろまわり 
                      ・ほふく前進 
                      ・手押し車 
                      ・おんぶ 
                      ・両手で持ち上げる 
             
                   ５．柔道衣をたたむ 
                      ・きれいにたたんで，袋の中へ  
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実践事例               保健体育１年  

 
授業者  廣瀨 尋理 
 

 
授業日 １０ 月 ２６ 日（金）  
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・音楽 

授業内容 
 
・様々な国の民謡（フォークダンス）をしよう 
  
・民謡（フォークダンス）を自分流にアレンジしてみよう 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
それぞれの踊りの特徴を捉え，様々なステ
ップや隊形を組み合わせている。 

【思考・判断】

育成したい資質・能力 
 

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 

 

授業のポイント・流れ 
 
 ２つのフォークダンスの歴史や意味を理解しながら，それぞれの良さやそのダンスが大切
にしていることに気づき，それを意識しながら自分流にアレンジしていく。 
 
１．ジェンカを知る（歴史や踊りの意味を知る） 
 
２．ジェンカの様々な踊り方を知る（少しずつ変化していることを伝える） 
 
３．自分たちなら，ジェンカの踊りの何を残し，何を変化させていくか考え，創作する 
 
４．マイムマイムを知る（歴史や踊りの意味を知る） 
 
５．マイムマイムの様々な踊り知る 
 
６．自分たちなら，マイムマイムの踊りの何を残し，何を変化させていくか考え，創作する
 
７．それぞれの踊りの特徴や面白さなどについて感想を述べる 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  マイムマイムを踊る様子           ジェンカを創作している様子 
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実践事例               保健体育１年  

 
授業者  廣瀨 尋理 
 

 
授業日 １１ 月 ２３ 日（金）   
 

 
授業クラス 
 

 
 １年 ３ ・ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・音楽・家庭 

授業内容 
 
・進化させた「こきりこ節」を中間発表する。 
 
・各班の踊りや意見を参考に，より進化させる。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

 

踊りの由来を理解しながら何を残して，何を変化さ

せていくかを考えることができる。 

【思考・判断】  

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 

 

③文化の伝承・創造への主体性など  

授業のポイント・流れ 

 

１．本時の課題を知る（５分） 

  ・前時に創った踊りを中間発表すること，それをより進化させる事を確認する。 

 

２．中間発表をする（15 分） 

  ・各班の発表を見て，何を伝えよう（表現しよう）としているのかを見る。 

 

３．各班の意見を参考に考える（５分） 

・意見を参考にしながら，自分たちが考えた部分が伝わっているのかを確認する。 

 

４．自分たちの踊りをより進化させる（20 分） 

  ・踊っている自分たちや見ている人にも楽しさが伝わるように進化させていく。 

  ・自分たちが残したい（大切にしたい）部分を意識しつつ、楽しく踊れるように工夫する。 

 

５．まとめ（５分） 

  ・各班にどんな工夫をしたか聞く。 
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技術・家庭科（技術分野） 

                                服部 浩司          

共同研究者 岳野 公人（滋賀大学） 
 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

（１）伝統文化教育とグローバル人材の育成 

 本校は，国立教育政策研究所から研究指定を受け，伝統文化教育を行っており，伝統文化教育の

目的を「グローバル人材の育成」と捉えている。伝統文化教育の目的を「グローバル人材の育成」

と捉えている理由は，文部科学省「教育課程部会におけるこれまでの審議の概要：教育内容に関す

る主な改善事項（3）伝統や文化に関する教育の充実」に，「世界に貢献するものとして自らの国や

郷土の伝統や文化についての理解を深め，尊重する態度を身に付けてこそ，グローバル化社会の中

で，自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い，これらに立脚する人々と共存することができる。」と

の記載があることや，文部科学省「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について：国際化と教

育」では，国際化の状況に対応し，留意する教育として「（a）広い視野を持ち，異文化を理解する

とともに，これを尊重する態度や異なる文化を持った人々と共に生きていく資質や能力の育成を図

ること。」などがあげられていることからきている。今後更に国際化が急速に進展し，文化や歴史，

価値観などの異なる様々な国の人と協働しなければならない時代が訪れる。その時に求められる資

質・能力が，「自国や郷土の伝統や文化についての理解を深め，自分とは異なる文化や歴史に敬意を

払い，これらに立脚する人々と共存することができる」ことであり，伝統文化教育を通じてそれを

育成できると考えた。 
 また，本校の学校教育目標は，「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。」である。先にも述べたが，国際化が急速に進展する中，本校

生徒も海外で活躍し，様々な国の人と協働することが求められると考えられる。これは，多くの可

能性を有した生徒が，将来社会的な使命を果たすために必要な条件であるように思われる。そして，

これは本校生徒だけでなく，全ての児童生徒にとっても同じであるため，今後伝統文化教育は重要

になると考えられる。 
 

（２）技術分野を通した伝統文化教育 

 昨年度研究紀要に，伝統文化教育と技術分野のつながりを述べた。本年度は，2018 年 4 月に 1
年生 159 名に行った質問紙調査の結果より，技術分野を通した伝統文化教育の方向性を考察したい。 

 
①日本に伝わる伝統技術の経験 

 「学校の授業（小学校や中学校）以外で，日本の伝統技術に触れた経験はありますか？」の質

問に対して，61％の生徒は「ある」と回答し，39％の生徒は「ない」と回答した。（昨年度は，「あ

る」47％「ない」53％）このことより，生徒にとって学校が伝統技術を学ぶ機会になっていると

考えられる。ここで述べる伝統技術とは，手作業のものづくりを指し，のこぎりや鉋，ノミなど

に代表される，昔から日本にある道具を用いたものづくりや，木組みなどの伝統的な技法が含ま

れる。 
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②日本の伝統技術に対する価値観 

 「日本の伝統技術はすごいと思う」の質問に対して，99％の生徒は「そう思う」と回答し，1％
の生徒は「そう思わない」と回答した。「そう思う」理由として，「機械が無い時代に大きな木造

建築をつくっていたから。」「機械でもできないことが，手と目で正確な作業を行なったから。」

などがあげられた。「そう思わない」理由としては，「外国の伝統技術の方がすごいと思うから」

とあった。しかし，「そう思う」の理由のなかには，「手作業だから」「エコだから」「受け継がれ

ているから」といった，表面的な回答も多く，手加工と機械加工を比較したとき，本当に手加工

の方が優れているのか，現在の技術よりも，昔の技術の方がエコなのかなど，本質的なところま

で考えられていないものも見られた。 
 
③日本の伝統技術を受け継ぐ必要性 

 「日本の伝統技術を受け継ぐことは大切だと思う。」の質問に対して，97％の生徒は「そう思

う」と回答し，3％の生徒は「そう思わない」と回答した。「そう思う」理由として，「母国，日

本の伝統に深くなじむことは大切なことだから。」「世界の人との国際交流のきっかけとなるもの

だから。」「自国の個性を表すようなものだから。」などがあげられた。「そう思わない」理由とし

て，「AI やロボットが出てきたいま，長年のかんや技術が使われなくなってくると思うから。」「AI
の発展の方が大切」などがあった。しかし，「そう思う」理由のなかには，「昔の文化だから」「機

械に頼っていないから」「すばらしい技術だから」といった，明確な回答になっていない意見も

多く見られた。 
 

④その他の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 日本の伝統技術を日本人に説明    図 2 日本の伝統技術を留学生に説明 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 日本の伝統技術への興味       図 4 海外の伝統技術への興味 

 

6%

46%39%

9%

日本の伝統技術を日本人に

説明できると思う。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

46%
43%

10%

1%
日本の伝統技術に興味がある。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

6%

33%

48%

13%

日本の伝統技術を日本語の分かる留学生に

説明できると思う。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

42%

35%

17%

6%

海外の伝統技術に興味がある。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない
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以上の調査より，次の三つのことが考察できる。 
  ・生徒にとって，学校の授業実践が伝統技術を学ぶ機会となっている。 
  ・生徒は，日本の伝統技術を高く評価しているが，その理由を見ると根拠があいまいで感覚的な

回答も多く見られた。図 1，2 からも日本の伝統技術を他者に説明するほどの知識は身に付け

ていないと思われる。そのため，評価の根拠となる知識を身に付けさせる必要があると考えら

れる。 
・図 3，4 より，生徒は日本や海外の伝統技術に興味が高い。そのため，意欲的に伝統文化教育

に取り組むことができると考えられる。 
 
（３）伝統文化教育と思考力・判断力・表現力との関係 

 日本産業技術教育学会「21 世紀の技術教育」では，技術教育で育むべき固有の能力として技術的

課題解決能力をあげている。技術的課題解決能力とは「ものづくりに関わる問題を技術的視点で認

定し，課題化して，一定の制約条件のもとで最適化を図りつつ解決する能力」であると記載されて

いる。その制約条件として，技術分野では「社会的側面」「環境的側面」「経済的側面」の三つの側

面があげられており，ある課題に対して学習者がおかれた状況により生じる制約条件の中で，上記

三つの側面から多面的・総合的に評価し，最適解を導き出すことが技術分野の思考力であると考え

られる。 
 伝統文化教育は，「日本や郷土の伝統や文化についての理解を深め，尊重する態度」を身に付ける

ことがその役割と考えられるため，それが直接「思考力・判断力・表現力」とつながることは考え

にくい。しかし，「グローバル化社会の中で，自分とは異なる文化や歴史に敬意を払い，これらに立

脚する人々と共存する」ためには，自国と他国をただ比較するだけではなく，自国や他国の伝統文

化に対する歴史的背景や，それを継承してきた人々の想いなどを多面的・総合的に判断することが

必要になると考えられる。多面的・総合的に判断するためには，判断するための多面的な知識や心

情を理解する必要がある。本研究では，日本の伝統文化についての理解を深めること，尊重する態

度を身に付けさせることを目的とした。また，先述した調査結果より，感覚的に日本を高く評価し

ているところが見られたため，本質的な真理に近づこうとする批判的な思考にも注目し，指導を行

っていきたい。 
 

２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 本校では，伝統文化教育を通じて学校全体として育成する資質・能力を三つあげている。 

  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  

 技術分野では，先述した調査結果より「①日本の伝統や文化に関する理解」を育成する資質・能

力の重点項目と定め，授業実践を行っていく。しかし，一昨年度まで本校が行っていた ESD の研究

より，ESD の視点に立った学習指導で重視する態度「進んで参加する態度」は，知識・理解の育成

をねらいとした授業実践において育成されやすいことが示唆されている。この「進んで参加する態

度」とは，「集団や社会における自分の発言や行動に責任をもち，自分の役割を踏まえた上で，も

のごとに自主的・主体的に参加しようとする態度」であり，本校の学校全体として育成する資質・
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能力の「③文化の伝承・創造への主体性」に相当するものであると考えられる。そのため，技術分

野では，「①日本の伝統や文化に関する理解」を育成することを通して，「③文化の伝承・創造へ

の主体性」が同時に育成されることも視野に入れて，授業実践を行っていく。  

 
（２） 関連・連携を図った教科等について 

 学習指導要領解説技術・家庭編（技術分野：材料と加工の技術）には，「緻密なものづくりの技

が，我が国の伝統や，木の文化，和の文化を支えてきたことに気付かせるようにする。」という記

載が見られる。柳宗悦「手仕事の日本」には，次のような文章がある。「日本は南北にとても細長

い国であります。北は北海道という冠を頂き，大きな本州はその体であり，四国や九州の島々はい

わば手足に当たるような部分であります。千島の果から沖縄の先まで見渡すと氷りついている寒い

土地から雪を知らない暑い国にまで及びます。（中略）寒暖の二つをともに有するこの国は，風土

に従って多種多様な資材に恵まれています。例を植物に取ると致しましょう。柔らかい桐や杉を始

めとし，松や桜や，さては固い欅
けやき

，栗，楢
なら

。黄色い桑や黒い黒柿，斑
まだら

のある楓や柾目の檜
ひのき

。それ

ぞれに異なった性質を示して吾々の用途を持っています。この恵まれた事情が日本人の木材に対す

る好みを発達させました。こんなにも木の味に心を寄せる国民は他にないでありましょう。」この

ことから，木の文化は日本の地理的な要因と大きく関係していることが分かる。これと同様に伝統

技術であっても，地理的要因や歴史的要因が大きく関係していると考えられる。そのため，伝統文

化教育として，伝統技術を扱う技術分野は，社会科と連携する必要があると考えられる。  

 

３．成果と課題 

本研究は，技術分野（材料と加工の技術の内容）において日本の伝統技術についての理解を深め

ること，日本の伝統文化を尊重する態度を身に付けることを目的としている。さらに，授業実践前

の質問紙調査より，生徒は感覚的に日本の伝統技術を高く評価しているところが見られたため，本

質的に近づこうとする批判的な態度にも注目し，授業実践を行った。授業実践前に行った質問紙調

査を授業実践後にも行うことで，生徒の意識の変化を考察することを試みた。 

 

（１）授業実践前後による生徒の意識の変化 

 表 1～6 に授業実践前後に実施した調査票の結果を示す。その結果，5％前後の意識の変化が見ら

れた。授業実践前後に見られた意識の変化が有意なものであるかを検証するために，表 1～6 に対し

て t 検定を実施した。その結果，全ての項目に関して有意な意識の変化は見られなかった。 

 

（２）考察 

 授業実践前後において有意な意識の変化が見られなかった要因に関して考察を行った。 

①伝統技術に関する知識不足の自覚。 

授業実践前後に実施した質問紙の「日本の伝統技術はすごいと思う」に関して，「そう思う」「そ

う思わない」に関わらず判断した理由を記入させた。その結果，「そう思う」理由に対して，授

業実践後には「日本の気候や木の特性がよく理解された技術が沢山あるから」など，授業実践前

には見られなかった日本の伝統技術に関する既習事項の内容が書かれたものを多く見ることが

できた。これより，伝統技術に関する知識は理解されていると考えられる。しかし，それらを記

載した生徒でも「日本の伝統技術を日本人に説明できると思う」との質問に対して，「そう思わ

─ 106 ─



表 1．授業実践前後の意識の変化（日本の伝統技術はすごい） 

表 2．授業実践前後の意識の変化（日本の伝統技術の継承） 

表 3．授業実践前後の意識の変化（日本人への説明） 

表 4．授業実践前後の意識の変化（留学生への説明） 

表 5．授業実践前後の意識の変化（日本の伝統技術への興味） 

表 6．授業実践前後の意識の変化（海外の伝統技術への興味） 

ない」が選択されているものが見られた。このことから，生徒は数時間の授業では伝統技術を人

に説明するために十分な知識を理解・納得できなかったと考えられる。「日本の伝統技術はすご

いと思う」に対して「そう思わない」を選択した生徒の中には，「日本の伝統技術を知らないか

ら。」「伝統技術を分かっていないから。」などの記載を見ることができることからも，伝統技術

に対する理解・納得が不十分であったと考えられる。しかし，伝統技術というものを真剣に考え

たからこそ，知識不足を自覚できたという捉え方もできる。先述した「伝統技術を分かっていな

いから。」と答えた生徒は，事前調査では「日本の伝統技術はすごいと思う」に対して「そう思

う」と回答しており，その理由として「木だけで建物をつくれるからすごいと思う」と記載して

いる。これより，伝統技術のすごさを批判的に考え，「感覚的なすごさ」から「根拠を基にした

すごさ」への移行が行われたと捉えることができる。批判的に考えられるようになった要因の一

つには，技術分野学習指導要領に書かれている「科学的な原理・法則を理解させる」指導を積み

重ねがあると考えられる。根拠を基に論理的に考える経験が，批判的に考えるきっかけになった

と考えられる。 

そう思う そう思わない

事前 98.7% 1.3%

事後 96.1% 3.9%
日本の伝統技術はすごいと思う。

そう思う そう思わない

事前 97.5% 2.5%

事後 94.8% 5.2%
日本の伝統技術を受け継ぐことは大切だと思う。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

事前 6.3% 45.6% 39.2% 8.9%

事後 8.4% 51.6% 34.2% 5.8%
日本の伝統技術を日本人に説明できると思う。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

事前 5.7% 33.5% 48.1% 12.7%

事後 5.2% 38.1% 49.7% 7.1%
日本の伝統技術を日本語の分かる留学生に説明で
きると思う。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

事前 46.2% 42.4% 10.1% 1.3%

事後 41.3% 41.3% 14.2% 3.2%
日本の伝統技術に興味がある。

大変そう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない

事前 41.8% 34.8% 17.1% 6.3%

事後 36.8% 34.8% 23.9% 4.5%
海外の伝統技術に興味がある。
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②伝統技術という言葉の理解 

 先述した伝統技術に対する理解が不十分にも関連するが，伝統技術という言葉の捉え方に対し

て，教師と生徒の間に差が生じていた可能性がある。授業では伝統技術を「ものづくりに用いら

れるものを指す。例えば，釘を使わずに木を組み合わせる木組みの技術やのこぎりなどの昔から

日本にある道具を用いたものづくりなどである。」という説明を行った。授業では，法隆寺専属

の宮大工の棟梁に伝わる口伝から，木を活かす技術を取り上げるなど，主に木の文化を中心に伝

統技術に関する実践を行った。事後調査を行った時期には，技としての伝統技術には触れていな

かったため，木を活かす技術の知識だけでは伝統技術の理解としては不十分であったと考えられ

る。この伝統技術という言葉の捉え方の違いが原因で，質問紙調査の得点が向上しなかったと考

えられる。 

 

