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１．本研究の問題意識と目的

　現在、グローバル化が進展しつつある。多文化化
した現代社会においては、日常の営みのなかで多様
な文化や価値観に出会うことや、様々な国や地域の
人々と交流する機会が身近になった。しかし、異な
る文化や価値観と接したとき、ときには誤解や対立
が生じてしまうこともあれば、「正解」のない問題に
直面することもある。社会の変化の速度はめまぐる

しく、今後、こうした課題はますます複雑化するこ
とが予想される。
　このような問題の解決には、多面的なものの見方
や考え方を身につけ、異なる文化やその背景にある
価値観を認め合うことが重要になってきている。そ
して、自ら考え、他者と対話し、協働する力が求め
られる。いま、このグローバル化社会において必要
とされる能力を、子どもたちにどのように身につけさ
せるかが問われている。
　一つには、まずは自らの足元に形成されてきた歴
史や風土、文化を理解することが大切である。なぜ
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なら、自らが依って立つ文化を自覚化し、身につけ、
相対化することで、異なる文化や価値観を理解する
基礎ができるからである（※１）。
　そして、もう一つには、指導の仕方の工夫である。
学習方法に関して、アクティブ・ラーニングに注目
が集まってきているように、教師からの一方通行の
授業による受動的な学びではなく、子どもが主体的
に問題を発見し、能動的に学習するあり方が模索さ
れている。そのなかで、他者と話し合いながら、協
働作業をしていく方が、深い学び、多様な理解ができ、
達成感を味わうことができるといわれている（※２）。
　以上のような状況のなかで、自らの足元にある文
化を、アクティブ・ラーニングを用いて学ぶ一つの
機会として、道徳教育の重要性が高まっていると考
える。そして、こうした流れは、平成20年３月に改
訂された学習指導要領で、道徳において伝統文化を
尊重する心の育成が重視されたこと、平成27年３月
に学校教育法施行規則が改正され、「道徳」は「特
別の教科 道徳」となったことと、軌を一にしている。
　では、道徳の授業で、伝統文化をどのように学ぶ
のか、２つのことが重要である。
　一つ目は、道徳教育に伝統文化に関する題材をよ
り積極的に取り入れることである。道徳教育の定番
の題材としては、例えば、「はしのうえのおおかみ」（小
学校低学年）を用いた実践が挙げられる（※３）。
しかし、伝統文化の題材を取り入れた道徳の授業は、
まだまだ少ないと言わざるを得ない。様々な意見は
あるが、伝統文化の題材を取り入れた道徳の教育実
践例を積み上げていくことは、喫緊の課題となって
いる。
　二つ目には、道徳教育に「考え・議論する」要素
を取り入れることである。これまでの道徳の時間は、
読み物資料の登場人物の心情に読み手が同一化す
るという、いわゆる「読む道徳」が中心であったと
指摘されている（※４）。グローバル化しつつある社
会を見据えたとき、またアクティブ・ラーニングの
導入が叫ばれているなか、「考え・議論する道徳」
の教育実践事例を積み上げていくことは、急務となっ

ている（※５）。
　そこで、本研究では、伝統文化を取り入れた「考
え・議論する」道徳教育を開発し、その可能性と課
題を探ることを目的とする。具体的には、将来教員
を目指すＡ大学３年生に対して、小学校６年生の授
業を想定し、盆踊りを題材とした「考え、議論する
道徳」の授業実践を行った。授業を検討することで、
伝統文化を題材とした「考え、議論する道徳」の授
業開発の蓄積の一助としたい。

