
 
平成 29年度研究成果中間報告書                【新規：平成 29～30年度指定】 

都道府県・ 
指定都市番号 

43 都道府県・ 
指定都市名 

熊本県 研究課題番号・校種名 ３（１）小学校 

領域名 伝統文化教育 

研究課題 
学校全体で取り組む課題 
（１）伝統文化教育を地域とともに推進するための教育課程の編成，指導方法等の工

夫改善に関する実践研究 
学 E

ふ り

AAE校名 E

が な

A（生徒数） AE八代市立 E

やつしろしりつ

AAE植柳 E

うやなぎ

AA E小学校 E

しょうがっこう

A（265人） 
所在地（電話番号） 熊本県八代市植柳上町 449（0965-35-1933） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://es.higo.ed.jp/uyanagi/ 

研究のキーワード 
・地域との協働 ・本物の体験活動 ・表現活動の充実  

研究結果のポイント 

○ 伝統文化に関する意識調査において，伝統文化に対する興味が「ある」「少しある」と答えた 

児童が 5 月と 12 月を比較すると 62%から 78％と増えている。本物に触れる活動や地域と協

働で行うクラブ活動などの取組が児童の興味・関心の向上につながった。 

○ 生活科，総合的な学習の時間等の指導計画を見直し，伝統文化に関するカリキュラムを構築

することで，伝統文化に関する教育内容を横断的・系統的に指導できるようになった。 

○ 熊本版コミュニティ・スクールを設置し，伝統文化コミュニティを立ち上げたことにより，

授業やクラブ活動での指導･支援を地域から受けやすくなり，伝統文化のよさが理解できる機

会が増えた。また，伝統文化教育の視点を意識した授業実践内容に深まりがみられた。 
○ 児童が生き生きと表現するためには，本物に触れる活動や主体的，協働的な学びが必要であ

る。本物に触れる活動は，伝統文化の価値や意義についての思いを深め，他者に表現する原

動力となった。自分や学級の考えを，共有化しながら他学年の児童や地域に発信する活動が，

生き生きと表現する力の育成につながった。 
 
１ 研究主題等 
（１）研究主題 

地域の伝統文化を尊重し，生き生きと表現する児童の育成 
～地域との協働による体験活動の充実を通して～ 

 
（２）研究主題設定の理由 

   ICT技術の発達によりグローバル化が急速に進展している現在，社会の在り方も多様になってき 

  ており，国際社会の一員として生きる日本人としての自覚と未来を拓く主体性のある日本人の育成 

  が求められている。また，教育基本法第 2条に「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。」 

  と規定されているように，他国の人々と深く結びつきながら生きていくためには，自国の伝統や文 

  化を理解するとともに異文化に対する理解を深め，尊重する態度を身に付けることが大切である。 

  本校では，校訓「うつくしく，やさしく，たくましく，かしこく」のもと，学校教育目標を，「ふ 

るさとを愛し，夢に向かって挑戦しながら互いに認め，支え，高め合う子どもの育成」とし，自分 

ばかりでなく，他者のことも大切にしながら，互いを高め合う児童の育成を目指している。本校の 

児童は，素直で明るく，指示されたことは着実に実行できるが，自分の思いを他人に伝えることが 

苦手で他者との関わりの中で，自分を伸ばしていこうとする面にやや欠ける傾向も見られる。 

そこで，伝統文化教育という視点で，地域と協働し，学んだことを他学年や地域に向けて発信す 

る学習を積み重ねていくことで，地域の伝統文化を尊重する態度と自分の思いを表現する力を育成

することはできないかと考えた。幸い本校敷地には旧講堂・栽柳園の有形文化財をはじめ，国選択・

県指定無形民俗文化財である「植柳盆踊り」等が継承されている。地域に残る様々な伝統文化に携

わっている人々とともに学ぶ機会を設定し，なぜ地域にそのような伝統文化が継承されてきたのか

を追究する学習活動を展開していくことで，郷土を愛し，地域の伝統文化を尊重する態度を育成す

ることが期待できる。また，対話の中から答えを見出す学習活動を展開することで，将来，国際社

会の一員として活躍できる日本人の育成の一助を担うことができると考え，本研究主題を設定した。 
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（４）１年目の主な取組 

平

成

29

年

度 

4月 研究テーマの決定，研究推進計画作成 

5月 児童意識調査，各専門委員会の年間計画，各学年の伝統文化のカリキュラムの構築 

6月 職員意識調査，講師招聘による研修会，地域人材を活用した伝統文化のクラブ活動 

7月 学習指導案の形式検討 

8月 研究授業事前研 

9月 津田調査官による講演会，講師招聘による研究授業，講師招聘による研修会 

10 月 講師招聘による研究授業 

11 月 講師招聘による研究授業，保護者の意識調査 

12 月 講師招聘による研究授業，伝統文化教育の学習発表会，児童・職員意識調査 

1月  講師招聘による研究授業，講師招聘による研修会 

2月 研究のまとめ 

3月 来年度への志向 
 
２ 研究内容及び具体的な研究活動 
（１）研究内容 

ア 授業改善推進 
① 伝統文化に関する授業づくり 
② 伝統文化に関するカリキュラムの構築 
Ⅰ 伝統文化教育に関する特別の教科道徳の計画 
Ⅱ 伝統文化教育に関する生活科・総合的な学習の時間の見直し 