（３）まとめ 

授業実践前後に実施した質問紙調査より，伝統技術に関する生徒の意識がどのように変化するの

かを考察した。その結果，授業実践による生徒の伝統技術に関する意識を向上は見られなかった。

その要因として，伝統技術に関する知識を十分に理解・納得できなかったこと，伝統技術という言

葉の共通理解が不十分だったことが考えられる。しかし，生徒は授業を通して伝統技術を批判的に

捉え，その本質をとらえようとする姿勢が見られた。そしてその批判的な考え方には，技術分野に

おいて科学的な原理・法則に基づいた指導（理科との連携）が必要であると考えられる。  

今後は，著者がもう一度伝統技術という言葉を捉え直し，生徒との共通理解を行い，授業実践を

行うとともに，質問紙の質問項目の検討も行っていきたい。  
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実践事例                技術１年  

 
授業者  服部 浩司 
 

 
授業日 ５ 月 １０ 日（木）  
 

 
授業クラス 
 

 
 １年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会 

授業内容 
 
〇社会からの要求，安全性，環境負荷や経済性などに着目し，技術が最適化されてきたこと

を考える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識：技術の役割は，「産業を発展させ，

生活を豊かにする」ことであること
を知る。 
 

育成したい資質・能力 
 

1 日本の伝統や文化に関する理解 

授業のポイント・流れ 
 
１．「技術」について考える。 
 技術には，2つの意味がある。 
 ・Technic------技（わざ） 
 ・Technology---科学を人間の生活に役立たせる方法 
 
          人間の要求を解決し，要求を満たす知識の集合 
  

技術のスタートは「要求や欲求」→ 生活や産業が大きく変化した。 
 
 
２．江戸時代と現代の技術を比較する。 
 江戸の生活や産業の様子が分かるイラストを用いて，江戸で使われていた“もの”は，現
 代ではどのような“もの”に変化しているのか。またその結果，生活や産業はどのように
 変化したのかを考えさせる。 
 
 例）「釜戸」が「ガスコンロ」や「IH」に変化した。その結果，火の番をしなくてすむと

ともに，火の調整が簡単になった。 
 
   「帆船」が「ディーゼル船」に変化した。その結果，風の影響に左右されることなく

物資を運ぶことができるようになった。 
 
 
３．技術が生活や産業に果たす役割を考える。 
 
 技術は，産業を発展させ，生活を豊かにする。 
 
 現代は，産業を発展させ，生活を豊かにする様々な製品が開発されている。しかし，江戸

時代にもその時代に応じた技術が存在する。そして，江戸時代にはあり，現代まで受け継
がれていない技術も存在する。 

 
 技術を様々な視点から評価していくことが必要。そのために技術の学習を進めていこう。
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実践事例                技術１年  

 
授業者  服部 浩司 
 

 
授業日 １１ 月 １５ 日（木）  
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

理科・社会 

授業内容 
 
木は，「管状組織」をしているため，繊維方向により強度が異なることや，乾燥により変形
する方向が決まっているころなど，木材の性質を科学的に理解する。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
木材の特性等の原理・法則を理解する。 

【生活や技術についての知識・理解】

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 

授業のポイント・流れ 

１．前時の復習（10 分） 

・ 製品は，より良いものを目指し改良されている。その要素の一つに材料があることにより，

材料を学ぶことはより良い製品づくりにつながることを確認する。 

・ 本時のテーマは「木を生かす」こと。世界最古の木造建築といわれる法隆寺が 1300 年建ち

続けている工夫にも迫る。 

 

２．木材の特性（25 分） 

・ 木材の種類は大きく，針葉樹材と広葉樹材に分けられ，それらの特徴から，針葉樹材は主に

建築材，広葉樹材は主に家具材に用いられていることを伝える。 

・ 針葉樹材と広葉樹材の組織の顕微鏡写真から，管状組織であることに気付かせる。そのため，

木材の配置と力の加え方により，製品の強度が変化することを伝える。また，木材は乾燥

したとき特定の方向に変形することからも，接合の際の配置が重要であることに気付かせ

る。 

 

３．木を生かすということ（10 分） 

・ 「木材をどう活用するのかにより，製品の強度は変化する。」その究極が宮大工の知識と技

であることを伝える。 

・ 法隆寺の宮大工の棟梁に伝わる口伝「木を買わずに山を買え」「木は生育のままに使え」や，

釘
くぎ

で部材を固定しない理由などを伝える。これらの学習を通して，日本の宮大工の伝統技

術が木を生かし，世界最古の木造建築を今日まで建たせていることを理解させる。 

 

４．世界の伝統技術（5 分） 

・ 社会の「世界の様々な住居」等で学習しているように，人間はその地域にある材料を活用し

生活や産業を営んでいる。その営みの中で伝統技術が誕生している。そのため，日本の宮

大工のような技術は世界にも存在している。そういう目で世界を見るということも，これ

からは大切であることを伝える。 

─ 110 ─



技術・家庭科（家庭分野） 

                                橋本 正恵 
共同研究者 綿引 伴子（金沢大学） 

 
１．伝統文化教育を進めるに当たって 

（１）本校の研究との関連 
本校では，平成 26 年からの 3 年間ＥＳＤに関する教育研究に取り組んだ。ＥＳＤに関しては，

多くの学校がその実践や研究に臨んでいるが，本校の取り組みの特色は各教科の学習において主に

取り組むということである。総合的な学習の時間などで扱われることの多いＥＳＤに，各教科等が

それぞれの学習内容の中で取り組むことを中心として全教科等で取り組んだ。更に，全教科等の学

習で取り組むことに加え，それらを教科等横断的に連携させてカリキュラムマネジメントを行った

ことも本校の研究の特色であると言える。教科等を横断した学習や複数の教科で連携した学習を構

築する時，技術・家庭科の役割の特性は，生徒の生活と様々な教科等で学習した内容を結びつける

ことができることにある。資質・能力の育成に関わって，学んだことを社会で生かす能力の必要性

が重視されて久しいが，技術・家庭科はその学習内容そのものが，一人一人の生徒の生活に即した

ものであるから，その特性をより生かして他教科の学習内容と各生徒の生活の橋渡しとなることが

できる。 
技術・家庭科の各学習内容は，生徒の生活そのものを扱う学習であり，各教科等で学習した内容

が現在や将来の生活とどのように関わって行くかを示す手段となる。そのような教科の特性を生か

して，技術・家庭科の学習では常に個々の生徒の生活の中にある課題や疑問を見取り，その解決に

向けて思考をすることをねらった題材計画を工夫していくことを重視している。  
以上のような本校の研究の方法や体制と教科の特性を踏まえて，家庭分野の学習は以下の二点を

目指したい。 
①教科等の連携を取り持つ学習となることを目指す。 
②教科等で学んだことと生徒の生活とを結ぶ役割を担う。 

  
（２）新学習指導要領に向けて 

これまでも，家庭分野の学習では衣食住に関する学習において，和食や和服，和の住まいなどに

ついて扱ってきており，伝統文化教育に関しての実践は以前より取り組まれてきた。  
新学習指導要領では，技術・家庭科（家庭分野）の目標について，「生活の営みに係る見方・考

え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，よりよい生活の実現に向けて，

生活を工夫し創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。」としている。またその解説

には「生活の営みに係る見方・考え方を働かせとは，家庭分野が学習対象としている家族や家庭，

衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，協力・協働，健康・快適・安全，生活文化の継承・創

造，持続可能な社会の構築等の視点で捉え，生涯にわたって，自立し共に生きる生活を創造できる

よう，よりよい生活を営むために工夫することを示したものである。」とある。家庭分野の学習内容

全体に共通する視点の一つとして「生活文化の継承・創造」があげられており，家庭分野の学習と

伝統文化教育の関連の深さが分かる。取り扱う題材構成によってどの視点を重視するかを定めるこ

とが必要ではあるものの，家庭分野の学習全般にわたって，これまで受け継がれてきた生活文化を
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創造し伝えることを意識することが必要であると思われる。 
以上のような新学習指導要領の内容を踏まえて，家庭分野の学習では以下の二点を意識しいてい

る。 
・家庭分野の全ての学習において，生活文化の継承・創造の視点を意識する。  
・特に衣食住に関わる題材において，これまで継承されてきた生活文化と自分の生活との関連に

気付き，よりよい生活について考えようとする態度の育成を目指す。 
 

２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 前述の通り，家庭科の学習の目標は，「家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，

協力・協働，健康・快適・安全，生活文化の継承・創造，持続可能な社会の構築等の視点で捉え，

生涯にわたって，自立し共に生きる生活を創造できるよう，よりよい生活を営むために工夫するこ

と」である。伝統文化教育に取り組むにあたっては，まずは衣食住に係る生活事象を，生活文化の

継承・創造の視点で捉えることを基盤にして，学習を構成した。また「協力・協働」の視点で生活

事象を捉えることも教科としての目標であり，昨年度，学校全体で育成を目指していた「グローバ

ル人材の要素ⅰ～ⅲ」について，家庭科の学習との関連は以下のように捉え，実践を行っていた。  

 

要素ⅰ：語学力・コミュニケーション力 → 協力・協働の視点で学習内容を捉える。 

 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  

                   →日本の生活文化を継承する視点で学習内容を捉える。 

 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  

                   →日本の生活文化を継承する視点で学習内容を捉える。 

 

これを踏まえて，今年度は学校全体で育成する資質・能力①～③との家庭科の学習との関連を以

下のように捉えて実践を計画している。 

 

①日本の伝統や文化に関する理解 →日本の生活文化を継承する視点で学習内容を捉える。 

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 

               → 協力・協働の視点で学習内容を捉える。 

③文化の伝承・創造への主体性など →日本の生活文化を継承・創造する視点で学習内容を捉え

る。 

 

一年生５月に行った食事の役割に関する学習（実践事例ｐ115）では，６つの食事の役割につい

ての理解をした後，日本での食事のマナーについて生徒自身の生活を踏まえて考えた。学習のまと

めの部分では，それぞれの生徒が，受け継がれてきた文化を踏まえて，自分自身の生活をどのよう

に工夫したらよいのか，ということを考えた。①日本の伝統や文化に関する理解を踏まえて、③文

化の伝承・創造への主体性などの育成をねらった授業である。  
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（２）関連・連携を図った教科等について 

 家庭科の学習は一人一人の生徒の生活を中心としたものであり，他教科等の学習と生徒の生活と

を結びつけることができることが，教科の特性であると考えている。ＥＳＤ研究の実践を踏まえ，

学校での学習を生活で生かすために，より多くの教科等をつなぐ役割を担いたいと考えている。 

 前述の実践（実践事例ｐ115）では，社会・英語の学習と関連を図りたいと考えた。社会の地理分

野の学習では，地域ごとの食文化について学習をしている。今回の実践では，家庭科では，特に日

本の食文化に関する学習を重点的に行い，異文化に関する理解は，社会の学習で習得されることを

期待した。昨年度の同様の授業では，異文化との比較に関する内容も含めて学習を行ったが，今年

度は，技術・家庭科（家庭分野）で重点的に扱う内容により重点を置いた実践とした。このように，

他教科等と連携することで，技術・家庭科（家庭分野）で扱うべき内容の精選をすることができ，

さらなる連携をすすめることで，学習計画の改善につなげることができると考えている。 

  

 

３．成果と課題 

今年度の実践について，先述の「１．伝統文化教育を進めるに当たって」の「（１）本校の研究

との関連」 で挙げた２つの目指すところに沿って ,今年度の実践を振り返る。  

①教科等の連携を取り持つ学習となることを目指す。  

各教科等が伝統文化に関わって計画する実践に関して，その都度，家庭分野の授業での連携の

可能性を考えた。昨年度の実践と同様に，英語や社会などの教科とは連携した授業を構築するこ

とができた。また，それ以外にも家庭分野の授業について検討をする時には，常に他教科等との

関連がないか，連携の可能性はないか等，常に意識をして題材を計画することができた。昨年度

の課題として，複数の教科等を結びつける要となることに関しては，積極的な取り組みができな

かったということがあったが，今年度は，複数の教科が連携して一つの題材の学習に当たる教材

の開発を試みた。実践事例（ｐ118）は，三年生の国語と理科，家庭分野が連携して開発した題

材である。「日本人の暮らしと自然の関り」をテーマとして学習を構築した。家庭分野では，こ

れまでの住生活の学習の中の伝統的な日本の住居に関する学習に関して，国語・理科と連携して

取り組むことで，生徒の興味・関心が高まる結果が得られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

55%

14%

8%

住居や設えの工夫に
興味があるか（学習後）

ある まあある あまりない ない

29%

38%

17%

16%

住居や設えの工夫に
興味があるか（学習前）

ある まあある あまりない ない
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  他教科と連携することで，教科の学習に関する興味・関心が高まったり，理解が深まったりしたと思われる例。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②教科等で学んだことと生徒の生活とを結ぶ役割を担う。  

 授業で伝統文化を扱うに当たって，各学習の導入部分では常に一人一人の生徒の経験や生活を

踏まえることを大切にしている。それぞれの生徒は，各自が異なった生活文化を持っているが，

その中に潜んでいる日本の伝統文化に改めて目を向けることから始め，教科の学習を経た後にそ

の知識や技能を生活の中で活用できる仕組みを意識して学習計画を行っている。昨年度は，各生

徒の生活の中の伝統文化に目を向けることに関しては，多くの生徒が達成できていた。このこと

は，「学校全体で育成する資質・能力の①日本の伝統や文化に関する理解」の育成につながって

いる。一方，将来の生活も視野に入れ、どのように伝統文化と関わっていくかについてや，伝統

文化を継承・発展させていく担い手として，どのように生活を創造するのか，といったことにつ

いて考えることが課題として残った。今年度は，この点について，特に意識をして題材の開発に

当たった。「学校全体で育成する資質・能力③文化の伝承・創造への主体性など」の育成を特に

ねらって，学習を構成した。文化を継承していく主体性が育まれた様子が生徒アンケートの記述

などから読み取ることができた。  
学校全体で育成する資質・能力③文化の伝承・創造への主体性などの変容が見られた記述の例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年度は，より多くの教科と連携した学習の実践を持つことができた。さらに三年間の学習計画

について，精選をし，より効果的な学習計画の作成に当たりたい。  
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実践記録                家庭 1 年  

 
授業者  橋本 正恵 
 

 
授業日 ５ 月 １０ 日（木）  
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・英語 

授業内容 
 
〇食事の役割に関する学習の発展的な学習内容です 
 
〇日本の食事作法について知るとともに，今後自分がどのようにその文化を伝承・創造して

いくのかを考えます。 
 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識：食事が果たす役割について理解する。
 
関心：毎日の食生活に関心を持つ。 
 

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 
③文化の伝承・創造への主体性など 
 

授業のポイント・流れ 

 
 

題材計画 （全８時間）  

 

１次  

１：食事の役割（６つの役割）  

２：食事の役割（食事の作法）  

          （本時）  

３：食事点検  

 

２次  

１：食品に含まれる栄養素  

２：６つの基礎食品群  

３：食品群別摂取量のめやす  

４：食品の概量  

５：一日分の献立作成  

 

前時の学習  
 ・宇宙飛行士の若田光一さんが宇宙食について紹介した動画を視

聴し，食事は栄養摂取のためだけではないことを確認する。他

国のクルーと会話を楽しんだり，互いの国の食事を紹介したり

している場面など。  

本時の流れ  

１） ６つの食事の役割について確認する。  

２） 食事のイラスト「孤食」と「共食」を提示し，それぞ

れの良さ・理由について考える。1 孤食にもそれなりの

理由があることをおさえるのがミソです。  

３） 普段の生活にある「日本の食事作法」について考える。

４） 「和食の配膳の仕方」について確認をする。  

   近年は特に，必ずしも守られていない場面があるこ

とを知る。1 ここポイントです！！  

５） これからの生活について考える。 

1 自分の生活と照らし合わせて，どのように文化を継承した

り，形を変えたりしていくのかを考える。 
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実践事例                家庭 1 年  

 
授業者  橋本 正恵 
 

 
授業日 １１ 月 ８ 日（木） 
 

 
授業クラス 
 

 
 １ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

体育・音楽 

授業内容 
 
〇不要な衣服を利用して，裂き織の布を製作する。 
 
〇「こきりこ」の踊りに活用できる作品を考える。 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識：布の組織（平織・綾織・編物・不織

布）について理解する。 
 
関心：資源や環境に配慮した製作について，

関心を持つ。 

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解  

③文化の伝承・創造への主体性など  

 

授業のポイント・流れ 

 
 
 
 
 

1 織物と編物の組織について，確認する。 

1 １：持ち寄った布（不要な衣服等）で，織りにトラ

イすることを確認する。 

２：体育の授業の「こきりこ」の小物として，活用

するための製作の計画を立てる。 

３：厚紙とタコ糸を使い，織物を作る方法を理解す

る。 

  「南部裂き織（青森）」に関する動画をタブレ

ットで視聴。 

４：持ち寄った布を裂いて，糸玉を作る。 

５：「こきりこ節」や「踊り」について，語らいな

がら，イメージを広げつつ，作業を行う。 

 