２．「伝統文化」に関わる題材の設定

（１ ）「歴史（タテ）」と「地域（ヨコ）」のつながりの
なかにある文化

　「伝統」という言葉から、どのようなイメージを持
つであろうか。本実践の冒頭で、「伝統」について
感じているイメージを学生に訊ねたところ、「歴史が
ある」「守らなければいけないもの」「当たり前になっ
ていること」等の回答が出た。「伝統」と聞くと、「変
わらないもの」「変わってはいけないもの」というイ
メージがあるようだ。
　しかし、伝統とは、昔から全く変わらずにあるの
ではない。例えば、５月５日の端午の節句である。
実はいま、変化が起きているという。五月人形は「か
わいい化」したり人気キャラクターを模したものが
出てきたりしている。子ができたことを天の神様に
報告する鯉のぼりも、マンションやアパートで暮ら
す家庭が増えたり広い庭を持つ家が減ったりしたこ
とが影響し、「屋根より低い鯉のぼり」が売れている
のだという（※６）。
　このように、伝統とは、長い時間の積み重ねのな
かで、その時代に合わせて何らかの文化変容を伴い
ながら培われている。だが、「かわいい化」した五
月人形が子どもの健やかな成長を願い飾られること
に変わりがないように、「伝統」の本質は、受け継が
れてきた内在的な価値、その精神の在り方にある。
この本質を受け継いでいこうとする「保守性」と、
時代に合わせて変化していく「現代性」との調和の
上に、伝統文化が生きている。
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　「変化する伝統文化」。このように捉えてみるとき、
現在、過去、未来の「タテ」の時間軸のなかに、伝
統文化のしなやかさや奥深さが見えてくる（※７）。
　また、視点を変えて、伝統文化を「ヨコ」の観点
から眺めてみる。例えば盆踊りは、現在、国内では
500種類もあるという。「タテ」の観点から各盆踊り
の固有の雰囲気や背景にある歴史、風土、人々の暮
らしなどを深く掘り下げてみると同時に、「ヨコ」の
観点から盆踊りを捉えてみると、他地域との共通性
や文化のおおらかなつながりが見えてくる。例える
なら、文化の種子が歴史の流れの中で広がっていき、
その土地その土地の養分を充分に吸って、色彩り豊
かなそれぞれの花を咲かせているかのようだ（※８）。
こうした「ヨコ」の視点は、異なる文化を尊重する
態度の育成にもつながると考える。
　このように、「タテ・ヨコ」の観点から伝統文化を
見てみると、伝統文化の生き生きとした姿がそこに
ある。そして、こうした観点から伝統文化を見るこ
とが、教育現場ではこれまで十分になされてこなかっ
た。指導者には、伝統の本質に目を向けながらも、「生
きた文化としての伝統文化」の新鮮さを保つために、
常に創造的なスタンスで子どもたちが伝統に接する
よう心がける必要があると指摘されている（※９）。

（２）盆踊りを題材に取り上げた理由
　では、伝統文化を道徳の授業で扱うときに、どの
ような題材、内容が考えられるであろうか。
　例えば、次のような事例がある。香川県の中学校
では、道徳の授業等で年間を通じて地元で伝承され
る農村歌舞伎を練習し、文化祭で披露している（※
10）。また、東京都の小学校では、地域に関わりの
ある歴史的な伝説を地元の人に教えてもらったり、
様々な資料をもとに学んだりしている（※11）。これ
らの実践を通して、地域の伝統文化の良さを理解す
るとともに、地域への愛着の醸成に役立てている。
先駆的な取組であるといえるが、「タテ・ヨコ」のつ
ながりのなかで文化を捉え直し、「変化する伝統文
化」や「生きた文化としての伝統文化」を学ぶもの

としては、十分であるとはいえない。
　本稿では、授業実践の題材として盆踊りを取り上
げている。その理由は、次の３点である。
　第１に、盆踊りは全国的におおよそどこでも行わ
れている。そのため、特定の地域だけでしかできな
い実践ではない。さらに、徳島県の「阿波踊り」や
沖縄県の「エイサー」などの全国的に有名なもの、
町内の夏祭りで踊られているもの、池袋の「にゅー
盆踊り」のような現代の新しい盆踊りなど、各地の
盆踊りに個性がある。つまり、「ヨコ」の観点から広
がりのある題材であると考えた。地域の文化を学び、
その特色を活かしながら、他地域の盆踊りとの共通
性や違いを知り、理解に活かすことができる。
　第２に、「タテ」の視点から考えたときにも、盆踊
りが最適だと考えた。盆踊りの歴史は古く、「盆ノオ
ドリ」の記録は、戦国時代の1497年にまで遡る（※
12）。その歴史のなかで、盆踊りの持つ意味合いも、
複雑に多様化している。
　例えば、盆踊りの元来の意味は、祖霊歓待と鎮送
がある。古来、日本では正月と同様に、夏も異郷か
らカミや祖霊が来臨すると考えられていた。しかし、
粗相があると祟られてしまうので、あまり長く居ら
れては困る。だから数日の期限を設け、この間に歓
待と送りの儀礼として盆踊りが踊られた（※13）。だ
が、こうした祖霊歓待と鎮送という意味が薄れた、「娯
楽として盆踊り」もある。「炭坑節」「東京五輪音頭」