イ 地域連携推進 
① 地域との協働を深めるための熊本版コミュニティ・スクールの推進 
② 地域と連携したクラブ活動 

ウ 環境整備推進 
① 児童・職員の意識調査や伝統文化教育に関する評価の推進 
② 校内環境整備の充実 
 

研究推進委員会 

全体会 コミュニティ・スクール 小中一貫･幼･保,小,中連携教育部会 

          専門委員会 学年部会 
授業改善推進 
1 授業づくり 
2 伝統文化に
関するカリキ
ュラムの構築 
3 伝統文化教
育道徳の計画 
4 伝統文化教
育の生活科・総
合的な学習の
時間の計画 
5 学習規律 
6 家庭学習 
 

地域連携推進 
1 熊本版コミ
ュニティ・スク
ール 
2 地域と連携
したクラブ活
動 
3 学習発表会
の充実 

環境整備推進 
1 実態把握や
取組の評価の
推進 
2 校内環境整
備の充実 
3 研究便りの
発行 

低学年 高学年 中学年 
研究授業における教材研究，指導
案作成，模擬授業の実施，教具の
作成 



 
（２）具体的な研究活動 

ア 授業改善推進 
① 伝統文化に関する授業づくり 

主体的，協働的な学びを充実するために，視点 1；課題提示の工夫，視点 2；対話的な

学びの工夫，視点 3；言語活動と評価の工夫を設けた。また，視点 4を「伝統文化教育の

視点の工夫」とし，その内容を伝統芸能等の専門家に指導・講話していただく「本物に触

れる活動」，地域の素材や人材などを生かした「地域との交流」，体験したり，聞いたりし

たことから「学んだことを発表する場」の 3点とした。授業者は、児童の実態や教育内容

等に応じてこの 3点から重点的に取り組む視点を選択し、効果的な授業の在り方を追究し

た。 

② 伝統文化に関するカリキュラムの構築 
地域の実態に合った伝統文化教育を推進するために，教科等横断的な視点から，各学年

の行事，教科等の単元や題材で伝統文化教育に関わりがあるものを洗い出し，重点的に取

り組んでいく単元，題材等を学年ごとに決定した。さらに，重点的に取り組む内容につい

ては，教科等の単元や題材の関係性を示すとともに，伝統文化に関する目標を提示し，教

科等の横断的学習や系統的学習が充実するように別途資料を作成した。 
Ⅰ 伝統文化教育に関する特別の教科道徳の計画 

特別の教科「道徳」において伝統文化に関する題材を洗い出し 1～6年まで系統的に計

画し直した。また，道徳副読本「熊本の心」の題材で身に付けさせたい価値項目とは別

に伝統文化教育の要素のものを洗い出し，整理し直し，授業で実践できるようにした。 

    Ⅱ 伝統文化教育に関する生活科・総合的な学習の時間の見直し 
生活科や総合的な学習の時間において，伝統文化教育に関する単元等の年間計画の見

直しを行った。伝統文化教育に関する単元が入っていない学年は，他教科との関連や学

年の系統を考えて，単元を設定した。生活科では，昔の遊びなど基礎となるもので単元

を構成し，取り組んでいくことにした。また，系統性を考え以下のように単元設定した。 

1年 「ふゆとなかよし」：地域の方に昔の遊びを教えてもらい，一緒に体験する。 

2年 「わたしの町はっけん」：町の探検を通して伝統的な建物や場所を調べる。 

3年 「植柳学」：敷地内の旧講堂，栽柳園，植柳の昔のこと及び伝統文化を調べる。 

4年 「地域に貢献した人」：八代･熊本で地域の発展に尽くした人を調べる。 

5年 「日本の祭り」：地域の祭りや棒踊りの由来や保存会の方の思いなどを調べ， 

八代妙見祭と笠鉾でユネスコ無形文化遺産を受けた他地域の祭りを比較する。 

6年「世界文化遺産」：世界文化遺産を調べる。 
イ 地域連携推進 

① 地域との協働を深めるための熊本版コミュニティ・スクールの推進 
本年度から本校は熊本版コミュニティ・スクールを設置した。5つのコミュニティの一

つ「伝統文化コミュニティ」には，伝統文化に関するクラブ活動の支援や「植柳の盆踊」

「植柳の棒踊り」の指導・支援を依頼している。「植柳の盆踊」は，口説き（しめやかに

歌う単純な節回し）で踊る伝統芸能であるが，本校では毎年，運動会において全校児童で

披露している。口説きや踊りを「盆踊保存会」の方々に指導していただきながら，今日ま

で活動が受け継がれてきた。また，5,6年生には「植柳の棒踊り」を指導していただいた。 

なお，本校では，大洪水からの復興を描いた伝統劇「宝暦萩原堤」を 7年に 1回発表し

ているが，その活動が保存会を中心に自主的に運営されている。 
② 地域と連携したクラブ活動 

「本物に触れる活動」「地域との交流」を通して，伝統文化に対する理解を深めるため

に伝統文化に関するクラブ活動の実施を計画した。唱歌や伝統芸能，伝統文化のよさを学