・日本では，布をはじめとした「もの」を大切にしてき

た「生活の工夫」について，理解を深める。 

・自分たちの生活にどのように取り入れられるかを考

え，実践につなげる。 

題材計画  

（全８時間 本時２時間目）  

<衣服の選択と手入れ> 

１． 繊維の観察  

２． 糸・布の観察  

３～４．本時  

裂き織で，織りにトライ  

３． 布や衣服の文化  

４． 作品の活用  

５． 繊維・布の性質  

６． 衣服と環境のつながり  

７． 衣服と社会のつながり  
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実践事例                家庭２年  

 
授業者  橋本 正恵 
 

 
授業日 １ 月 １０ 日（木）  
 

 
授業クラス 
 

 
 ２ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・数学 

授業内容 
 
〇日本の伝統的な行事食であるお雑煮について理解する。 
 
〇自分たちがお雑煮（和食）をどのように継承していくのかについて考える。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識：様々な行事食について，地域や家庭

によって，工夫があることを知る。
 
工夫：行事食について，自分の生活にどのよ

うに取り入れていくのかを考える。 

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解  

③文化の伝承・創造への主体性など  

 
 

授業のポイント・流れ 

 
  

５人グループ×８ で活動。 

１：作成した「わが家のお雑煮レポート」を

もとに，相違点を話し合う。 

 

２：全体でまとめたい項目をあげる。 

   餅の形・加熱方法・だしの材料・ 

   具材・調味料・由来 など 

３：違いはどのようなことから生じるのか考

える。 

   社会の学習（地域の特色）が関連して

いるよ！ 

４：今後，自分自身はどのようにお雑煮を継

承していきたいのか，またはしていか

ないのかについて，考えを持ち，共有

する。 

題材計画（冬休み課題＋１時間）  

<わが家のお雑煮> 

１：「わが家のお雑煮」レポート  

正月の「お雑煮」について調べてレポ

ートを作成する。  

 ・よく食べるもの  

 ・由来  

 ・食べない理由  など  

２：データにまとめよう  

  各自が調べたお雑煮について，全体で

データをまとめる  

   ・餅の形・加熱方法・具材    

 今後，どのような雑煮を継承していきた

いか。または，していきたくないか。  
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実践事例                家庭３年  

 
授業者  橋本 正恵 
 

 
授業日 １０ 月 ２９ 日（月）  
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

国語・理科 

授業内容 
 
〇住まいの基本的な機能を理解する。 
 
〇和の住まいについて，理解する。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
知識：住まいの働きには，精神的な働きと

機能的な働きがあることを知る。 
 
関心：自分や家族の住空間と生活行為との

かかわりについて関心をもって学習
活動に取り組んでいる。 

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解  

③文化の伝承・創造への主体性など  

（次時で中心により組む）  

授業のポイント・流れ 

 
 
 
 
 
  

題材計画 （全２時間）  

<住まいの工夫> 

１：和の住まいを知ろう（本時） 

和の住まいの長所・短所に

ついて理解する。  

（機能的な面・精神的な面） 

２：季節の設えを取り入れよう  

  季節や行事の設えの取り入

れ方を考える。  

５人グループ×８ で活動。 

１ これまでの学習「和食」「和服」を振り返る。 

   思い浮かぶキーワードを 10 ずつあげる。1 共有 

２ 「和の住まい」と聞いて，思い浮かぶワード 10 をあげ

る。例：畳・障子・縁側・床の間・寛ぐ・正座 1 共有 

３ 和の住まい（和室）の例を提示する。 

４ 和の住まい（和室）の長所・短所を考える。 

５ 「和の趣」・「和の設え」には，「四季」や「自然」

との関りが欠かせないことを知る・ 

７ 身の回りにある「季節（行事）の設え」を探してくる。

日本人が行ってきた住まいの工夫には，自然や四季と

の関りが重要であったことを理解する。 

1 理科・国語の学習とのつながり 

自分の生活をどのように工夫するのかを考える。 

              1 次時へ 
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英 語 科 

                                上野 郁子 
  田中 里美 

                                渡村のりこ 
研究協力者 滝沢 雄一（金沢大学） 

 
１．伝統文化教育を進めるに当たって 

英語科では，昨年度より伝統文化教育を通して，「グローバル人材の育成」（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）を目指す学校研究と合

わせ，英語科として生徒に身に付けさせたい力を，発達段階・学年ごとに設定し（１年生：自分の

ことを発信する力，２年生：根拠を明らかにして自分の意見を述べる力，３年生：議論する力），そ

れらを育成するための実践研究を行ってきた。以下は昨年度の実践である。 
１年生：日頃の授業で身近なことについて即興での対話を継続することで，英語でのコミュニケ

ーション能力（要素Ⅰ）を培う。世界の多様な文化（衣食住など）を幅広く理解して（要

素Ⅲ），対話の場面を想像して困難な状況でも主体的に乗り越える力（要素Ⅱ）を養う。

２年生：１年次から意識してきたコミュニケーション能力（要素Ⅰ）をさらに強化し，語学力を

高めながら，話題の充実を図る。相手の立場を考えながら（異文化理解），自分の考えや

気持ちを明確に述べ，身の回りの出来事を充分に理解した上で説明する力（要素Ⅲ）の

育成を目指す。 
３年生：１，２年次で取得した英語の知識や表現，コミュニケーション能力を基盤として，相手

の意図や考えを的確に理解し，論理的に説明したり，反論・説得したりできる能力（要

素Ⅰ）を身につけさせ，積極的に日本の伝統や文化を世界に発信する使命感や責任感（要

素Ⅱ）を養う。 
 
新学習指導要領では，外国語科の目標を「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え

方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通して，簡単な

情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を

次のように育成することを目指す。」としている。 
今年度は，上記の目標を念頭に置き，実際のコミュニケーションにおいて活用できる知識と技能

を身に付けることはもちろん，グローバル化が進む社会で，未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」の育成を目指した授業実践を行ってきた。コミュニケーションを行う「目的や

場面，状況など」を意識し，互いの考えを伝え合ったり，多様な考えを理解したりする力を育てる

ため，３学年共通して，発達段階に応じた即興対話活動を帯活動として取り組んでいる。また，単

元ごとに，内容的にまとまりのある文章を書いて，自分の考えを整理し，表現する活動も行ってい

る。 
本校英語科では，教科で身に付けたい力を第一に考えながら，伝統文化教育を通して付けたい資

質能力の育成を図っていきたいと考えている。そのため，適切な教材や題材を選定しながら，伝統

文化教育を進めていきたい。また，グローバル化が進む社会の中で，自らの国や地域の伝統や文化
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についての理解を深め，尊重する態度を身に付けることがますます重要になっていることから，連

携校であるスウェーデン・ホーラベックス校の同世代の生徒との交流を通して，スウェーデンの文

化や伝統，生活習慣，学校制度について学んだり，日本の歴史・文化等の情報や自分の考えなどを

積極的に発信する機会を持たせている。広い視野を持ち，外国語の背景にある文化を理解し，尊重

することが伝統文化教育につながると考えている。 
 
２．資質・能力の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 
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 
 

 昨年度は伝統文化教育を通して「グローバル人材の要素Ⅰ～Ⅲ」の育成を目指し，実践研究を行

ってきたが，今年度は，その３つの要素を上記の①～③と捉え直して，研究を進めることとした。 
要素Ⅰ 語学力・コミュニケーション能力 ⇒資質・能力② 
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  ⇒資質・能力③ 
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  ⇒ 資質・能力① 
また，新学習指導要領（外国語編）の教材選定の観点には，次のように示されている。  
 
 

 
 
 
 

そこで，本校英語科では，①～③の資質・能力の育成に当たっては，生徒の発達段階や興味・関

心に応じた教材や題材を適切に取り扱いながら，教科で付けたい力を育成できる授業を行っていく

こととした。 
 

（２）関連・連携の考えられる教科等について 
新学習指導要領では，伝統や文化に関する教育の充実，外国語教育の充実などが改善事項として

取り上げられている。さらに，教科等を横断するカリキュラムの重要性や必要性も示されている。

上記を受けて，英語科では，他教科で扱っている教材を意識し，教材の「つながり」を考えながら

指導することで，教科等を超えた知識の総合化が図られ，それらを場面や内容に合った英語を使っ

て発信することで生徒の理解がより深まると考えている。 
他教科で学んだ知識を基に，深く思考しながら英語で文章を読んだり書いたりすることで，より

豊かに英語で表現できるような指導をしていきたい。その一方，英語科で学んだ題材が他教科で学

ぶ際の刺激となり，他教科での関心・意欲・態度の向上につながるような指導も心がけたい。生徒

がこれらの教科間のつながりを感じた際に，英語科はもちろんすべての教科を学ぶ意欲や学ぶ楽し

さが生まれると考える。関連の深い教科等を中心に，教科等を横断して知識・技能を伝えるととも

に，生徒たちが考えたり，実践しようとしたりする態度の育成を目指していく。  

「伝統文化」とは，昔から伝えられてきた風習・制度・思想・技術・芸術などを示している。

国際社会で活躍する日本人の育成を図る上で，外国の伝統文化について知ることは，幅広い国

際的な視野を身に付ける観点からも大切なことである。また同時に，自国の伝統文化について

外国の人々に発信できる素地を培うことも必要であり，そのために適切な題材を選択すること

が求められる。  
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以下は各教科等との関連・連携が考えられる題材である。 

 
３．成果と課題 
（１）第１学年の成果と課題 

新学習指導要領外国語科改定に当たって，これまでの課題として，「外国語によるコミュニケーシ

ョン能力の育成を意識した取組，特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が適切に行わ

れていないことや「やり取り」・「即興性」を意識した言語活動が十分ではないこと，読んだことに

ついて意見を述べ合うなど，複数の領域を統合した言語活動が十分に行われていないことなどの課

題がある。また，生徒の英語力の面では，習得した知識や経験を生かし，コミュニケーションを行

う目的や場面，状況等に応じて自分の考えや気持ちなどを適切に表現することなどに課題がある。」

と挙げられている。本校１学年生徒の英語学習意識調査（４月）においても，下記のような結果が

出ている。 
 
 
 
 
 
 

 
 

上記の生徒の実態を踏まえ，今回の改定で新たに設定された領域である，即興で情報を交換した

り，話したりする「話すこと［やりとり］［発表］」の力を身につけさせることや，小学校の外国語

科において「書くこと」に慣れ親しんできたことを基に，話した内容や伝えたいことを正確な英語

で書くことができる力を身につけさせる取組を行ってきた。 

学年 Program 題 材 関係・連携が考えられる教科等 

１ 
年 

４ リサイクル活動 
技術・家庭科（技術分野）「設計」 
技術・家庭科（家庭分野）「食生活と自立」 
理科「身のまわりの物質」 

５ 国際フードフェステイバル 技術・家庭科（家庭分野）「食生活と自立」 
社会科「世界各地の人々の生活と環境」 

９ A New Year’s Visit 技術・家庭科（家庭分野）「食生活と自立」 
社会科「日本の年中行事」 

１１ Grandma Baba and 
Her Friends on a Sleigh 総合的な学習の時間「シルエット劇」 

２ 
年 

My 
Project 4 スキット作りを楽しもう 社会科「世界から見た日本の気候」 

技術・家庭科（家庭分野）「郷土料理をつくろう」

９ A Video Project   保健体育科「球技ネット型テニス」 
音楽科「混成合唱を味わおう」 

１１ Yui—To Share Is to Live.   社会科「中部地方」 

３ 
年 

１ A History of Vegetables 技術・家庭科（家庭分野）「地域の食材と食文化」

理科「つながる生命」 

２ Volcanoes in Japan 社会科「世界から見た日本のすがた」 
理科「生きている地球」 

My 
Project 8 日本文化を紹介しよう 社会科「私たちの生活と文化」 

音楽科「日本の伝統音楽」保健体育科「武道」 

30

32

60

34

話すこと

書くこと

読むこと

聞くこと

英語学習で得意なこと

37

74

15

30

話すこと

書くこと

読むこと

聞くこと

英語学習で苦手なこと

55

66

10

25

話すこと

書くこと

読むこと

聞くこと

英語学習で伸ばしたいこと
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また，教科横断的な「伝統文化教育」を通じて，他教科で習得した情報や英語の知識・技能が，

実際の英語でのコミュニケーションにおいて活用され，思考・判断・表現を繰り返すことで，学習

内容の理解が深まるなど，資質・能力が相互に関連し合いながら育成されることが期待できると考

えた。 
➀Program4 「リサイクル活動」  

この単元では，週末に行うリサイクルデーが題材となっており，本校でも JRC 委員会がエコキ

ャップ回収活動を行っているので，生徒の興味関心も高い話題であった。  
本単元末に，自分たちが NPO の活動をすると仮定し，どのような活動を行いたいか考えさせ，

それをポスターにして発表させた。始めに自由に下書きを書かせてみたが，何を書いていいのか，

どのような表現を使っていいのか困っている生徒が多く見られた。また，「ポスター」を書くこ

とを伝えてあったが，目的に合う適切な英語を使用できていない生徒も見られた。そこで，言語

面・内容面の参考とさせるため，現３年生が１年生の時に書いた NPO ポスターや諸外国のエコ

活動やリサイクル活動をモデルとして紹介した。それらのモデルと通して，言語活動の目的に応

じて適切に言語を使用したり，既習の知識や経験を言語活動で活用したりすることで表現力を高

めていくことができた。 
最後に，NPO ポスターを３年生の教室前に掲示し，実際に参加してみたいものにコメントとも

に「いいね」のカードを貼ってもらう活動を行った。ポスターを書く前に，出来上がったものを

３年生に選んでもらうことを伝えてあったので，憧れの３年生からできるだけ多くの「いいね」

がもらえるように，意欲的に活動に取り組んでいた。 
➁My Project1 「自分のことを話そう」 

 この単元では，自己紹介を行う活動であるが，出身小学

校が同じ生徒も多く，また，小学校でも自己紹介の活動は

行ってきている。そこで，自己紹介をする自然な場面や状

況を設定するために，本校の連携校であるスウェーデンの

ホーラベックス校から届いた自己紹介の手紙を見せて，そ

れに対して返事を書く活動を行った。 
 始めに，マインドマップで伝えたい情報を書き出し，そ

れを基に，既習の語句や文を用いて即興で自己紹介を行っ

た。自己紹介を聞いている班のメンバーは，スウェーデン

の生徒になったつもりで友達の自己紹介を聞き，日本人で

ある自分たちには当たり前だが，外国人に伝わる表現や内

容であるかを相手の立場で考えさせた。 
 次に，諸外国の中学生の自己紹介文を読む活動を行った。それによって，様々な国の生活文化

や学校生活の違いに気づくことができ，改めて何を伝えたいかなど内容や，どのような表現を使

うか再考させた。 
 最後に，再考し，即興で行った自己紹介の内容を基に，自己紹介の手紙を書いた。全生徒の自

己紹介は掲示し，事後の「読むこと」の活動へとつなげていった。 
➂Program8 「Origami」 

この単元では，日本を代表する文化である折り紙を題材としており，生徒たちが日本の伝統的

な遊びの楽しさに気づき，日本文化に対する関心を高めると同時に，それらを外国の人たちに伝

また，教科横断的な「伝統文化教育」を通じて，他教科で習得した情報や英語の知識・技能が，

実際の英語でのコミュニケーションにおいて活用され，思考・判断・表現を繰り返すことで，学習

内容の理解が深まるなど，資質・能力が相互に関連し合いながら育成されることが期待できると考

えた。 
➀Program4 「リサイクル活動」  

この単元では，週末に行うリサイクルデーが題材となっており，本校でも JRC 委員会がエコキ

ャップ回収活動を行っているので，生徒の興味関心も高い話題であった。 
本単元末に，自分たちが NPO の活動をすると仮定し，どのような活動を行いたいか考えさせ，

それをポスターにして発表させた。始めに自由に下書きを書かせてみたが，何を書いていいのか，

どのような表現を使っていいのか困っている生徒が多く見られた。また，「ポスター」を書くこと

を伝えてあったが，目的に合う適切な英語を使用できていない生徒も見られた。そこで，言語面・

内容面の参考とさせるため，現３年生が１年生の時に書いた NPO ポスターや諸外国のエコ活動

やリサイクル活動をモデルとして紹介した。それらのモデルと通して，言語活動の目的に応じて

適切に言語を使用したり，既習の知識や経験を言語活動で活用したりすることで表現力を高めて

いくことができた。 
最後に，NPO ポスターを３年生の教室前に掲示し，実際に参加してみたいものにコメントとも

に「いいね」のカードを貼ってもらう活動を行った。ポスターを書く前に，出来上がったものを

３年生に選んでもらうことを伝えてあったので，憧れの３年生からできるだけ多くの「いいね」

がもらえるように，意欲的に活動に取り組んでいた。 
➁My Project1 「自分のことを話そう」 

 この単元では，自己紹介を行う活動であるが，出身小学

校が同じ生徒も多く，また，小学校でも自己紹介の活動は

行ってきている。そこで，自己紹介をする自然な場面や状

況を設定するために，本校の連携校であるスウェーデンの

ホーラベックス校から届いた自己紹介の手紙を見せて，そ

れに対して返事を書く活動を行った。 
 始めに，マインドマップで伝えたい情報を書き出し，そ

れを基に，既習の語句や文を用いて即興で自己紹介を行っ

た。自己紹介を聞いている班のメンバーは，スウェーデン

の生徒になったつもりで友達の自己紹介を聞き，日本人で

ある自分たちには当たり前だが，外国人に伝わる表現や内

容であるかを相手の立場で考えさせた。 
 次に，諸外国の中学生の自己紹介文を読む活動を行った。それによって，様々な国の生活文化

や学校生活の違いに気づくことができ，改めて何を伝えたいかなど内容や，どのような表現を使

うか再考させた。 
 最後に，再考し，即興で行った自己紹介の内容を基に，自己紹介の手紙を書いた。全生徒の自

己紹介は掲示し，事後の「読むこと」の活動へとつなげていった。 
➂Program8 「Origami」 

この単元では，日本を代表する文化である折り紙を題材としており，生徒たちが日本の伝統的

な遊びの楽しさに気づき，日本文化に対する関心を高めると同時に，それらを外国の人たちに伝
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えることができるような機会にしていきたいと思った。