「好きになった人」などは盆踊りの曲として定番化し
ているし、毎年「盆踊り」を踊ることが、地域共同
体をつなぐ役割も担っている。盆踊りの持つ意味合
いは多様化した。しかしながら、時代の変化に応じ
て大切な役割を果たしていることを学ぶことができ
ると考えた。
　第３に、「保守性」と「現代性」のせめぎ合いの
なかで、今まさに変容しつつある「盆踊りの現在」
を通して、これからの伝統文化を担い、創造してい
く児童・生徒たちに「考え、議論」してもらうこと
に大いに意味があると考えた。
　例えば、秋田県雄勝郡羽後町西馬音内地区には、
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およそ700年前に始まったという「西馬音内（にし
もない）盆踊り」がある（※14）。1981年に国の重
要無形民俗文化財の指定を受け、マスコミを通じて
紹介されたことで、広く知られるようになった。次
項で詳述するが、踊り継がれ、昔ながらの伝統が保
存（継承）されていることが人々の関心を集め、そ
のことが盆踊りの観光化（変容）を進めていく。地
域の暮らしのなかで受け継がれてきた盆踊りを、い
かに未来へと紡いでいくのか。伝統の継承と変容を
めぐる現代的事例（ジレンマ）である。
　伝統文化についての知識の習得に偏らず、「正解」
の無い課題、「正解」が一つとは限らない複雑な問
題に向き合うことを通して、どのような価値観を大
切にし、物事を判断していくのかを「考え、議論する」
ことができると考えた。
　以上から、盆踊りを題材とすることにした。

（３）「考え、議論する場」の設定
　「西馬音内盆踊り」は、現在、８月16日から18日
の３日間にかけて行われている。踊りは「音頭」と「が
んけ」があり、地元で生まれ育った者でしか踊れな
いといわれるほど手振りは複雑で、優美だ。囃子は
笛、大太鼓、小太鼓、三味線、鼓、摺鉦に、地口、
甚句の歌い手で構成される。
　特徴的なのは踊り子の衣装である。端切れを接ぎ
合わせて作られた端縫いの着物はひときわ美しく、
代々受け継がれている着物もあるという。また、「彦
三頭巾」という黒い布を頭からすっぽりと被り顔を
隠して踊る姿は独特な雰囲気を醸し出している。こ
れは亡者の姿にならったものと言われ、「亡者踊り」
とも称し、これで祖霊が昇天するという（※15）。現
世の者と亡者が篝火の灯りのなかで交錯し、夢幻の
世界を映し出す盆踊りである。
　さて、地域の協力で制作された記録映像（※16）に、
前述の「ジレンマ」が良く表れている部分があるので、
次に紹介する。要点は、ナレーションをもとにする
と次の通りである。

①この映像は、記録として、祭りの当日とは別の日
に撮影された再現映像である。そのため、普段より
少人数（おおよそ80名、いつもの５分の１の人数）
で踊られ、観光客もいない。
②しかしながら、昔はこのような静かな盆の舞であっ
た。自分たちが踊れれば良かった。盆踊りは、西馬
音内に生まれ育った人たちだけが踊ることを許され
た。それは、排他的な思想からではなく、にわかに
は覚えられない踊りの難しさ故だった。
③親や師匠から許されて、初めて浴衣から端縫いの
衣裳に変えるというように、踊り手にも「しきたり」
があった。
④今では多くの観光客が訪れる。また、踊りの輪の
中に西馬音内以外の地域から参加する人も目立って
きた。西馬音内盆踊りは、先祖の霊も共に加わり踊
ると言われる。しかし、割り込む観光客や絶え間な
くたかれるカメラのフラッシュは、踊り手を現実の
世界へと引き戻してしまう。
⑤西馬音内盆踊り保存会 柴田貞一郎会長（撮影当
時）の話
　西馬音内に生まれ、盆踊りを身につけた人は、嫁
いだり仕事で働きに出たりして他地域に行っていて
も、必ず盆の時期には帰ってきて盆踊りに参加する。
西馬音内盆踊りは、心の絆であり支えである。盆踊
りに参加して何か胸に迫るのは、先祖に対する思い
だと思う。その思いを感じてもらえればと思う。