ぶために，「合唱クラブ」，「和太鼓クラブ」，「茶道クラブ」を設置した。地域人材の掘り

起こしを行い、校区や近隣校区，校区にある高校の OBの方等に指導者を募り活動できる

環境を整えることができた。また，「手芸クラブ」「百人一首クラブ」「将棋クラブ」は，

学校応援団の募集によって地域の方からの支援を受けられるようにして，活動の充実を図

った。なお，どのクラブ活動も，学習発表会で保護者や地域の方々に向けてその成果を披



 
露した。 

ウ 環境整備推進 
① 実態把握や取組の評価の推進 
 伝統文化に価値や尊さを感じているかどうか，その実態や変容していく姿を把握するた

めに，5月と 12月にアンケートを実施した。その内容には，児童の体験，関心，心情，知

識等に関するものを設定した。さらに，児童だけでなく職員や保護者にもアンケートをと

り，相関関係があるかどうか検討することにしている。 

② 校内環境整備の充実 
児童の伝統文化への興味・関心を高めるために伝統文化教室を設置した。校歌を作詞し

た北原白秋直筆の楽譜，昔の植柳や著名な先輩方の活躍の様子，伝統文化に関する行事の

様子などを掲示した。また，和太鼓を置いてクラブ活動の活動場所にもなっている。 
 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ アンケート結果を 5 月と 12 月で比較すると「伝統文化に興味があるか」という問いに対し

て，「ある」「少しある」と答えた児童は，62%から 78％に増えた結果となった。また，「どんな

日本になって欲しいか」という問いに対して，高学年では「伝統文化が豊かなところ」を挙げ

た児童は 44％から 72％に増加した。「本物に触れる活動」を通して伝統文化のよさに気付き，

「地域と協働」する中で伝統文化を継承していきたい等の思いを深めたことがうかがえる。 

○ 伝統文化に関する年間計画を作成する中で，各学年の行事や教科等において，何が伝統文化

教育と関係があり，何に重点的に取り組めばよいか理解を深めながら取組内容を決定できた。

また，伝統文化教育における教科等の関係性がわかる系統表を作成したことで，横断的視点を

持って授業に臨む等，より効果的に伝統文化教育を展開できる環境を整えることができた。 

○ 熊本版コミュニティ・スクールを設置し，「伝統文化コミュニティ」を立ち上げたことで，「植

柳の盆踊」「植柳の棒踊り」の指導・支援だけでなく，他の授業でも地域人材を講師として招

きやすくなり，伝統芸能に関する学習活動では，本物に触れる体験を数多く積むことができる

ようになった。5 年生では「植柳の棒踊り」を受け継ぐ大切さを感じるだけでなく，なぜ「植

柳の棒踊り」が続いているのか，地域の方にはどのような思いがあるのか等まで掘り下げた学

習活動を展開できるようになった。また，クラブ活動では，伝統文化に関わるクラブを設置で

きただけでなく，指導者の支援のもとにその学びに深まりが見られ活動が活発になってきてい

る。さらに，大洪水からの復興を描いた伝統児童劇「新・宝暦萩原堤」は，地域の方が中心と

なり，家庭や学校もそれぞれの立場で協力しながら劇を完成させることができた。先人の努力

を知る中で地域への愛着や誇りを持つ児童や，その思いを表現することの楽しさや喜びを体験

できた児童が増え，郷土の伝統文化に対する理解の深化につながった。 

○ 地域の素材や人材を生かしながら本物に触れる活動を充実させるとともに，学年の実態に合

わせた「カルタ形式で書く」「ペープサート」「パソコンでまとめる」等，多様な方法での表現

活動に取り組んだ結果，自ら表現しようする意欲と豊かな表現力を引き出すことができた。 

● 伝統文化に関するカリキュラム一覧も学年のものだけでなく，教科等別に作成し，学年ごと

の系統が分かり，より系統的に伝統文化教育が実践できるようにしていく必要がある。 

● 伝統文化教育の教育課程や地域と協働できる体制が構築されたので，教科等や単元・題材を

絞り込み，関連付けてより深まりのある取組を行う必要がある。 

● 小中学校 9年間を見通した伝統文化教育のカリキュラムについて，小小連携や小中連携を踏

まえてどのように実践するかを検討し，計画する必要がある。 

 
４ 今後の取組 
  4月 研究の見直し，研究推進計画作成 
  5月 教科等のカリキュラム一覧の作成，児童意識調査，職員意識調査，研究発表会計画作成 
  6月 講師招聘による研修会，地域との協働の伝統文化クラブ活動，講師招聘による研究授業 

7,8 月 講師招聘による研究授業，研究発表会授業指導案作成 
  9月 講師招聘による研究授業 

10 月 研究発表会 
12 月 研究論文の作成 
2月 2年次研究報告 