金沢大学の留学生に日本の伝統的な遊びやゲームを紹介するという課題を提示し，それに向け

て各クラスで学習計画を立てた。進行状況によって，途中で見直しをしながら，生徒自ら立てた

計画を基に主体的に学習を進めることができた。

まず初めに，個人で紹介したい遊びやゲームを考えさせ，マインドマップを基に，即興でペア

やグループで対話をさせた。その対話を基に，グループで１つ留学生に紹介したい日本の伝統的

な遊びやゲームを選び，伝える内容を考えた。その際に，留学生がどのくらい日本にいるのか，

日本語をどれくらい理解できるかなど，伝える相手のことを考えながら，紹介する内容を吟味し

ていた。例えば，日本語を習い始めたばかりの留学生もいることを伝えると，カルタやすごろく

を選んだグループは「漢字は読めないから，ふりがなをふろう！」「ひらがなもわからないかもし

れないから，ローマ字で書いたらどうだろうか。」など，相手へ配慮しながら，準備をしていた。

 

 

 

 

以上の実践を通して，生徒たちは自分の伝えたいことを述べる時には，考えを整理したり，内容

の構成を考えたり，相手に応じた表現を選んだりするなど，「目的や場面，状況など」に応じた英語

を考えることで，「思考力，判断力，表現力」が付いてきていると感じた。また，題材として多くの

伝統や文化を扱うことによって，日本や海外の伝統文化や生活習慣に関して興味を深め，海外のこ

とを知り，日本のことを海外に発信していこうとする意欲が高まったと感じた。

それぞれの活動に，「書くこと」を入れてきた結果，４月のアンケート結果では「書くこと」が苦

手，また，伸ばしたいと答えた生徒が一番多かったが，１１月のアンケート結果では「書くこと」

が一番伸びたと感じている生徒が多かった。今後も複数の領域を統合した言語活動に取り組み，表

現する能力を高めてきたい。

課題として，マインドマップを用いて即興で自分の考えを伝える活動を行ってきた。その結果，

マインドマップで自分の考えを整理し，それを基に，即興で話すことには慣れてきた。しかし，英

27
37

17
19

話すこと

書くこと

読むこと

聞くこと

英語学習で伸びたこと（１１月）

37
74

15
30
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・ 英語で話すのがすごく楽しかったです！外国人に英語で何かを伝えるのは，

日本人に伝えるのとまた少し違って，上手に伝えられない部分があったけど，

自分の使える英語を使って伝えられることができました。

・ 日本のおもちゃを紹介するときなどは，外国人の目線になって紹介したり，

実際にやってみたりすることが大事だということが分かりました。

・ 今まで勉強したことを活かして伝えることができて、とてもよかった。

これからも日本の伝統などに触れていていきたいし，他の国の人に伝えたい

なと感じた。

・ 今回の活動で，英語が世界共通語だということを改めて感じました。日本を

世界に伝えていくためには，英語が必要不可欠で，話したり遊んだりするに

つれて，違う文化や言語の人同士でもコミュニケーションがとれることを学ぶことができました。

・ 留学生にカルタのことを聞かれて，答えることができませんでした。やはり、何かを紹介するにはその物のこ

とをとても詳しく知っている必要があると感じました。日本のものを知って楽しんでくれた時の喜びを学びま

した。これからもっと日本のものを知り，いろいろな人に紹介したいです。

えることができるような機会にしていきたいと思った。 
金沢大学の留学生に日本の伝統的な遊びやゲームを紹介するという課題を提示し，それに向け

て各クラスで学習計画を立てた。進行状況によって，途中で見直しをしながら，生徒自ら立てた

計画を基に主体的に学習を進めることができた。 
まず初めに，個人で紹介したい遊びやゲームを考えさせ，マインドマップを基に，即興でペア

やグループで対話をさせた。その対話を基に，グループで１つ留学生に紹介したい日本の伝統的

な遊びやゲームを選び，伝える内容を考えた。その際に，留学生がどのくらい日本にいるのか，

日本語をどれくらい理解できるかなど，伝える相手のことを考えながら，紹介する内容を吟味し

ていた。例えば，日本語を習い始めたばかりの留学生もいることを伝えると，カルタやすごろく

を選んだグループは「漢字は読めないから，ふりがなをふろう！」「ひらがなもわからないかもし

れないから，ローマ字で書いたらどうだろうか。」など，相手へ配慮しながら，準備をしていた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以上の実践を通して，生徒たちは自分の伝えたいことを述べる時には，考えを整理したり，内容

の構成を考えたり，相手に応じた表現を選んだりするなど，「目的や場面，状況など」に応じた英語

を考えることで，「思考力，判断力，表現力」が付いてきていると感じた。また，題材として多くの

伝統や文化を扱うことによって，日本や海外の伝統文化や生活習慣に関して興味を深め，海外のこ

とを知り，日本のことを海外に発信していこうとする意欲が高まったと感じた。 
それぞれの活動に，「書くこと」を入れてきた結果，４月のアンケート結果では「書くこと」が苦

手，また，伸ばしたいと答えた生徒が一番多かったが，１１月のアンケート結果では「書くこと」

が一番伸びたと感じている生徒が多かった。今後も複数の領域を統合した言語活動に取り組み，表

現する能力を高めてきたい。 
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語の文構造においては正確性が低く，また，自分の伝えたいことが英語ではうまく伝えられないと

感じている生徒が多く見られた。日本語と英語の語彙や文法の違いをしっかりと理解させ，文構造

を正確に，適切に使用させるために、基礎基本の定着の必要があると感じた。  
（２）第２学年の成果と課題（～7 月） 

伝統文化に関わり，かつ他教科と連携のある２つの授業を実践した。以下は，授業後の生徒の感想，

生徒が書いた英文である。授業展開は，別紙の実践事例に記載してある。 
① 実践事例 『外国人観光客とのインタビューで金沢の魅力をさらに伝えるには？』 (6/7，

8) 
 総合的な学習の一環である「金沢フィールドワーク」で，外国人観光客に英語でインタビューを

した。1 週間後の英語の授業では，活動後のアンケートから特に困った３点をまとめて提示し，ど

う解決できたかを考えた。再度，外国人観光客とのやり取りをペアで行った。生徒たちはインタビ

ューでうまくいかなかったことを内省し，より良いものになるように努めていた。また，フィール

ドワークで金沢の観光名所をめぐる体験から，金沢の魅力を伝えようとする姿勢が見られた。 
 

＜授業後の感想＞ 
・英語でインタビューの対話をもう一度行うことで，フィールドワークの出来事を再び思い出すことができ，

新聞作りの促進にもつながりました。フィールドワークで実際にあった場面を対話でやりとりしたので，外
国人の役に熱心になりきることができました。いつか外国人と話す機会があれば，今回の授業を生かして，
相手の心情を考えながら積極的に話すようにしたいです。  

・フィールドワークでできなかったことをこの場で解決できてよかった。最初に英語を話せるか聞いたり，こ
こに行ったら良いと思うとすすめることができた。授業の最初は全然会話が続かなかったが，最後の方は時
間いっぱい話すことができて良かった。また外国人とのインタビューの機会があれば試してみたい。  

・（フィールドワークでは）初めて自分から進んで観光客の方にインタビューができたので，とてもうれしかっ
たです。対話のやり取りで相手から質問をされたりすることはよくあることだと思います。私たちの班も「写
真を撮ってください」と外国の方に頼まれたりしました。そういう時には，聞き取れた単語をつなげてやり
取りをすると良いと思います。  

・いろいろな表現が使えたのでよかった。止まらずに会話を続けることができたので，日頃のＯＤＰの成果が
出ていると思った。また外国人と話す機会があると思うので，積極的に話していこうと思う。  

・実際に外国人と生で話して学ぶことがたくさんありました。（今日の授業では）相手が言ったことを繰り返し
たりする表現を学びました。今日対話をした時には，１つ１つの言葉に反応したり，相手の目を見ることが
できたと思います。  

・今日改めて対話をすることで，実際のインタビューでダメだったところが分かりました。例えば，一方的に
質問しただけで相手の答えや質問に相づちなどの反応ができなかったり，最後に気持ちよく終わることがで
きなかったりなどです。今日の対話は，お互いに褒め合ったり驚いたり，たくさん反応して盛り上げること
ができたので良かったです。  

★外国人からの質問→答え→少し解説→外国人への質問…というふうに，どんどん会話の幅を広げられたので
よかったです。外国人への提案や金沢の名所についても言えました。いきなり質問されると戸惑うこともあ
ったけど，自分の知識で答えることができました。ペアの人と順調に対話ができ，金沢の魅力も伝えること
ができたけど，やっぱり実際に（もう一度）やってみたいと思いました。  

 
＜上記（★）の生徒が対話後に書いた文＞     A:フィールドワーク中の附中生 B:外国人観光客 

A: Could you answer some questions about yourself? 
B: Sure. 
A: Where are you from? 
B: I’m from America. 
A: Oh, I see.  Why did you come here? 
B: Because Kanazawa is a very good place.  
A: Oh, thank you.   Where did you go? 
B: I went to Kenrokuen garden. 
A: Kenrokuen garden? That’s nice! Kenrokuen is a 
very beautiful place.  There are a lot of trees  
   there.  What are you going to do? 
B: I’m going to eat lunch.  Do you know a good  

  restaurant near here? 
A: Well… Omicho market has many “kaisen-don” 
   shop(s). 
B: I just want to eat sashimi. 
A: And you can eat “kimpaku soft cream”there. 
   Kanazawa is very famous for Gold r(l)eaf. 
B: I know!   By the way, do you know about  
   other good places?   
A: Yes!! You should go (to) the 21st century  
   museum.  It is very interesting. 
B: OK.  I’ll go there tomorrow.   
A: Enjoy your trip.  Bye!! 

＊網線：事前に提示した語句  下線：金沢の魅力の紹介文  
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 生徒の感想から，波線部のように，フィールドワークと英語の授業を関連付けて学べたようであ

る。また，下線部のように，実際に外国の方と話せてよかった，また話してみたいという意欲的な

意見もみられた。昨年度（1 年次 4・12 月）の英語の学習アンケートで，「海外の人と会って会話

をしたい」と答えた生徒が 8 割以下と低いのが課題だったが，台湾師範大学の留学生との交流（1
年次 2 月）や今回の英語でのインタビュー活動で，実際に外国の方と話して伝わった経験が自信に

なったようだ。 
 今年度 7 月上旬に実施した英検 IBA のアンケート結果からも，「英語の授業で取り組みたいこと」

で最も多かったのが，「ICT を使った学習」（26％）と「英会話の練習」（19%）だった。また，「英

語を使ったイベント（コンテスト，留学，イングリッシュキャンプ，海外の修学旅行など）を経験

したことがない」という生徒が 72%いたが，「実際は経験したい」という生徒が 88%もいた。特に

「留学」（35%）と「海外への修学旅行」（26%）を経験したいと答える生徒が多かった。生徒たち

は，機会があれば外国の人との交流を望んでいることがわかる。今後は，生徒が「英語で伝えたい！」

と心が動いた瞬間を大切にして，外国の人と実際に交流する機会を定期的に設けていきたい。 
② 実践事例 『落語と漫才を融合させたスキットを英語で演じよう！』（7/12） 

日本の伝統的な「落語」と若者に人気の「漫才」を融合させた新しいスキット（対話）を

創作した。落語のように自然な流れの中で話にオチを入れ，2 人ペアで身振りや表情を工夫

して演じた。発表時間が 90 秒に達しないペアもあったが，ほとんどの生徒が原稿を見ずに

発表できた。生徒たちは，他の生徒の発表を真剣に聞き，オチの場面で笑うこともあった。 
 

＜授業後の感想＞  
・どのペアも工夫していて，ジェスチャーなどがあって分かりやすかった。話のオチもとても面白かった。特に，  
 途中で踊りを入れたりしているペアもあってすごいと思った。見ている人を楽しませるにはどうすればいいか，  

常に意識して，話を聞いている人を引き込む落語家などの人たちはさすがだと思った。  
・たくさんジェスチャーを使うことができたし，抑揚をつけて話すことができた。発表を楽しく進めることができ  
 た。またやりたいと思った。仕事でお笑いをやっている人は，常に楽しそうにしているけど，本当はとても緊張  
 しているだろうから，やっぱり本場の人はすごいなあと思いました。  
・他の人たちのスキットを聞くと，みんなオチがあったり，役になりきっていてすごく面白かったです。自分の発  
 表はそんなに面白いものではなかったので，もっと面白くできたかなと思います。次の My Project は，良かった  
 ペアを参考にして頑張ります。  
・2 人でオチまで考えて，協力して練習してやりきれたので達成感がありました。私のペアはことわざがテーマの  
 ストーリーでした。どうジェスチャーを入れたらいいか，どこで工夫したらいいかなどを 2 人でじっくり考える  
 ことができて本当によかったです。私は前に出るのがあまり得意ではなかったけど，これを機会に踏み出すこと  
 ができたので嬉しいです。ドキドキしましたが，役を演じて楽しめたのでよかったです。  
・始める前は緊張でドキドキでした。一生懸命練習したからこその緊張でした。動きやイントネーションを頑張  
 り上手くいきました。ここまで少しつらかったけど，頑張ってきてよかったです！すごく達成感がありました。  
・それぞれの発表はとても面白くて工夫されているなと思いました。対話にジェスチャーをつけたり，表情豊かに  
 対話しているところが印象的でした。私たちもジェスチャーを使い，表情豊かに発表できました。とても緊張し  
 たけど，やりきれてよかったです。  
・パートナーの方を向いて，大きな声で話すことができました。途中言葉がつまってしまったけど，最後までスト  
 ーリーの雰囲気を出せたのでよかったです。笑い（オチ）はあまり伝えることができなかったので，もっとジェ  
 スチャーを使えばよかったです。A さんの強弱のある話し方や B さんのような大胆な演技を参考にしたいです。  
＜生徒が考え発表した英文＞                  
 対話の場所【家の中】 時間【3 時頃】 登場人物【トム（猫）とジェリー（ネズミ）】 
 対話のオチ【トムが失くしたチーズをジェリーのせいにするが，ソファーの下にある。探し疲れた 
       トムが，ジェリーを食べようとする。】 
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Tom: Where’s my cheese?  Oh, Jelly? 
Jelly: Hey, Tom!  What are you doing? 
Tom: I’m looking for my cheese.  
      Did you see my cheese? 
Jelly: No, I didn’t.   Can I help you? 
Tom: Of course.   But, don’t eat my cheese.  
Jelly: Sure.   Cheese… 
Tom: You really didn’t eat my cheese? 
Jelly: Yes, yes.   Please believe me.  
Tom: You ate my cheese!  I’m angry!    
Jelly: No, no, no! 
Tom: Don’t run away to your house. 
Jelly: Wait! Wait!  We’ll find the cheese together. 
      Let’s look one more time. 

Tom: Come out or I’ll break your house.  
Jelly: What!?  Hey, calm down!   
Tom: Where’s Jelly?  Ha, ha!  I found you. 
Jelly: Oh, my gosh.  Do you have any evidence? 
Tom: Yes, I do.  Because you are a mouse.  
Jelly: No, no, no!  Wait! Ha!(気付く ) 
      Look over there! 
Tom: Is it under the sofa?  Oh, my cheese. 
Jelly: Is that your cheese?  
Tom: Yes!  Sorry, and thank you.(食べる )  
      It’s delicious.   
Jelly: I’m glad to hear that.  
Tom: I’m tired.  So I’m hungry.  I see meat. 
Jelly: No! I’m Jelly.  Don’t eat me!   