　上記のような場面は、「西馬音内盆踊り」に限っ
たことではない。現実の社会変容の過程のなかで、
伝統や文化も変わらざるを得ない面もあり、他の伝
統文化にも見られる葛藤だ。この問題に直面したと
き、どうすれば良いのだろうか。社会全体の問題も
絡むため、簡単に答えが出ないことも多い。
　だが、伝統や文化の本質を見据えながら自らの問
題として真正面から相対することで、「今を生きる」
伝統や文化が紡がれていくヒントになるかもしれな
い。よって、「考え、議論する場」として上記の葛藤
場面を設定した（指導案　展開２）。
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　また、この授業実践は「自らの問題として」考え、
議論することを目的としているため、実際には学校
が立地する地域の盆踊りを取り上げることを念頭に
おいている。
　しかし、今回は、大学生たちの出身地がばらばら
ということもあり、Ａ大学の歴史などもふまえながら

「ヘボンさん盆踊り」という架空の盆踊りと、それを
めぐっての葛藤場面を描いた物語を創作した。当事
者として、受け継がれてきた盆踊りを未来にどうつ

なげていくことができるかを考えるための工夫であ
る（図１　自作資料『盆踊りは誰のもの…？』）。
　この物語では、「ヘボンさん盆踊り」の未来に関し
て考え議論するポイントとして、伝統を守る方向性、
変化することを取り入れて行く方向性の２つに絞っ
て設定した。①～③の選択肢に分類したが、実際に
見受けられる意見に即したものである。
　①の意見は、伝統を守るべきだという意見である。
②、③の意見は、伝統を受け継ぎつつも変化させて
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いくことも大切だという意見である。②は盆踊りの
担い手の問題、③は踊り自体の変化の問題を挙げて
いる。

３．授業実践の概要

（１）日時及び対象
　実施日 2016年６月７日
　対　象 Ａ大学３年生

  男子学生　５名（教員志望）
（２）資料
　①自作資料「盆踊は誰のもの…？」
　② 映像資料「記録　国指定重要無形民俗文化財

西馬音内盆踊り」

（３）授業展開と指導上の工夫
　まず、本時のねらいは以下の通りである。

４　本時の指導過程
（１）本時のねらい
１．盆踊りの成り立ちや移り変わりについて把握するとともに、伝統文化に対する理解を深める。
２．盆踊りを自分の身近なものとして把握するとともに、盆踊りの今日的な課題について理解する。
３．他の人の意見を聞きながら、自分なりに盆踊りの未来について考える。

　導入では、日本の伝統的な行事や文化といえば、
何を思い浮かべるか、「伝統」という言葉にどのよう
なイメージを持っているかを聞き、身近にある伝統
文化への気付きを促した。併せて、伝統文化に対し
て学生たちがどのような認識を持っているかを把握
した。
　次に展開１では、「タテ」の観点から、盆踊りにつ
いての歴史や、盆踊りの背景としての「盆行事」を
学習した。盆踊りはいつごろからあるのか、現在は
何種類くらいあるのかという質問は、意外な驚きや
発見につながった。身近な文化が新鮮なテーマに
なったと思う。
　また、現在、お盆といえば８月15日をさすと理解

されることが多いが、本来は旧暦７月15日の盂蘭盆
会を中心とする前後数日の一連の行事のことをいう。
それが新暦採用後、旧暦７月におおよそあたる、一ヵ
月遅れの新暦８月に行われるようになった。ただし、
地域によっては新暦７月に行うところや、旧暦の７
月に行うところもある（※17）。地域によって様々な
盆行事があることを確認した。
　続いて、「ヨコ」の観点から、各地の盆踊りの写
真を提示し学習した。徳島県の「阿波踊り」や、沖
縄県の「エイサー」、そして、新しい盆踊りとして「ア
ンパンマン盆踊り」である。盆踊りの地域性や多様
性を視覚的に訴え、学生の興味を引き出すことがで
きた。

表２　指導案（展開１）

段
階 学習活動 主な発問と児童生徒（本稿では大学生）の反応 指導上の留意点

展
開
１　

10
分

③盆踊りはどのよう
なものか、考える。

盆踊りを知っている、踊った事がある人？

知っている…全員、踊った経験がある…１人

いつ、どこで踊りましたか？

・地域の夏祭り

表１　指導案（ねらい）
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段
階 学習活動 主な発問と児童生徒（本稿では大学生）の反応 指導上の留意点

④地域によって様々
な盆踊りがあることを
理解する。

盆踊りは、どんな行事でしょうか？
どんな意味があるのでしょうか？

・夏祭りで踊る
・亡くなった人が帰ってくるから、そのために踊る

盆踊りはいつ頃からあるのでしょうか？

・1900年代　　　・平安時代

正解は…戦国時代のころだといわれています。約
500年くらい前のことです。

全国に伝統的な盆踊りは、いくつ位あると思いま
すか？

・30くらい　　　・1000位

一説によると500種類以上あると言われています。

盆踊りには、もう一つの意味もあります。
それは何でしょうか？

・解答なし

○「盆」という字から、お
盆の時期に死者（先祖）
を供養する行事として踊ら
れたということを説明す
る。（板書）

○古い「盆ノオドリ」の記
録は、戦国時代の1497年。

○意外とたくさんあるとい
う驚きにつながれば良い。
例として、阿波踊り（徳島
県）やエイサー（沖縄県）、
佃島盆踊り（東京）の写
真を見せる。

夏祭りで、駅前に櫓を立てて町内会の人たちが、
演歌で踊ったりしていますね。人々のつながりを
深めたり、娯楽として楽しまれたりする盆踊りも
たくさんあります。地域社会のイベントです。最
近では、アンパンマン盆踊りのような新しい盆踊
りもあります。

このように盆踊りは、地域によって非常に多種多
様です。それは何故でしょうか。理由は様々です
が、大きく２つあります。

何気なく「伝統文化」や「盆踊り」と言っても、
一つは長い歴史的な積み重ねというタテ軸がある
こと。二つ目は、地域的な拡がりというヨコ軸が
あるということ。このタテ軸とヨコ軸の関係のなか
に、受け継がれてきた文化があるということです。
私たちはそのつながりのなかに生きていること、
自分たちの足元にある文化のことを知ってみよう
と、今日は盆踊りを例に伝統文化を考える機会に
しました。

○盆踊りの２つ目の意味
（板書）
○アンパンマン盆踊りの写
真を見せる。

○板書
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　次に展開２では、自作資料「盆踊りは誰のもの…？」
を使い、①～③のどの意見に賛成するかを議論した

（学生から出た意見は、表３に示した）。割り切れない、
すっきりとした答えが出ないとなったところで、議論
を終えるようにした。
　続いて、前述の「西馬音内盆踊り」の映像資料を

見て、伝統文化の「保守性」と「現代性」をめぐる
ジレンマは、決して物語の中だけの話ではなく、現
実に存在することを示した。この映像を観た後は、
自己と対話し、考えを深める時間とした。
　終末は、オープンエンドとした。

表３　指導案（展開２～終末）

段
階 学習活動 主な発問と児童生徒（本稿では大学生）の反応 指導上の留意点

展
開
２　

30
分

⑤現代のさまざまな
社会的状況の変化な
かで、伝統文化も変
容を余儀なくされる
場合があることを知
る。
教師が読む話を聞く。

（５分）

⑥ディスカッション
（10分）

⑦映像（10分）
西馬音内盆踊り

⑧映像を見てワーク
シートに記入。

（５分）

では、伝統文化を受け継ぐ、大切にするとは、ど
ういうことなのでしょうか？どう大切にすればよい
でしょうか？次のお話を聞いて、みなさんに考え
てもらいたいと思います。

※自作資料「盆踊りは誰のもの…？」を教師が読む

ここで３つの意見が出ていますが、みなさんは、
どの意見に賛成しますか？

・住んでいる人の気持ちが一番大事（①）
・ 観光客にも踊りを教えたらもっと人気が出るのでは

ないか（②）
・ 町の人だけだと踊り手が少ないから、観光客も一

緒に踊れば発展する（②）
・白金地区が発展したほうがヘボンさんも喜ぶ（②）
・ ヘボンさんを偲ぶという思いがしっかりあれば、盆

踊りが多少変わっても良い（③）

何か別の案がある人はいるかな？

・回答なし

伝統を守るということと、社会の変化によって変
わらざるをえない面もあるということ、この葛藤を
どうすれば良いか、みなさんに話し合ってもらい
ました。簡単には答えが出ない問題です。
今のお話は架空のお話ですが、実際に現実でも起
こりうるジレンマでもあります。