                                                           ＊下線：話のオチ 
 

 生徒の感想から，波線部のように，スキットの内容をペアで話し合い練習する経験を通して，

達成感があったという意見や，下線部のように，落語や漫才の文化に触れたことで学びがあっ

たという意見もあった。今後は，発表についての感想を英語で話したり書くなどして振り返り，

学びを広げていきたい。下の表は，学年全員が実施した英検 IBA（C テスト）の結果と半年間

の推移である。半年間で英検 3 級以上の力のある生徒が増えた。また，リーディング（語彙・

文法，長文読解）とリスニングの正答平均値もほぼ同じように伸びている。このことから，英

文を読んで理解する力と同等に，聞いて理解する力も着実に身についてきているといえる。  
英検 IBA 4 級・5 級  3 級 準 2 級以上 リーディング平均  リスニング平均  
2 年次 7 月実施  17.2％ 44.6％ 38.2％ 422 413 
1 年次 12 月実施  30.8％ 57.0％ 12.2％ 397 389 

（３）第３学年の成果と課題 
生徒たちは日々，授業の帯活動で行っている即興対話活動 (Today’s Free Talk, Ping Pong 

Discussion)で，与えられたトピックについて，ペアで９０秒間，英語でやり取りすることで，相手

を意識し，相手に合わせた対話の仕方などを確実に身に付け，多くの生徒が話す力・やり取りする

力が付いていることを実感している。またプレゼンテーションなどの発表をすることが好きだと感

じている生徒も多く，「前回の発表よりも表現や内容をよくしたい」「相手に共感してもらいたい」

と，質の向上にも努めており，意欲も高い。以下は４月と１２月に行ったアンケート結果である。 
（Ａ：あてはまる Ｂ：どちらかというとあてはまる Ｃ：どちらかというとあてはまらない Ｄ：あてはまらない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．即興対話活動や Talk & Talk などで，英語で対話する力が身に付いた。 

＜４月時点＞  Ａ：34％  Ｂ：53％  Ｃ：10％  Ｄ：３％ 

＜１２月時点＞ Ａ：57％  Ｂ：36％  Ｃ：６％  Ｄ：１％ 

２． 相手が話すことに対して，適切に英語で質問することができる。 

＜４月時点＞  Ａ：17％  Ｂ：55％  Ｃ：24％  Ｄ：４％ 

＜１２月時点＞ Ａ：29％  Ｂ：50％  Ｃ：19％  Ｄ：２％ 

Ａ：28％  Ｂ：54％  Ｃ：14％  Ｄ：４％ 

３． 自分の気持ちや考えを，英語でうまく人に伝えることができる。 

＜４月時点＞  Ａ：15％  Ｂ：50％  Ｃ：31％  Ｄ：４％ 

＜１２月時点＞ Ａ：16％  Ｂ：55％  Ｃ：27％  Ｄ：３％ 

４． 理由をはっきりと明確しながら，自分の考えを英語で書いたり話したりすることができる。

＜４月時点＞  Ａ：17％  Ｂ：53％  Ｃ：24％  Ｄ：６％ 

＜１２月時点＞ Ａ：18％  Ｂ：55％  Ｃ：24％  Ｄ：３％ 

５． 英語を読んで，相手にその内容を要約して，英語で伝えることができる。 

＜４月時点＞  Ａ：12％  Ｂ：41％  Ｃ：39％  Ｄ：８％ 

＜１２月時点＞ Ａ：14％ Ｂ：45％ Ｃ：36％ Ｄ：５％
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 「伝統文化」に関しては，授業で取り扱われているという意識は，４月の時点では薄いようであ

った。そこで，伝統文化を題材にして，自分が紹介したいことを紹介するだけではなく，生徒一人

一人が紹介したい相手を意識し，相手が知りたいことや相手のニーズに応えることができるプレゼ

ンテーションをさせたいと考え，２つの授業実践を行った。 
①Program 2 「日本の世界遺産を Jim 先生にプレゼンテーションしよう。」 

ここでは，日本の生活が長く，日本文化についてもよく知っている ALT の Jim 先生が行きた

くなるようなプレゼンをすることを最終ゴールとした。まず生徒たちは，自分が紹介したい日

本の世界遺産を１つ選び，スピーチ原稿ではなく，スピーチメモを作成した。知らないことが

多く，社会の教科書や資料集，国語便覧などを見ながら，英語でのスピーチを考えていた。ま

た，タブレット端末を使用して，必要な情報を収集させたり，プレゼンに必要な写真を取り入

れさせることで，生徒の発表やスピーチを行うことへの意識を高めることができた。最初は，

個人の発表を，スピーチメモを元に同じテーマのグループで行った。その後，グループで，原

稿を１つ作成して，プレゼンテーションを行った。個人で考えたり，表現したことが他の人へ

の新たな情報になったり，よりよい表現方法を見つけることができたり，深い学びになったと

考える。 
＜世界遺産プレゼンテーションの振り返り＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ My Project 8 「日本の伝統や文化のさらなる魅力を英語で伝えよう。」 

 7 月に交流授業を行った金沢大学の留学生に日本の伝統的な行事や食文化を紹介するＰＲ動画

の作成を行った。生徒たちにとっても，いざ日本の伝統や文化を説明するとなると，意外と知

らないことが多くあったり，英語での説明の難しさを感じたりするようであった。英語で説明

することで，日本の伝統文化を再発見することや，相手がどんな情報を必要としているのか，

相手が知らないことをどう伝えるかを意識させたいと考えた。また，既習表現を使って，表現

力豊かな英語でのプレゼンテーションする力の育成を目指し，授業実践を行った。  
 
＜日本の伝統文化プレゼンテーションの振り返り＞ 
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＜伝統文化についてのアンケート＞ 
（Ａ：あてはまる Ｂ：どちらかというとあてはまる Ｃ：どちらかというとあてはまらない Ｄ：あてはまらない） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日々の活動や授業実践を通して，生徒たちは英語の文法や語彙，表現などの習得はもちろんのこ

と，他教科から学んだことや得た知識を基に，対話や発表内容の充実を図ることができるようにな

った。「高校生になったら，英語を使ってどんなことがしてみたいか」という質問には，多くの生徒

が，「実際に外国人と話す機会を多く持ちたい。」「海外の友達を作りたい。」「同世代の外国人とディ

スカッションがしたい。」と答えている。実践的な場面の設定や議論する力の育成をさらに図り，高

校英語へとつなげていきたい。 

１．日本の伝統や文化について興味・関心がある。 

＜４月時点＞  Ａ：28％  Ｂ：44％  Ｃ：19％  Ｄ：９％ 

＜１２月時点＞ Ａ：44％  Ｂ：43％  Ｃ：９％  Ｄ：４％ 

２．外国の伝統や文化について興味・関心がある。 

＜４月時点＞  Ａ：35％  Ｂ：40％  Ｃ：17％  Ｄ：８％ 

＜１２月時点＞ Ａ：56％  Ｂ：33％  Ｃ：７％  Ｄ：４％ 

３．日本の伝統や文化について勉強する（知る・体験する・伝える）ことは大切である。 

＜４月時点＞  Ａ：48％  Ｂ：43％  Ｃ：６％  Ｄ：３％ 

＜１２月時点＞ Ａ：66％  Ｂ：29％  Ｃ：４％  Ｄ：１％ 

４．日本の伝統や文化を英語で説明したり，外国人に伝えることができる。 

＜４月時点＞  Ａ：５％  Ｂ：22％  Ｃ：44％  Ｄ：29％ 

＜１２月時点＞ Ａ：13％  Ｂ：54％  Ｃ：30％  Ｄ：３％ 
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実践事例                英語１年 

授業者  上野 郁子 授業日 ６ 月 ７ 日（金） 

授業クラス １ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 
 

社会 

授業内容 
・教科書のリサイクル活動の内容を復習する。 
・本時の課題を提示する。 
「Let’s think your NPO and make a poster!」 

・ポスター（活動）の下書きをする。 
・グループでシェアをして，よりよいポスターのアイディア（内容・表現）をもらう。  

教科等で身に付けたい力 
・読み手が理解しやすいように，工夫して

ポスターを書くことができる。 
【外国語表現の能力】 
 

育成したい資質・能力 

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 
 

授業のポイント・流れ 

１．Greeting 

・本日の当番が元気に英語であいさつをする。 

 

２．Warm Up 

・BINGO 

・即興対話活動 

 

３．教科書のリサイクル活動の内容を復習する。 

・「ビン，新聞，本，雑誌などを公園に持っていく。」「ペットボトルキャップの収集」

・諸外国（ドイツ，デンマーク，トンガ，ケニア）のリサイクル事情を知る。 

・JRCの行っている活動（エコキャップ，ベルマーク）の目的を確認する。 

・NPOとは何か，どんなNPOがあるかを知る。 

 

４．本時の課題を提示する。「Let’s think your NPO and make a poster!」 

・実際あるいくつかのNPOを知り，ポスターに必要な情報は何かを考える。 

・現３年生が１年生の時に作ったポスターを見て，参考にする。 

 

５．ポスターの下書きをする。 

・示したNPOや先輩のモデルを参考に，オリジナルの活動を考える。 

・ある程度下書きかできたら，班でそれぞれの書いたものをシェアする。 

・友達の内容や表現を参考に，ポスターの内容を考え直す。 

 

（次時） 

６．ポスターの清書をする。 

７．班で発表をする。 

８．ベストポスターを選び，クラスで発表をする。 

※全生徒のポスターを掲示し，参加してみたい活動に一票を張る。  
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実践事例                英語１年 

授業者  上野 郁子 授業日 ６ 月 １４ 日（木） 

授業クラス １ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等  

家庭・保健体育 

授業内容 

・ブレインストーミングをして，メモを見ながら自己紹介をする。 
・諸外国の自己紹介文を読み，伝える内容や使う表現を知る。 
・自己紹介スピーチを再考し，グループで発表をする。  

教科等で身に付けたい力 

・聞き手が知りたいと思う情報を入れ， 
工夫して，メモを見ながら話すことが 
できる。 

【外国語表現の能力】  

育成したい資質・能力 

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 

 

授業のポイント・流れ 

１．Greeting 

・本日の当番が元気に英語であいさつをする。 

 

２．Warm Up 

・BINGO 

・即興対話活動 

 

３．本時の課題を知る。 

・スウェーデンの学校から自己紹介の手紙が届いていて，それに返事を書くことを知る。 

・自己紹介をするときにはどんな情報が必要かペアで話合う。 

・ブレインストーミングをして，自己紹介に必要な情報を個人で出す。 

 

４．メモを見ながら自己紹介をする。（ペア活動） 

・ブレインストーミングで出たキーワードを基に，即興で自己紹介をする。 

・ペアで発表し合い，内容や表現などの学び合いを行う。 

 

５．諸外国の自己紹介文を読む。 

・諸外国の自己紹介文を読んで，学校生活や生活習慣の相違を知る。 

・諸外国の自己紹介文を参考に，伝える内容や使える表現を再度考える。 

 

６．再考したメモを見ながら自己紹介をする。（グループ活動） 

・発表順番を決め，次の発表者が司会進行を行い，発表をする。 

・自己紹介に対して，スウェーデンの生徒になったつもりで，1人1つ質問をする。 

・グループからの意見や質問を参考に，相手が知りたい情報を入れたり，表現を改善した

りするなどの工夫をして，よりよい自己紹介スピーチを考える。  
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実践事例                英語１年 

授業者  上野 郁子 授業日 １０ 月 ２５ 日（木） 

授業クラス １ 年 １ ～ ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

家庭・理科・国語・社会 

授業内容 

・日本語を学んでいる留学生に日本の遊びを英語で紹介する。 

教科等で身に付けたい力 

・聞き手が理解しやすいように，工夫して
日本の遊びを英語で紹介することができ
る。 

【外国語表現の能力】  

育成したい資質・能力 

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 
 

授業のポイント・流れ 

 

１．Greeting（２分） 

・本日の当番が元気に英語であいさつをする。 

 

２．Warm Up（８分） 

・男子１名，女子１名がそれぞれ自分の好きな物や人について，絵や写真を見せながら英

語で紹介をする。 

・スピーチが終わったら，それに対して英語で簡単な質疑応答を行う。 

 

３．グループ分けをする。（５分） 

・英語係が英語で簡単なあいさつをする。 

・留学生に数字のカードを引いてもらい，その番号の班に入ってもらう。 

・活動前に各自簡単に自己紹介をする。 

 

４．日本の遊びを留学生に紹介する。（30分） 

・生徒の進行で，それぞれが準備した日本の遊びを英語で紹介する。 

・各班約10分程度で紹介し，時間があれば一緒に留学生とやってみる。 

・時間が来たら，留学生に次の班へ移動してもらう。 

・時間があれば，留学生の国の遊びなどを紹介してもらう。 

 

５．まとめ（５分） 

・英語係が終わりの言葉を述べる。 

・留学生は英語係の引率で，控室へ戻る。 

・生徒は本時の活動の振り返りを書く。  
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実践事例                英語１年 

授業者  上野 郁子 授業日 １１ 月 ２３ 日（金） 

授業クラス １ 年 ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

国語 

授業内容 

Jim先生（ALT）の娘さんに，お勧めの本を紹介する。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

・簡単な語句や文を用いてまとまりのある内容を

話すことができる。【外国語表現の能力】 

・積極的にお勧めの本を紹介しようとしている。

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 

育成したい資質・能力 

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 

授業のポイント・流れ 

１．あいさつ（２分） 
・本日の当番が元気に英語であいさつをする。 
・英語で今日の日付や天気など尋ねるやり取りを生徒同士で行う。 
 

２．帯学習（５分） 
・男子一名，女子一名がそれぞれ自分の好きな物や人について，絵や写真を見せながら英語で

紹介をする。 
・スピーチが終わったら，それに対して英語で簡単な質疑応答を行う。 
・質問に答えるときは二文で答え，また，質問者に対して一文尋ねる。 
 

３．本時の課題を確認（３分） 
・ALTからのビデオメッセージを見て，本時の学習の目的を確認する。 
・伝える相手の情報を知り，紹介する際に参考にする。 

   課題 Jim先生（ALT）の娘さんに，お勧めの本を紹介しよう。 

 
４．ペアでお勧めの本紹介（20分） 

・前時に調べたお勧めの本の内容や情報を基にマインドマップを作る。 
・マインドマップを基に，即興で伝え合う。 
・教師のお勧め本の紹介モデルを見て，内容や表現を参考にする。 
・マインドマップに必要な情報を加え，それを基に，再度即興で伝え合う。 

 
５．お勧めの本紹介の発表（17分） 

  ・班でお互いのお勧めの本を紹介し合う。 

  ・班の中でよいと思うものを一人選ぶ。 

・全体で発表する。 

 

６．授業の振り返り（３分） 
・本時の学習をEnglish Learning Journalで振り返る。 
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実践事例                英語２年  

 
授業者  田中 里美 
 

 
授業日 ６ 月 ７ 日（木） ８ 日（金）  
 

 
授業クラス 
 

 
 ２ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

総合 

授業内容 
 
・「金沢フィールドワーク」の英語でのインタビューを思い出し，外国人観光客と英語でや

り取りをさらに発展させる。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

外国人観光客とのインタビューを通して，
金沢の魅力をさらに英語で発信することが
できる。【外国語表現の能力】 

 

育成したい資質・能力 
 

1文化の伝承・創造への主体性など 

授業のポイント・流れ 

＜前時の授業まで＞ 
英語でのインタビュー方法を学び，「金沢フィールドワーク」当日を迎える。フィールドワ
ーク後のアンケートで，外国人観光客とのインタビューの実態をまとめておく。 
➀帯活動：１分間の即興対話（ODP）（3分） 

『How was the Kanazawa fieldwork?』 
➁先週の「金沢フィールドワーク」に関連して，５つのチェックポイントの特徴や最近の金

沢の外国人観光客についてのデータを提示しながら，生徒と英語でやり取りをする。 
（６分）  

・昨年度，金沢に宿泊した外国人数(256，092人)    
・外国人の出身国ランキング（１位台湾，２位アメリカ，３位中国） 

③チェックポイントでの外国人観光客とのインタビューについて話す。（４分） 
・英語でインタビューできた班 ９５％（42％が3人以上の外国人とインタビュー）
課題：外国人観光客とのインタビューで金沢の魅力をさらに伝えるには？ 
・場面設定 

A:金沢フィールドワーク中の附属中学生 B:金沢にいる外国人観光客 
場所：各チェックポイント       時間：午後 

 
④  “Could you answer some questions about yourself?”から始め，ペアで９０秒間，役

割を代えて交互にインタビューの対話を行う。（４分） 
⑤  フィールドワークで用いた資料や金沢市内の英語の地図（2人1枚）を，活用してもよい

ことを伝える。（1分） 
⑥  インタビューで困ったことがなかったかを問いかけ，事前の生徒アンケートの結果を提

示し，実際のインタビューで困ったことを共有する。（2分） 
⑦  主にあげられた３つの状況（①一度で英語を聞き取れない ②相手が英語を話す人かわ

からない ③相手から金沢について逆に質問された）について，どう対応すればよかっ
たかを話し合う。（２分） 

⑧  困った状況（③）を想定した対話を２分間行う。2人で1台のICレコーダーを使い，役割
を固定して対話を録音する。（1回目）（３分） 

⑨  １組のペアが，その場で立って対話を発表する。（2分） 
⑩  JTEとALTのモデル対話をビデオで視聴し，対話のやり取りを 

参考にする。（3分） 
⑪  2人で1台のICレコーダーを使い，役割を固定したまま2分間の 

対話を再度行い，録音する。（２回目）（３分） 
⑫  ２組のペアが，教室の前に出て対話を発表する。（5分） 
⑬  発話した対話や他の対話をもとに，各自がより良い対話文をワークシートに書く。金沢の