では、次の映像を観て、特に後半の保存会の人の
話を良く聞き、感じたことをワークシートに記入し
てください。

○「盆踊りは誰のもの…？」
と、ワークシートを配布。

○３つの意見のうち、どの
意見に賛成するかを挙手
してもらう。その理由を聞
いて、板書する。

○発表するのではなく、自
己と対話する時間にする。
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４．本実践研究の意義（成果）と今後の課題

（１）授業の検討
　盆踊りを事例に取り上げ、伝統文化を題材とした

「考え、議論する道徳」の授業実践を行った。まず、
授業全体の感想としては、以下のようなものがあっ
た。（注、下線は筆者）
　「今まで受けてきた道徳の授業とは違い、人の心
情などを考える道徳ではなく、身近なことを取り上
げ、それについて考え、議論する形でとても新鮮だっ
た。子どもたちは自分の身近な事について考える機
会は少ないので、道徳の授業を通して、広い視野に
たって、子どもたち自身が物事を考えられる能力が
身につくと思った。（Ｂ君）」
　「今まで自分が小学校で学んできた道徳は教科書
に沿って人物の心情を考えようという形の授業だっ
たので今回の伝統文化について考えるという授業は
とても新鮮でした。実際に今まで知らなかったこと
も学べるという点から生徒も興味を持ちやすくなる
と思いました。また、先生が授業を作り展開してい
くことは容易ではないという印象を改めてもちまし
た。どのように展開していけば生徒がより興味を持
つか、また授業内においてどうすれば積極的になる

かというところを学ばせてもらいました。何よりも楽
しかったです。（Ｃ君）」
　課題はあるが、道徳教育に伝統文化を取り入れ、
主体的に「考え・議論」する授業の一つの試みを示
すことができたのではないかと考える。
　次に、本時のねらい（表１）は、以下の３点であっ
た。

　① 盆踊りの成り立ちや移り変わりについて把握す
るとともに、伝統文化に対する理解を深める。

　② 盆踊りを自分の身近なものとして把握するとと
もに、盆踊りの今日的な課題について理解する。

　③ 他の人の意見を聞きながら、自分なりに盆踊り
の未来について考える。

　このねらいに関して、授業後の感想から検討して
みると、ねらい１に関しては、
　「伝統文化というものは、その地域でその地域の
人々がずっと行ってきたものだと思っていましたが、
今回の授業を受けて、時代や社会が変わってくるこ
とに伴って、伝統文化というものは変わっていくと
いうことが分かりました。（Ａ君）」
　「自分が今まで考えていた『伝統』とは、その地

段
階 学習活動 主な発問と児童生徒（本稿では大学生）の反応 指導上の留意点

終
末　

５
分

⑨教師の話を聞く。 ・伝統とは、昔から全く変わらないというようなも
のではなく、長い時間の積み重ねのなかで何らか
の変容を伴いながら培われてきました。（ex.端午
の節句）
・現実の社会変容の過程のなかで伝統や文化も変
わらざるを得ない面もあります。この問題は、複
雑な社会全体の問題も絡むため簡単には答えは出
ませんが、伝統や文化の本質を見据えながら真正
面から相対することで、「今を生きる」伝統や文
化が紡がれていくヒントになるかもしれません。
これからは、若いあなたたちが、「今を生きる」伝
統や文化を創っていく番です。自分たちの身近に
ある伝統的な行事や文化をどのように受け継いで
いくのか、考えていってください。
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域での習慣や行事程度でしか考えていなかったが、
その根本に触れることで、その重要性、問題を大き
いものと感じた。（Ｄ君）」
　「伝統のヨコの観点は、今までもっていなかった。