魅力がより伝わるように対話文を考えて書く。（10分） 
⑭  今日の授業を振り返り，できるようになったことと感想を書く。（1分） 
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実践事例                英語２年  

 
授業者  田中 里美 
 

 
授業日 ７ 月 １２ 日（木） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ２ 年 １ ～ ４ 組 
 

関係・連携の考えられる教科等 
 

国語 

授業内容 

・２つの単元をもとにした発表活動 
My Project 4  スキット作りを楽しもう 
Program 4     Eigo Rakugo 
 

・落語と漫才を融合させた90秒以上の対話（スキット）を創造し、2人で演じる。  

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 

話にオチがあり、かつ自然な対話（ス
キット）を2人で考え、90秒以上の長さで
英語の音やリズムに気をつけて演じるこ
とができる。【外国語表現の能力】 

 

育成したい資質・能力 
 
③文化の伝承・創造への主体性など 

授業のポイント・流れ 

＜前時の授業まで＞ 
・英語での対話のつなぎやバリエーションからスキット作りの土台を学ぶ。（1時間） 
・古典落語の２つの小話を英語で読み、落語の特徴を学ぶ。（2時間） 
・日本にとどまらず、世界にも広まりつつある英語落語の今を、映像を通して知る。 

（１時間） 
・テレビでよく見る日本の漫才をイメージしながら、話にオチを入れた対話（スキット）

をペア（男女）で考えて練習する。（2時間） 
 

（毎時間行っている帯活動は、本時は省略する） 
①発表時の注意点や評価の観点を最終確認する。発表中は、他のペアの発表を３つの観点 

と5点満点で審査することを伝え、評価シートを配布する。（２分） 
②課題の確認（1分） 

課題：落語と漫才を融合させたスキットを英語で演じよう！ 
 

1スキットの発表前に、パートナーと最終調整や打ち合わせをする。（４分） 
➃座席順にスキットを発表する。（3８分）＜ビデオ撮影＞ 
⑤すべての発表が終わった後に、感じたことを日本語でまとめて書く。（3分） 
⑥自分たちの発表や良いと思ったスキットについて感想を述べる。（２分）  

 
発表の評価基準 （評価基準は１カ月以上前に生徒に伝えておく） 
５点 ペアで９０秒間、３秒以上間を空けずに、英語らしい発音とリズムで、聞いている人を意識してわかり

やすくオチのある（面白い）10 回以上のやりとりのある対話を演じることができる  

４点 ペアで９０秒間、３秒以上間を空けずに、英語らしいリズムで、聞いている人を意識してオチのある（面

白い）10 回以上のやりとりのある対話を演じることができる 

３点 ペアで９０秒間、５秒以上間を空けずに、英語らしいリズムで、聞いている人を意識してオチのある 10

回以上のやりとりのある対話を演じることができる 

２点 ペアで１分間以上、５秒以上間を空けずに、リズムや場面が少し不自然なところがあるが、８回以上の

やりとりのある対話を演じることができる 

１点 ペアで１分間程度、リズムや場面が不自然なところがあるが、５秒以上間を空けてなら対話をすること

ができる  

０点 発表をすることができなかった 
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実践事例                英語３年 

 
授業者  渡村 のりこ 
 

 
授業日  ６ 月 １１・１３ 日（月・水）  
 

 
授業クラス 
 

 
３ 年 １ ～ ４ 組  
 

関係・連携の考えられる教科等 
 
 社会・総合 

授業内容 
 
・日本の世界遺産の中から，グループで１つ選び，Jim先生に行ってみたいと思ってもらえ

るプレゼンテーションをする。  

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・聞き手を意識して，充実した内容のプレゼン

テーションをすることができる。 
【外国語表現の能力】 

育成したい資質・能力 
 
① 日本の伝統や文化に関する理解 

授業のポイント・流れ 
 
＜前時までの流れ＞ 
１．本文を読んで，日本の世界遺産（原爆ドーム・知床・日光）についての説明文の組み立て方

を理解する。 
 

２．自分が選んだ世界遺産について，知っていることを５文程度で書く。 
 
３．海外の人がぜひ訪れてみたいと思えるようなプレゼンテーションをするため，タブレット端末

を使って情報を収集し，紹介文がよりよくなるように英文を作成する。 
 
４．タブレット端末で写真を提示しながら，個人の発表をグループで行う。 
 
５．同じ世界遺産を選んだ４人のグループを再結成し，協働で紹介文を１つ作成する。 
 
６．プレゼンテーションに向け，役割分担を決め，タブレット端末を使って，練習する。 
 
＜本時の流れ＞ 
１．あいさつの後，グループに分かれて，プレゼンテーションの打ち合わせ，練習する。（５分）
 
２．世界遺産を紹介するプレゼンテーションを行う。（40分） 
  ・１グループ約３分のプレゼンテーションをする。 
  ・Jim先生が２，３の質問をする。 
  ・聞いている生徒は，良い表現や印象に残った点などをワークシートに記入しながら，聞く。
３．まとめをする。（５分） 
  ・プレゼンの中から，Jim先生に行ってみたくなった日本の世界遺産ベスト３を発表する。 
  ・活動全体を通しての振り返りを，ワークシートに書く。 
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実践事例                英語３年 

 
授業者  渡村 のりこ 
 

 
授業日  １１ 月 ２３ 日（金） 
 

 
授業クラス 

 

 
３ 年 ２ 組 

 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・家庭・総合 

授業内容 
 
・日本の伝統や文化に対し，さらに興味をもってもらえるように，その魅力を伝える英文を

書く。 
 
 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
・聞き手を意識して，充実した内容の紹介文を

書くことができる。【外国語表現の能力】 

育成したい資質・能力 
 

③文化の伝承・創造への主体性など 
 
 

授業のポイント・流れ 
 
１．本時の課題（５分）：インタラクションと課題の確認 
  ・自分が伝えたいと思う日本の伝統や文化，行事のＰＲ動画撮影が最終ゴールである 
   ことを再確認する。 
  ・７月に交流した金沢大学の留学生にも視聴してもらうことを知り，相手意識を持ち，

課題に対する意識を高める。 
 
  課題 日本の伝統や文化のさらなる魅力を英語で伝えよう。 
 

２．ペアで紹介（10分） 
  ・前時に調べて作成したスピーチメモをもとに，ペアで対話する。 
  ・対話して気付いたことやわからなかった表現などをスピーチメモに加える。 
 
３．グループで紹介（10分） 
  ・発表者は相手に魅力が伝わるように話す。聞き手は，良いと思う表現や参考にした 

い表現，自分にはなかった視点などメモをとる。 
  ・必要に応じて，質問やアドバイスをする。 
 
４．モデル文を読む（３分） 
  ・教師が書いた紹介文を参考に，必要に応じてスピーチメモに加える。 
 
５．紹介文の作成（10分） 
  ・ペアやグループでの対話とスピーチメモを基に，10文程度の紹介文を書く。 
 
６．全体での共有：代表者の発表と教師のフィードバック（10分） 
  ・スピーチの良かった点，改善点を共有する。 
  ・次時はビデオ撮影を行うことを確認する。 
 

７．授業の振り返り（２分）  
・ English Learning  Journal  を記入  
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学 校 保 健 

                            

                            

                                野村 菜穂 
共同研究者 河田 史宝（金沢大学） 

 
１．伝統文化教育を進めるに当たって 

これまで学校保健では，ＥＳＤの視点に立った保健指導として「コミュニケーションを行う力」と

「他者と協力する態度」を重視する能力・態度として研究に取り組んできた。その能力・態度を育む

ために保健指導の題材は，人間関係を円滑にするコミュニケーションの方法であるストレスマネジメ

ントを学ぶことを通して，他者理解を深め，自己の心の健康を保ちながら健康な生活を送ろうとする

力を育むことを目的にしてきた。グローバル化する社会の中で，生徒は今後，異なった考え方や生き

方を持った人々と関わり合い，協力し合って生きていくことになる。そのため，自分も相手も大切に

する心や自他尊重のコミュニケーションを大切にするアサーションの考え方は，これまでにも増して

必要とされる。思いやりの心を学習することによって，自分の周囲の多くの人々の善意により日々の

生活や現在の自分があることに感謝し，進んでそれに応える心を育むことが重要であると考えた。 

そこで，今までの研究を踏まえ，伝統文化教育を進めるにあたり，「日本人の心に関すること」を重

点的に取り組みたいと考えた。日本の精神文化と言われる茶道の「茶の心」を題材として，相手への

思いやりの心を育みたい。茶道は一服の茶を飲むまでに，様々な準備を必要とする。例えば，茶室ま

での露地を整える，茶室では季節に合わせた掛物で床の間を飾る，釜には茶を点てるための湯，懐石

料理，茶道具など客を迎えるために心を込めた準備を行うが，このようなことを通して，相手を大切

にする心を考える機会としたい。また，古来より，人をもてなす心，思いやりの心が脈々と受け継が

れてきた日本の伝統文化を理解し，誇りに思い，世界に発信していける力を育てていきたい。 

 
２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

学校全体として育成する資質・能力のうち，学校保健では特に「①日本の伝統や文化に関する理

解」を重視した。1 年時では自他尊重のコミュニケーションを大切にするアサーションや DESCL（デ

スクル）法を学習し，思いやりの心についても考えてきた。言語でのコミュニケーションスキルを

学習しており，今回は非言語でのコミュニケーションに重点を置き，言葉を発する機会が少ない「茶

道」に繋げて，改めて思いやりの心について考えさせたい。また，このような精神を基本とする茶

道を通して，日本には昔から相手を思いやることを大切にする伝統文化が続いており，誇りを持っ

て世界に発信していける力を育みたい。 

（２） 関連・連携を図った教科等について 

コミュニケーション能力はどの教科においても必要な能力である。どのような場面においても，

自分の気持ちや考えを伝えるとともに，他者の気持ちや考えを尊重し，積極的にコミュニケーショ

ンを行う力を養う実践を行い，他教科とのつながりを図っていきたい。特別な教科の道徳では，主

として人との関わりに関することとして「思いやり」との関連が，また，社会科で桃山文化の中で

茶の湯や千利休を学び，「茶道」との関連が考えられる。 
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３．成果と課題 

（１）保健指導 

 中学２年生に１時間の保健指導を行った。授業後に生徒に「今後，思いやりの行動をどのように示

していきたいと思いますか」と問い，それに対する記述（143 名分）を４ステップコーディングによ

る質的データ分析手法（SCAT：Steps for Coding and Theorization）1）により分析した。表１はその

うちの 15 名の分析過程を示したものである。記述された文章の内容（テクスト）から「<１>テクスト

内の注目すべき語句」「<２>テクスト内の語句の言いかえ」「<３>左を説明するようなテクスト外の

概念」「<４>テーマ・構成概念」の順にコードを考えて付した。この４ステップコーディングと構成

概念からストーリーラインを記述し，理論記述を試みた（表１）。 

 

表1　SCATを援用した保健指導後の感想の分析

記述 テクスト
＜１＞テクスト中の注目

すべき語句

＜２＞テクスト中の語

句の言いかえ

＜３＞左を説明するよ

うなテクスト外の概念

＜４＞テーマ・構成

概念

102

お互い尊重をし合い、思いやりの心を持って接していきたい。言葉のことでも、それ以外のことでも一つ

一つのことに相手の気持ちを考えられるようにしていきたいと思った。茶道から学んだことを生かしてい

きたい。

お互い尊重をし合い、思

いやりの心を持って接し

ていきたい、言葉、それ

以外のこと、相手の気持

ちを考えられるようにし

ていきたい、茶道から学

んだことを生かしていき

たい

お互いを大切に扱う、

思いやりの心を持つ意

欲、言語、非言語、他

者理解、茶道の学びを

実践する意欲

他者を尊重・理解、実

践への意欲、コミュニ

ケーション、茶道を理

解

人権尊重、実践への

意欲、茶道を認識

121

言葉だけではなく、態度で示すことも重要だと思いました。茶道には相手を敬って平等に接すると言う昔

から続くならわしがあって、思いやりの心と結びついているなと感じました。私も、相手のことを尊重し

て思いやりの行動を示していけたらなと思います。

態度で示す、重要、茶道

には相手を敬って平等に

接する、昔から続くなら

わし、思いやりの心と結

びついている、相手のこ

とを尊重、思いやりの行

動を示して

身振りで表現、大事、

茶道の精神（尊敬と平

等）、伝統、思いやり

の心と関連、他者理

解、思いやり行動を実

行

非言語的コミュニケー

ション、茶道の精神を

理解、思いやりを持っ

た関わりを実践する意

欲

茶道の精神を認識、

実践への意欲

128
茶道を通した、道具や人に対しての思いやりと同じように、敬意をもって思いやりの行動を示していきた

いと思った。

茶道を通した道具や人に

対しての思いやりと同じ

ように、敬意、思いやり

の行動を示していきたい

茶道同様すべてに対し

ての思いやり、敬う気

持ち、思いやり行動を

実行

茶道の精神を理解、思

いやりを持った関わり

を実践する意欲

茶道の精神を認識、

実践への意欲

240

思いやりの心について考えてみて、思いやりの表現の仕方はたくさんあるんだ、と知りました。相手と話

すときに、ただ声をかけるだけではなくうなずいたり、笑顔で話したり、態度にも心がけていきたいと思

いました。茶道のような礼儀もしっかり身につけていきたいです。

思いやりの心について考

え、表現の仕方、たくさ

ん、ある、話すとき、う

なずいたり、笑顔、態

度、心がけて、茶道のよ

うな礼儀、身につけて

思いやりの心を思考、

表現方法、多数、存

在、会話時、相づち、

笑い顔、姿勢、心に留

める、茶道の作法、体

得

思いやりの心を理解し

て実践する意欲、茶道

を理解

思いやりの心を認

識、実践への意欲、

茶道を認識

310

今回、思いやりについて学んで、これからコミュニケーションをとる時には、相手が話すことに対して反

応をすることを大切にしたいなと思いました。また、茶道にも思いやりがあるということを知れた。ま

た、思いやりは色々な所にあると分かった。

コミュニケーションをと

る時、反応、大切、茶道

にも思いやりがある、

色々な所、ある

会話時、手応え、大

事、茶道の精神、様々

な場所、存在

思いやりのあるコミュ

ニケーションを理解、

茶道を理解

思いやりのあるコ

ミュニケーションを

認識、茶道を認識

330

ジェスチャーとアイコンタクトは常に意識しようと思った。A君の意見の「相手の意見を否定しない」と

いうのは良い友人関係を築くために大事なことだと思う。そして、もし機会があるのなら茶道を体験し

て、実際に思いやりの心とは何かを考えてみたい。

ジェスチャー、アイコン

タクト、常に、意識、良

い友人関係、築く、大

事、茶道を体験し思いや

りの心とは何かを考えて

みたい

身振り手振り、視線を

交わす、常時、心に留

める、良好な友達関

係、つくる、大切、茶

道の精神を思考

非言語的コミュニケー

ションを理解、茶道の

精神に興味

非言語的コミュニ

ケーションを認識、

伝統文化に興味関心

423

私は、今茶道を習っているので、そこで学んでいる礼儀やおもてなしの心などといった、相手を思いやる

気持ちを茶道で示し、そこから普段の生活でも思いやりの気持ちを大切にしていけたらいいな、と思いま

した。

茶道を習っている、礼

儀、おもてなしの心、相

手を思いやる気持ち、示

し、普段の生活、大切

茶道を学習、作法、茶

道の精神、提示、日常

生活、大事

茶道を理解、茶道の精

神を日常生活と関連

茶道を認識、茶道の

精神を生活の中で活

かそうとする意識

214
相手の意見を尊重することや、相手にジェスチャーなどをつけて、話していく必要がある。また話しやす

い環境を作って気持ちの良いコミュニケーションをとっていきたいです。

意見、尊重、ジェス

チャーつけて話す、必

要、話しやすい環境、気

持ちの良いコミュニケー

ション

見解、大切に扱う、非

言語的コミュニケー

ション、なくてはなら

ないもの、会話しやす

い場の雰囲気、アサー

ション

思いやりを持った関わ

りを実践する意欲

コミュニケーション

技術向上への意欲

329

積極的に自分から行動し、感謝等を表していきたいと思った。きっと言葉でいうより行動で表す方が本当

の感謝が伝わるのかな？と思った。ふだん、思いやりっていうものを意識して行動にうつすことはないの

ですが、少しずつ意識していって自然に行動にうつせたらいいなと思う。

積極的、自分から行動、

感謝、表して、ふだん、

思いやりを意識して、自

然、行動にうつせたらい

い

進んで、自ら動く、有

難さ、表現、日常、思

いやりを心に留めて、

ひとりでに、行動に反

映

非言語的コミュニケー

ションを理解、思いや

りを持った関わりを実

践する意欲

非言語的コミュニ

ケーションを認識、

実践への意欲

228
周りをみて行動し、困っている人がいたら助けて力になってあげる。言葉づかいなどを気を付けるように

する。落ちているゴミを拾う。すみずみまで掃除をする。

周りを見て行動、困って

いる人、助けて力にな

る、言葉遣い、気を付け

る、落ちているゴミを拾

う、すみずみまで掃除を

する

周囲に気を配る、困難

者、支援、話す言葉、

注意、奉仕の行動、環

境整備

思いやりを持った関わ

りを実践する意欲、公

共の場での行動を提示

思いやりの行動を社

会の中で活かそうと

する意識

327
相手の気持ちを考えながらコミュニケーションをとる。困っている人をみて、自分にできることがあれば

する。人のために自分から積極的に動く。

相手の気持ち、考え、コ

ミュニケーション、自分

にできること、する、人

のために、積極的、動く

相手の心情、思考、会

話、可能なこと、実

行、奉仕、進んで、活

動

思いやりを持った関わ

りを実践する意欲

思いやりの行動を生

活の中で活かそうと

する意識

408 相手がどうやったらうれしいと思うかをよく考えて実行。ごみをみつけたらひろう。

相手がどうやったらうれ

しいと思うか、考え、実

行、ごみをみつけたらひ

ろう

奉仕の心、思考、行

動、奉仕の行動、環境

整備

思いやりを持った関わ

りを実践する意欲、公

共の場での行動を提示

思いやりの行動を社

会の中で活かそうと

する意識

412 人がやっていやなところ、細かいところに気づいてやる。ルールを守る
いやなところ、気づく、

ルールを守る

嫌悪箇所、見つける、

規律精神

公共の場での行動を提

示

思いやりの行動を社

会の中で活かそうと

する意識

424

人が見ているから、先生におこられるから、っていうのをやめようと思う。誰にも見られないような、気

が付かれないようなところでそっと掃除をしたり、机をそろえたりしたいな、と思いました。そして聞き

上手になろうと思います。相手の話をしっかり聞いて、理解し、あいづちを打ったり、表情などにも表せ

て行けたらなあと思いました。頑張ります。

誰にも見られないような

気が付かれないようなと

ころ、掃除をしたり机を

そろえたりしたい、話を

しっかり聞いて、理解、

あいづちを打ったり表情

などにも表せて、頑張り

ます

見られていない環境、

奉仕の行動、傾聴、了

承、非言語的コミュニ

ケーション、実践意欲

公共の場での行動を提

示、非言語的コミュニ

ケーションを理解し実

践する意欲

思いやりの行動を社

会の中で活かそうと

する意識、実践への

意欲

430

相手と話している中で相づちを打ったり、笑顔で話すのも大切にしたいけれど、人の見えないところでも

思いやりの心を持って行動したい。床に落ちているゴミを捨てるなど、今からできるような簡単なことで

も、思いやりの心を大切にしてやっていこうと思う。

人の見えないところ、思

いやりの心を持って行

動、床に落ちているゴミ

を捨てる、簡単なこと、

思いやりの心を大切に、

やっていこう

見られていない環境、

思いやり行動、奉仕の

行動、単純、思いやり

の心大事、実践

公共の場での行動を提

示

思いやりの行動を社

会の中で活かそうと

する意識
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（コミュニケーションでの思いやりの心を認識） 

 コミュニケーションには発する言葉以外に，非言語的コミュニケーションも影響する

ことに気づくことができていた。相手の話をしっかりと聞いていることを態度で表すこ

とが大切として非言語的コミュニケーションを認識していた。非言語的コミュニケーシ

ョンを活用することによってお互いが楽しいと思える会話をする実践への意欲，話しや

すい環境を作って気持ちの良いコミュニケーションをとるコミュニケーション技術向上

への意欲を持てていた。また，相手の話を最後まで聞く，礼儀を大切にしたい，相手の

気持ちを考えて話をする思いやりのあるコミュニケーションを認識していた。敬意を持

って接する，平等に接する，相手を認める，感謝する，尊重する，親しい中にも礼儀を

持って対応するなど，他者を理解し，相手の人権を尊重することがコミュニケーション

を行う時にも大切であると認識していた。さらに，相手のことを考えた対応を認識する

ことにより，周囲の状況を把握して自分から積極的に動く思いやりの行動を社会の中で

活かそうとする意識を持てていた。 

（茶道と思いやりの心の関係を認識） 

 昔から続いている茶道の精神から，相手を敬い平等に接することや相手を思いやる心

が茶道の本質としてあることとして茶道の精神を認識していた。思いやりの心が茶道の

お点前や準備という形に残されており，その心を持てることが日本人として誇りに思う

と思いやりの心を認識し，茶道の精神と思いやりの心の共通点を認識することで茶道と

いう伝統文化に興味関心を持てていた。さらに，茶道の道具やお点前を平等に行うこと

を通して，敬意を持って平等に思いやりの行動を示していきたいと茶道の精神を生活の

中で活かそうとする意識を持てていた。 

 

 

 

 

理論記述 

 

 

 

 

・良好なコミュニケーションには，言語以外の非言語的コミュニケーションが影響して

いる。 

・非言語的コミュニケーションを認識することは，コミュニケーション技術向上の意欲

につながる。 

・コミュニケーション技術を学ぶことで，相手を思いやる心の大切さや人権を尊重し，

思いやりの心を行動として生活や社会の中で活かそうとする意欲を育てている。 

・茶道の精神を学習することは，思いやりの心と茶道との関係を認識することにつなが

る。 

・茶道の精神を学習することは，茶道という日本文化に誇りを持ち，日々の生活の中で

思いやりの心を持って行動する意欲を持つことにつながる。 

（下線部は、<４>テーマ・構成概念から抽出した語句） 

 

（２）質問紙調査 

質問紙調査は，１時間の保健指導の事前・事後で実施した。質問項目は，内田・北山２）の思いやり

尺度を使用した。それぞれの項目に対して，「全くあてはまらない（１点）」から「非常によくあて

はまる（５点）」の５件法で回答を求め，それぞれ１～５点と得点化した。分析方法は，因子分析(最

尤法，プロマックス回転）を実施し，固有値１以上を基準とし，先行研究にならい，因子数を４に設

定し分析した。因子負荷は，0.4 以上を採択し，0.4 未満の項目および，複数の項目に高い負荷を示す
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項目を削除したところ，事前と事後で因子構造が異なった。事前のみにみられた項目は，「頑張って

いる人を見ると応援したくなるほうだ」，「バスや電車でお年寄りや障害のある方が立っていたら席

を譲ってあげないと可哀想だと感じる」，「仲間に入れない人がいてもそれはその人の責任だと思う」，

「一人一人の主張がぶつかることによって傷つく人がいても仕方がないと思う」「弱い立場にある人

も自分で何とかするべきだ」であった(表２)。事後のみにみられた項目は，「試合で自分が勝つため

ならば相手が怪我をしていても容赦しない」，「人のつらい話を聞いても心からは同情できない」で

あった(表３)。因子ごとの内容から事前は，第 1 因子「親切心」，第 2 因子「同情心」，第 3 因子「涙

もろさ」，第 4 因子「冷酷さ」とした（表２）。事後では，第 1 因子「親切心」，第 2 因子「同情心」，

第 3 因子「冷酷さ」，第 4 因子「涙もろさ」とした（表３）。α係数は，0.8 から 0.6 であったが，

事後調査における第 4 因子のみ数値は低い値であった。 

 

第１因子 第２因子 第３因子 第４因子

第1因子「親切心」

人に対しては常に親切でいようと思う 0.731 -0.227 0.077 -0.032

自転車が将棋倒しになっているのをみたら、起こしてあげたいなと思う 0.721 0.111 -0.155 0.131

ニュースで事故などの報道に接すると心が痛んでしまう 0.574 0.338 0.055 0.125

人を思いやることが何よりも大切だと思う 0.504 0.116 -0.037 -0.015

▲バスや電車でお年寄りや所外のある方が立っていたら席を譲ってあげ
ないとかわいそうだと感じる

0.474 0.136 0.025 0.003

一生懸命やっても失敗すれば意味はないと思う -0.412 0.024 0.018 0.274

自分が物事が順調な場合、そうでない友人のことを思うと申し訳なく感
じる

0.401 0.169 -0.053 -0.128

第2因子「同情心」

▲頑張っている人を見ると応援したくなる方だ -0.030 0.956 -0.230 -0.218

もらい泣きしやすい方だ -0.069 0.580 0.302 0.082

つらい思いをしている人のために祈るような気持ちになることがある 0.308 0.492 0.001 0.023

泣いている子供をみたらつい優しく声をかけたくなる 0.051 0.407 0.071 0.103

苦労話を聞くと心を打たれる 0.293 0.404 0.107 0.019

第3因子「涙もろさ」

映画やテレビドラマをみてよくなく -0.024 0.262 0.687 0.106

いわゆる”お涙ちょうだいもの”の映画は好きではない -0.019 0.092 -0.635 0.074

自分は涙もろいほうだとは思わない 0.044 -0.072 -0.499 0.142

情にほだされたくない 0.056 0.080 -0.363 0.256

第4因子「冷酷さ」

▲一人一人の主張がぶつかることによって傷つく人がいても仕方がない
と思う

0.274 -0.258 -0.057 0.596

▲仲間に入れない人がいてもそれはその人の責任だと思う -0.244 0.099 0.013 0.544

▲弱い立場にある人も自分で何とかするべきだ -0.129 0.183 -0.166 0.520

人が失敗した場合その人に責任があるので同情の必要はない -0.293 -0.101 -0.135 0.357

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α係数 0.785 0.77 0.624 0.643

因子相関　　　　　　　　　　　　　　　因子 1 2 3 4

1 1.000 0.532 0.340 -0.327

2 1.000 0.418 -0.035

3 1.000 -0.031

4 1.000

▲事前のみ

因子抽出法: 最尤法  　回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

表２　事前の思いやり尺度の因子構造
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全ての項目に回答した 135 名を対象に、授業前と授業後の因子得点の比較を対応のある t 検定によ

り比較した（表４）。得点が５点に近いほど思いやり傾向が強く，１点に近いほど思いやり傾向が弱

いことを示す。いずれの因子も平均得点は，事前に比べて事後の方が低く，親切心因子では有意差が

0.066 とややその傾向を見せたが、明らかな有意な差は認められなかった。 

 

 

第１因子 第２因子 第３因子 第４因子

第1因子「親切心」

自転車が将棋倒しになっているのをみたら、起こしてあげたいなと思う 0.745 -0.062 0.038 0.137

人に対しては常に親切でいようと思う 0.707 -0.077 -0.037 -0.093

ニュースで事故などの報道に接すると心が痛んでしまう 0.673 0.078 -0.076 -0.017

つらい思いをしている人のために祈るような気持ちになることがある 0.605 0.024 0.024 -0.294

人を思いやることが何よりも大切だと思う 0.541 0.014 -0.125 -0.084

自分が物事が順調な場合、そうでない友人のことを思うと申し訳なく感
じる

0.467 0.368 -0.003 0.278

第2因子「同情心」

映画やテレビドラマをみてよくなく -0.122 0.988 0.079 -0.006

もらい泣きしやすい方だ 0.117 0.726 0.133 -0.004

泣いている子供をみたらつい優しく声をかけたくなる 0.118 0.450 -0.063 0.037

自分は涙もろいほうだとは思わない 0.044 -0.425 0.146 0.007

苦労話を聞くと心を打たれる 0.351 0.351 -0.043 -0.021

第3因子「冷酷さ」

■試合で自分が勝つためならば相手がケガをしても容赦しない 0.059 -0.004 0.837 -0.446

一生懸命やっても失敗すれば意味はないと思う -0.019 0.006 0.677 -0.072

人が失敗した場合その人に責任があるので同情の必要はない -0.150 0.115 0.620 0.136

■人のつらい話を聞いても心からは同情できない -0.207 -0.017 0.548 0.236

第4因子「涙もろさ」

情にほだされたくない -0.096 0.057 -0.121 0.453

いわゆる”お涙ちょうだいもの”の映画は好きではない 0.280 -0.311 0.322 0.373

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α係数 0.832 0.761 0.766 0.252

因子相関　　　　　　　　　　　　　　　因子 1 2 3 4

1 1.000 0.512 -0.533 -0.157

2 1.000 -0.417 -0.195

3 1.000 0.315

4 1.000

■事後のみ

表３　事後の思いやり尺度の因子構造

因子抽出法: 最尤法  　回転法: Kaiser の正規化を伴うプロマックス法

表４　授業前後の因子得点の比較

度数 平均値 標準偏差 t 値 自由度
有意確率
(両側)

親切心因子 授業前 135 3.65 0.720 1.437 134 0.153

授業後 135 3.59 0.731

同情心因子 授業前 135 3.35 0.864 1.083 134 0.281

授業後 135 3.31 0.838

涙もろさ因子 授業前 135 2.83 0.910 0.655 134 0.514

授業後 135 2.80 0.833

冷酷さ因子 授業前 135 3.11 0.688 0.927 134 0.356

授業後 135 3.07 0.724
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＜考察＞ 

生徒の中には，園児の時にお点前を体験している生徒もいた。さらに金沢の文化として茶道をたし

なんでいる生徒や家庭にその環境がある生徒もいた。そのような中で生徒は，茶道はお茶を飲むこと

と漠然と認識していたが，この授業を受け，思いやりの心が随所に施されている茶道の精神を認識し，

日本人の心を認識し，さらにその心が昔から文化として継承されていることを誇りに思う気持ちにつ

ながっていた。茶道の精神には，眼に見えるもの以外に，客を迎える準備や茶室の設えなどの行為，

茶室の中では何人も平等にお茶をたしなむ等の人権尊重も含まれると考えていた。その中でも，コミ

ュニケーションには，非言語的コミュニケーションが影響することもとらえており，日頃の自己のコ

ミュニケーション能力と照らし合わせ，改善の方法を考えていた。 

これらのことから，授業後の自由記述からは，日本の文化である茶道を教材とした授業を通して「コ

ミュニケーションを行う力」を養う可能性もみられた。また，中学 1 年から 2 年は思いやりの心を高

める時期とも言われており，指導時期としては適している。しかし，茶道の精神としての思いやりの

心を捉える機会が少なかったように思う。今後は，実際に茶室でお点前を経験することにより茶室の

雰囲気や空間を肌で感じて非言語的コミュニケーションを考える機会を設けることや茶道の全体の中

でどの部分を教材として活用して考えさせるかなどを含めて，授業改善をしていく必要がある。 

授業前後の「思いやり尺度」因子得点は，いずれも 3 点である「どちらともいえない」よりも高く，

「まあまあ当てはまる」に近い得点であった。そのため，調査対象の集団が「思いやり」に対して「ま

あまあある」集団であることも考えられ，授業前後による差がみられなかったとも考えられる。また，

思いやり尺度は大学生を調査対象として作成された質問紙であることを考えると，中学生にあった質

問項目に修正し活用する必要があったとも考えられる。 

 研究発表会においては参観者にたくさんのご意見ご質問をいただいた。これらの内容を踏まえて今

後も改善していきたい。 
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実践事例                           学校保健 2 年 

 
授業者  野村 菜穂 
 

 
授業日  11月16日（金），20日（火），23日（金） 
 

 
授業クラス 
 

 
  ２ 年 １ ～ ４ 組 

関係・連携の考えられる教科等 
 

社会・道徳 

授業内容 
 
・普段の生活の中でのコミュニケーションを振り返り，思いやりの心について気づく。 
・日本の伝統文化(茶道)の中には，人をもてなす心，思いやりの心が脈々と受け継がれてき

たことを知る。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 
 
自己のコミュニケーションについて振り返り，思 
いやりのある態度について判断することができる。
【思考・判断】 
 

育成したい資質・能力 
 

①日本の伝統や文化に関する理解 

 

授業のポイント・流れ 
 

 １ 昨年度の授業の学習内容を確認する。（５分） 

   ・アサーション(assertion)，「DESCL（デスクル）法」 

 ２ 最近，コミュニケーションを行う中で相手から受けてうれしかった態度（言語以外）

について話し合う。（12分） 

   ・相手から受けてうれしかった態度（言語以外）には，どのような心があるのか気付

かせる。 

 ３ 学級担任が学級経営を行うにあたって心掛けていることなど，思いやりを態度で表し

ていることを紹介する。（３分） 

 ４ GTが茶道について話をする。（10分） 

   ・茶道の精神，心の文化を伝える。 

 ５ 班で話し合った内容を交流する。（15分） 

   ・茶道にはどのような思いやりの心があるのか気付かせる。 

 ６ 今日の授業を振り返る。（５分） 

   ・今後，思いやりの行動をどのように示していけばよいか考えさせる。  
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特別の教科 道徳 

 

１．伝統文化教育を進めるに当たって 

 本校では，学校教育目標「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。」の基に道徳教育の重点目標を「自分を律しつつ，自分に関わる

人の思いに気付き，思いやりの心を持ち，他者との相互理解を図りながら，よりよい人間関係を築

いて共に生きていこうとする態度を育てる。」としている。 

 平成２８年度まで３年間にわたってＥＳＤの実践研究を行ってきた。ＥＳＤの実践研究は道徳の

目標にある「自己を見つめ，物事を広い視野から多面的・多角的に考え，人間としての生き方につ

いての学習を通して，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てる」につながっていると考え

られる。様々な実践の結果，生徒たちの振り返りやアンケートから，各教科等で学習した内容と道

徳的な判断力や心情を関連させて考える力が身に付いていると捉えることができた。 

 今年度は「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―」という研究主題の基に取り組んでいる。「郷土

の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度」，「我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度」の内