（Ｅ君）」
などとあって、盆踊りを通して、「タテ・ヨコ」の観
点から伝統文化を捉え直し、「生きた文化として伝
統文化」について理解することができたと考える。
　次に、ねらい２に関して、
　「今までの自分の日常生活の中で伝統文化という
ものを考えてこなかったので、今回の授業で伝統文
化に対する新たな印象を持つことができました。今
回は盆踊りという伝統文化について考えましたが、
現在の盆踊りは少子高齢化という社会の影響もあり
衰退しているという印象を受けました。（Ｃ君）」
という感想があった。伝統文化をめぐる今日的課題
は、これまで述べてきたように、社会全体の問題と
してあるため複雑である。しかし、「ヘボンさん盆踊
り」という学生たちに馴染みやすい物語を使い、現
実に即した選択肢を土台に「考え、議論」したことで、
身近な問題として向き合う「入口」に立てたと考える。
　ねらい３については、
　「その伝統文化の目的というものを大切にしていけ
ば、時代や社会に応じて、時代にあった伝統文化に
していって良いと、この授業を受けて思うようになり
ました。（Ａ君）」
　「授業内において最終的な答えが見つからないと
いうところでモヤモヤし、スッキリしないなと感じま
したが、振り返るとこの気持ちこそ道徳なのではな
いかと感じました。（Ｃ君）」
　「正しく理解し、細々と続けるべきか、より多くの
人々へ知ってもらうのがいいのかは一概には言えな
いたいへん難しい問題だと感じた（Ｄ君）」
などの感想があった。他の人の意見を聞きながら議
論することを通して、互いに多面的に考えられたの
ではないだろうか。
　そして、実際の「西馬音内盆踊り」の映像資料を
見て、授業の終わりに自己と対話した時間によって、

議論した考えを深めることができたのではないかと
考える。上記にある下線部の感想のように、「正解」
の無い問題にモヤモヤとした気持ちが残ったならば、
この問題を正面から受け止め始めたということでは
ないだろうか。
　以上から、授業のねらいは概ね達成でき、伝統文
化を題材とした「考え、議論する道徳」の授業実践
のひとつのあり方と可能性を示したといえるのでは
ないかと考える。

（２）今後の課題
　授業実践を検討するなかで、今後の課題も見えて
きた。例えば、次のような感想があった。
　「これまでの道徳教育以上に、色々な分野のこと
を知っておかなければいけないなと思いました。（Ａ
君）」
　「授業を行う先生も、問題提起から情報まで様々
な準備が必要であると感じた。（Ｄ君）」
　伝統文化に対する知識やしっかりとした準備、そ
して問題意識が、教員の側に求められると予想され
る（※18）。
　また、「課題提供型の授業なので、教員・文科省
の意向が強く表れる可能性が強いように感じました。

（Ｅ君）」という感想を見ると、十分に授業の狙いが
行き届かなかった部分があるといえる。教師の価値
観の押しつけにならず、子どもたちが自分の意見を
まとめやすいように、教師はサポート役としての配
慮が一層必要である。
　また、授業を行ってみた筆者の所感としては、展
開２の議論で、もう少し工夫ができたのではないか
と考える。例えば、伝統を守るのか、それとも変え
ていくのかという３つの意見のどれに賛成するか、
その理由については活発に意見が交わされたが（住
んでいる人の気持ちが一番大事で伝統を守るべきと
いう意見、ヘボンさんを偲ぶという思いがしっかり
あれば盆踊りが多少変わっても良いという意見等）、
３つの選択肢以外の意見が出るような働きかけがも
う少し必要であった。盆踊りを身近な問題として捉
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え、活発な議論へと展開できただけに、惜しかった。
　さらに、地域には、盆踊りのように魅力的な題材
がまだまだある。魅力的な地域の題材を活用して、
伝統文化を題材とした「考え、議論する」道徳の授
業実践を考えるとき、教科との連携や、家庭や地域
社会と連携することも、今後の課題としたい。
　今回は大学生に対して50分の授業実践を行なっ
たが、得られた課題や可能性を手掛かりとして２～
３時間の単元計画を作成し、実際に小学校での実践
も行い、児童の反応などを見ながら検討していくこ
とも課題だと考えている。
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り方に関する考察～総合単元的な道徳授業カリキュラ
ムから考える真の道徳教育の検証～」『岡山大学教師
教育開発センター紀要』第6号、2016年、1-10頁。荒
井一郎「＜道徳教育実践報告＞現場はこう考える　小
学校」『教職課程』協同出版、2015年1月号、22-23頁。

（あさか　れいこ）
【受理日　2016年12月６日】