容項目を教育課程の中で重点的に位置付けている。各学年で共通する教材で実践研究を行いながら，

総合的な学習の時間や学校行事等と関連させ，教科等横断的なカリキュラムの開発を目指して取り

組んでいる。それらの学習を通して，日本人としての美徳やよさを生かし，グローバルな視野で活

躍するために必要な資質・能力を育み，道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度を育てたい。 

 

２．能力・態度の育成に当たって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 「考え，議論する道徳」を目指して，生徒の姿を教師が的確に捉えられるように今年度から全校

共通で振り返り用紙『心のあしあと』を用い，授業ごとに記録を取ることとした。四つの項目にお

いて，あてはまるのかあてはまらないのかを四段階で表す欄と考えたことや感じたことをメモする

欄を設けた。項目は「自分の考えや意見が持てた」，「友達の様々な考えや意見を知れた」，「自

分の考えが深まった」，「自分の考えが変化した」とした。『心のあしあと』は教師の授業改善と

いう点からも効果的だと考えている。 

 伝統文化教育に関わっては二つの内容項目に全学年で取り組んだ。地域社会に尽くし，生きてき

た先人や高齢者などの先達への尊敬と感謝の気持ちを

育み，郷土のために自分ができることは何かを考え，

郷土の発展のために自分が寄与しようという意識を高

めていくこと，日本人として我が国への親しみや愛着

の情を深め，他国と自国の関わりについて考え，日本

人としての自覚をもって新しい文化の創造と社会の発

展に貢献し得る能力や態度を養っていくことを目標と

している。それらがグローバル社会に生きるために必

要な資質・能力の育成にも関わると考えている。 
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（２）関連・連携を図った教科等について 

 道徳教育としては，全体計画と年間指導計画を作成し，学年ごと，教科ごとの関連を図り，生徒

指導や教育相談，学校行事等とも連携して取り組んでいる。 

 一年生は，英語科の授業で日本の日常生活，学校生活を海外に紹介する活動を行った。また，技

術・家庭科では日本に古くから伝わる食事の作法などについて学んだ。それらの学習と関連付けて，

石川県教育委員会が発行している「ふるさとがはぐくむ道徳いしかわ」にある「いしかわと

ISHIKAWA」を用いて，授業実践を行った。本題材を通して，郷土の伝統と文化を大切にし，地域

社会の一員としての自覚をもって，郷土を愛し，進んで郷土の発展に努めようとする態度を養うこ

とをねらいとした。また，育成したい資質・能力としては「③文化の伝承・創造への主体性」とし

た。授業では心情円盤を用い，自分の気持ちの変化や生徒の多様な感じ方や考え方に接する中で，

考えを深め，判断し，表現する力なども育むことができるように工夫した。 

〇『心のあしあと』より 

・石川県にはいまいちぱっとしない，ただただ静かな文化しかないような気がしていたけれど，

石川県には石川の良いところがあるから，それを生かしたいと思った。 

・私自身もあまり伝統文化について知らないところがあったとわかったし，もっと石川県につい

て知りたいと思った。 

・打ち水は確かに地味だけれど，美しいと思った。これからも残したい。 

・改めて日本人の性格について考えることで，ただ，消極的なのではなく，その分，勤勉だった

りというプラスの面もあるということが分かった。 

 二年生は，社会科で世界の各地域の特徴を学んだ上で，世界の中で日本はどのような特徴がある

のかを，自然環境や産業などの面から見る学習をしたり，音楽科で歌舞伎やオペラといった日本の

伝統文化と世界の伝統文化を比べてそれぞれの良さを学んだりした。それらの学習と関連付けて，

「国」を学年全体で取り組んだ。日本を日本の側面だけから見るのではなく，世界と比較して見る

ことの大切さを考えることができた。 

〇『心のあしあと』より 

・今の日本は良い面がたくさんある一方で，悪い

面もあると改めて感じた。ただ，それは他の国

を知ってその国々を比較しているのではなく，

あくまで自分の基準によるものだということを

受けて，まわりのことを知ることも大切だと思

った。 

・どこの国にも文化があり，その大切さを知り，

文化を受け継いでいくべきだと思った。 

・日本だけでなく，他の国についても知り，考え

て，客観的に判断できるようにしたい。 

 三年生は，総合的な学習の時間で二年時には「金沢」について学び，三年時には「金沢」に対し

て提言を行うという取組を行っている。また，国語と音楽の授業では「能・狂言」について連携し

て学習し，金沢市が行っている観能教室をそれらと関連付けて学んでいる。それらの学習と結び付

けて，「運命の木－姫路城の大柱」を学年全体で取り組んだ。金沢市で戦後まもなくから続いてい

る観能教室と姫路城の改修を結びつけることは難しかったが，その価値や継承していく理由や継承
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に必要なことなどを考えることができた。 

〇『心のあしあと』より 

・伝統の中に大切なものや人々の感情が同じよう

に引き継がれていくのだと感動した。 

・伝統文化の意味は文化の多様性を守ること。そ

のためには設備，知識，人材，資源，技術が必

要である。 

・伝統文化を継承する意味は，昔の人々の技術や

知恵を学び，今や未来の発展に生かしていくた

めであり，自分の国の伝統文化を継承し，知る

と，他の国のものも認められる。 

・私は伝統が継承できるのは新しいものが生まれてよりよい形に物事が変わっていけるからだと

思う。その為に必要なのは，それを「残したい」と思って行動することなのではないか。 

・古くから伝わる技術や工夫を現在に利用していくため。そのために必要なものは技術や工夫を

継承する人や材料となる自然を残してくことが必要。 
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実践事例                道徳１年 

授業者  上野 郁子 授業日 ９ 月 ７ 日（金） 

授業クラス １ 年 ４ 組 
関係・連携の考えられる教科等 

社会・音楽・家庭・英語・総合 

授業内容（主題設定理由） 

“いしかわ”はオーストラリア人である筆者が，自国とは異なる日本（石川）の文化に触れるこ

とで驚いたり，感銘を受けたりしたことをインタビュー形式で書いたものである。筆者が，日本

人と関わり，日本の文化への理解を深めていることに気づかせることができる。 

“ISHIKAWA”は，ロシアにホームステイした生徒の作文である。筆者が，ロシアのホストファミ

リーと関わることを通して，日本文化をしっかりと見つめ直し，理解することが大切であること

に気づく。また，外国の文化を吸収しようとする思いを理解することで，世界の中の日本人とし

ての自覚をもつことの大切さに気付かせる資料である。どちらも国際的な視野と国際社会で生き

ていこうとする実践意欲をもたせることができ，どの国の人とも同じ人間として尊重し合う気持

ちをもたせることができる資料である。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度 

【Ｃ―（１６）】 

育成したい資質・能力 

③文化の伝承・創造への主体性など 

 

授業のポイント・流れ 

１．日本や石川県の文化について話し合う。 

○外国人留学生に，石川県（金沢市）の良さを伝えるとき，あなたは何を紹介するか。 

・観光名所（兼六園，尾山神社，白山，２１世紀美術館） 

・伝統工芸（金箔，友禅，和太鼓，能）など → 有名だから。美しいから。昔からの伝統だから。

○それらを残していきたいか。（心情円盤） 

※自分はそれらに興味があるか。外国の人にその良さはわかるか。などをたずねることで， 

問題意識をもち，自分との関わりとしてとらえて考えるように促す。 
 

２．資料「外国の人から見た“いしかわ”のよさ」を読んで話し合う。 

○ジャスティンさんは，石川県（金沢市）の良さは何だと言っていますか。 

・相手を尊重する気持ち。（お辞儀） ・来客への心遣い。（打ち水，花を飾る） 

・譲り合い，思いやりの精神。（雪かき，道路，方言） ・金沢の四季（浅野川の風景） 
 
３．生徒作文「静の内にある力強さ」を読んで話し合う。 

○ジャスティンさんがあげた石川県（金沢市）の良さは［静］ ［動］でいうとどちらか。 

例）あいさつ  ・日本…お辞儀，会釈      → ［静］ 

・オーストラリア…ハグ，握手   → ［動］ 

※［静］［動］それぞれ，どんなイメージがあるか考えさせる。 

・［静］ 地味な感じ。おとなしい感じ。目立たない。暗い。 

・［動］ 明るい感じ。楽しい。プラスのイメージ。 

○私たちの生活の中に「静の内にある力強さ」はどこにあるか。 

・困難なことがあっても，辛抱強く支え合う。 

・海外のように大きなジェスチャーはできないけど，会釈は必ずする。 
 
４．日本の良さをどのように受け継ぎ，発信していくかを考える。 

○石川県（金沢市）の良さを残していきたいか。（心情円盤） 

※導入での心情円盤のパーセンテージと比較し，その変容の理由をたずねる。 

※多様な変容の理由を聞くことで，多面的思考を促す。 

○石川県（金沢市）の良さを広げていくために何ができるだろう。 

・もっと石川県（金沢市）のことを知り，海外に発信していく。 

・石川県（金沢市）の言葉や物を使っていく。 

※異なる見方や考え方を出し合いながら，協働でよりよい方法を考えさせる。 
 
５．私たちの道徳を読む。 

優れた日本の伝統と文化を受け継ぎ，新たな文化を創造し，日本（石川，金沢）をそして世界を発

展させるために，何ができるかを考えさせる。 
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実践事例                道徳２年 

授業者  鏡 千佳子 授業日 ９ 月 ７ 日（金）   

授業クラス ２ 年 １ 組  

関 係 ・ 連 携 の 考 え ら れ る 教 科 等  
 

社会・音楽・総合  

授業内容（主題設定理由） 

 

世界のホームラン王となって野球界に多大な功績を残し，いまなお絶大な人気を誇る王貞治氏

の国に対する考え方から，ねらいに迫るものである。中国人の父と日本人の母との間に生まれ二

つの祖国をもつ筆者（王貞治氏）が，国を愛する気持ちや国とのかかわり方について，自己の体

験をもとに素直な気持ちを吐露している。国籍にこだわらず生きようとする筆者の祖国観に共感

し，だれの心の中にもある祖国愛に気づくとともに，それを通して広く世界の人々を理解し国際

社会に生きる日本人としての自覚を高めていける資料である。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

 

我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度 

【Ｃ―（１７）】 

育成したい資質・能力 

 

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 

授業のポイント・流れ 

１．国民栄誉賞を貰った王さんの気持ちを考える。（10） 

 

「第一回の国民栄誉賞を貰ったことについて、王さんはどのように感じているのだろう」 

 

〇国籍を超えて、野球を愛し応援してくれる日本のファンに対する王さんの気持ちを理解さ 

せる。 

 

２．国に対する王さんの考え方について意見を述べる。（20） 

 

「王さんの国に対する考え方についてどんなふうに思うか」 

 

〇自分や自分を育んでくれた国への謙虚な気持ちを理解する。 

 

「みんなは日本に対してどう思っているかな」 

 

〇導入で出してもらった意見を参考にしながら、それは何を基準にして言っているのかを考え 

させる。 

〇他の国のことをどのくらい知って言っているのか聞く。 

〇みんなが日本のよさだと思っているところは本当にそうなのかな。 

 

３．伝統文化教育について考える。（10） 

 

「なぜ学校で伝統文化を学んでいるのだろう」 

 

〇グローバル社会という言葉をよく耳にすると思うが、日本の伝統文化を学ぶだけでいいの 

かな。 

〇伝統文化を学ぶということは日本のことを学ぶということに留まらず、それと同時に世界を 

知り、日本を客観的にみるということにもつながっているね。 

〇日本のことだけを知っているだけでは足りない。でも日本のことを知らないと世界と比べら 

れない。 
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実践事例                道徳３年 

 
授業者  早谷 憲子 
 

 
授業日 ９ 月 ７ 日（火） 
 

 
授業クラス 
 

 
 ３ 年 ４ 組  
 

関係・連携の考えられる教科等 

  国語・音楽・総合 

 授業内容（主題設定理由） 

  能や茶道，華道，工芸など，様々な分野で伝統文化が受け継がれている金沢に位置する本校で生

徒たちは学んでいる。伝統文化を継承するということはどういうことか，また，継承するにはど

うすればよいのかを姫路城改修にかける先人たちの様々な思いに触れながら考える機会として

本時を展開したい。 

教科等で身に付けたい力（本時について） 

・我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する 

 態度【Ｃ―（１７）】   

育成したい資質・能力 

③文化の伝承・創造への主体性など 

 

授業のポイント・流れ   

 

 １ 「伝統」という言葉のイメージを考える。（４） 

   ・古い  ・重い   ・守っていかなければならない など 

   「観能教室」における生徒たちの感想を聞く。 

   ▽鑑賞前の「能・狂言」に対する印象  

    ・正直，おもしろいと思うことはないのだろうと思っていた。 

    ・地味でつまらないなという印象しか抱かなかった。 

   ○鑑賞後の「能・狂言」に対する思い 

    ・初めて見る能楽の迫力に圧倒された。 

    ・僕にはまだ幽玄の世界はまだ早かったようだ。 

  

 ２ 姫路城の写真を見せ，知っているかどうか確認し，本文を読む。（14） 

   ・行ったことがある。 

   ・世界遺産になっている。   など 

  

 ３ ご神木を譲る決断をした瀬加村の人たちの気持ちを考える。（５） 

   ・姫路城に励まされたことを忘れてはいけない。 

   ・姫路城のご神木として使ってもらえることで，ご神木も大切にしてもらえる。 

   ・姫路城も自分たちにとっての宝だ。 

  

 ４ 奥深い山に入る木曽の人たちの思いを考える。（５） 

      ・加藤の姫路城再建にかける熱意に打たれた。 

   ・姫路城という日本の宝の大柱だからなんとしても見つけたい。 

  

 ５ 「運命の木」に込められたみんなの思いについて考える。（７） 

   ・絶対に再建をあきらめない。 

   ・姫路城を守り，後世にしっかりと残すという思い。 

   ・日本の宝を残すという情熱。 

  

 ６ 自分の身の回りにある伝統文化を継承することの意味とそれらを継承するために必要

  なものは何かを考え，発表する。（１０） 

   〔意味〕・アイデンティティーを守ること。 

       ・長い年月をかけて守ってきたものを次の世代へと引き継ぐこと。 

   〔必要なもの〕 ・受け継いでいく人 ・技術 ・そのものにかける熱意 など 

 

 ７ 「心のあしあと」で授業を振り返る。（５） 

 

─ 149 ─



総合的な学習 

 

１．伝統文化教育を進めるにあたって 

 別紙グランドデザインにもあるように，本校では，総合的な学習の時間で，大きく分けて３つの

活動を行う。１つは情報活用力の基礎的・基本的知識と技能を身に付けること，１つは職業に関す

る学習，そして最後の１つは，地元金沢に関する現状の学習と未来への提言である。この中で，金

沢に関する現状の学習と未来への提言は，まさに伝統文化教育に関わる活動である。金沢は古い歴

史と伝統をもつ地域であり，例えば金箔や加賀友禅などの伝統工芸，能などの伝統芸能が今も受け

継がれている。また，町並みとしては，金沢城を中心として，武家屋敷の跡が残っていたり，寺町

と呼ばれる地域には，数多くの寺が今も残っている。さらに，古いものばかりでなく，北陸新幹線

が開業したことに伴い，多くの観光客が訪れ，外国人にも配慮したまちづくりが進んだり，２１世

紀美術館などの建造により，新しい文化を創造していく土壌ができつつある。 

 この金沢という地域に住む生徒にとって，金沢の現状を知り，地域の未来を提言する活動はまさ

に伝統文化教育に通じる活動であるといえる。この活動は，総合的な学習が導入された当初から，

本校で継続的に実施しており，およそ 20 年間の生徒のレポートや教員の指導のノウハウの蓄積があ

り，様々な教科等においても，この活動につながるカリキュラムが構築されている。こういったこ

とを踏まえ，総合的な学習の時間においても，様々な教科等と連携を図りながら，伝統文化教育を

すすめていきたい。 

 

２．能力・態度の育成にあたって 

（１）学校全体として育成する資質・能力について 

 先述の「金沢の現状を知り，地域の未来を提言する活動」では，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，の３つの資質・能力の育成すべてに関わることができると考える。本校では主に３年生でこの

活動を行っていたが，伝統文化教育を進めるにあたって，昨年度から，２年生でもその一部を行う

ことにした。 

 具体的には，２年生で，金沢に関する調べ活動を行い，主に「①日本の伝統や文化に関する理解」

の育成を行う。３年生ではその知識を活用して，金沢の未来を提言する活動を行い，主に「③文化

の伝承・創造への主体性」の育成を行う。このように，学年の発達段階に応じて育成の中心とする

資質・能力を設定することで，さらに活動のねらいが絞りやすくなったと考えている。 

 

（２）関連・連携を図った教科等について 

 様々な教科等から，総合的な学習の時間につながる実践が報告されている。例えば社会科の「身

近な地域」，家庭科の「郷土料理」など，内容に関する学習があげられる。また，数学科では，デ

ータの活用で金箔などの伝統工芸品を扱うことで，自分の考えの根拠を数学的に述べる力の育成も

行っている。内容に関することや技能に関することで，様々な教科等の学習内容が，「金沢の現状

を知り，地域の未来を提言する活動」につながっている。 
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