
実技を伴う学習活動の支援 

【例】 書写指導の支援/調理実習の支援 

三味線の実技指導 等 

実 技 支 援 タ イ プ



様式 

学  校  名 奄美市立奄美小学校 対象学年 ６年生 

支援活動内容 
支援ボランティアを活用して，ミシンの操作を教わったり，不具合へ

の対応をお願いしたりする。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  家庭科におけるミシンの学習では，操作や下準備に時間   

がかかる上に，糸詰まり等の故障も多く，個別指導も十分  

できない場面が多々出てくる。 

  このような状況において，地域・保護者をゲストティー   

チャーとして招聘し，ミシン指導に当たっていただくこと  

で，個別の対応やミシンの不具合等への対応がスムーズに 

行われ，より効率的で充実した指導が期待できる。  

２ 支援ボランティアの募集方法 

６年学年通信において，授業のねらいやボランティア活動の内容及び協力のねらい等に

ついてお知らせし，保護者を中心に授業への協力を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

 保護者 10 名が参加した。まず支援ボランティアの自   

己紹介をして，児童とのコミュニケーションを図った。 

 グループごとに分かれて，担当するミシンを決めて， 

下糸・上糸等の準備からはじめ，適宜，児童の活動の 

補助及び支援を行った。 

４ 学習の成果等 

ミシンの実技指導に当たっては，ミシンの故障による時間的なロスや個に応じた指導

の観点から支援ボランティアの指導がたいへん効果的である。児童の活動時間が十分に

確保され，充実した活動が確保できる。 

 担任は，個にかける時間が確保でき，個別指導や評価に充てることができた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 児童が互いに教え合えるようなグループ編成を行い，支援ボランティアが効率的に指

導でき，より効果が上がる態勢づくりを行う。

地域のプロに学ぶミシン実技指導

 実技支援タイプ 



～八月踊りと輪内音頭を地域の方々に学ぶ郷土学習
踊れるようになろう～

学 校 名 奄美市立朝日小学校 対象学年 全校児童

地域町内会の方々を活用して，地域に伝わる八月踊りや輪支援活動内容

内音頭を教えていただくことで，郷土教育の充実を図る。

１ 活用のねらい（学校の願い）

創意の時間において，浦上町内会の方々

を講師として招聘し，地域の伝統八月踊り

や輪内音頭を教わる。そして，秋季大運動

会で地域の方々と踊ることで，地域の文化

や伝統を継承していく。

， 。活用にあたっては 下記のことに留意する

 練習を通して浦上町内会の方々と児童と

の交流が深まるように，練習形態を工夫す

る。

 地域の伝統的な踊りである。よって，踊ることができる児童も多い。し

かし，本校は転入児童も多いため，特にそれらの児童が踊ることができ

るようになるための指導法を工夫する。

 秋季大運動会では，地域の方々にも参加してもらい，地域に継承される

伝統の踊りを踊ることを通して，自分の住む地域のよさを実感できるよ

うにする。

２ 支援ボランティアの募集方法

創意の時間の係が，浦上町内会の会長さんと連携しながら実施する。

３ 支援ボランティアの出番

 指導には，毎年20人前後の方々が講師として参加してくださっている。

 秋季大運動会の場ではもちろん，全校練習の場でも，三味線や太鼓も

必ず演奏してくださる。また，指笛も吹いてくださり，練習にも力が入る。

 秋季大運動会には，大勢参加してくだ

さった。

４ 学習の成果等

 地域の方々と交流することができた。

 郷土の踊りを踊れるようになった。

 自分の住む地域の八月踊りとの違いに

も気付くことができた。

５ 活動の工夫や配慮事項等

 八月踊りや輪内音頭を踊る活動を通し

て，自分の住む地域，そして奄美大島を誇りに思う気持ちを育てる。

 指導してくださったことに対して感謝の気持ちをもつことができるよ

うにする。

実技支援タイプ



１ 活用のねらい（学校の願い） 

  本校では，平成15年から総合的な学習の時間をおいてマリンスポーツ 

活動を展開している。これは本校の特色ある教育活動として，大事に受 

け継がれている。 

  子どもたちは自然豊かな奄美で生活しているにも関わらず，その魅力  

を感じたり，関心が薄かったりする。この活動を通して，自然，環境， 

故郷に目を向け，今後の自分のあり方や奄美の未来について考えるよう  

になってほしい。なお，活用にあたっては，下記のことに留意する。 

 海で活動するため，安全面に十分配慮する。朝の健康観察をもとに，児童の体調の把握，使用する道

具の確認をしっかり行う。 

 指導者，職員を含め，必ず複数で児童を見守る態勢をつくる。（保護者へも協力を依頼する。） 

 海の状況については，必ず指導者と相談し，実施の判断を行う。また，活動途中で天候等急変した場

合は，速やかに中止できるようにする。

２ 支援ボランティアの募集方法 

校区内で奄美海族塾を経営している高井直人氏に毎年講師を依頼している。 

 海族塾のスタッフにも相談し，活動への参加を依頼している。 

３ 支援ボランティアの出番 

 子どもたちは発達段階に応じて，カヌー，ＳＵＰ，ウィンドサーフィンに   

挑戦するが，それぞれのマリンスポーツにおいて指導者が必ずつき，安全に行う上での留意点や操作法

について指導を行った。 

 子どもたちが活動する際は，事故が起きないように，十分配慮しながら見守り活動を行った。 

 海中観察や海岸清掃に一緒に参加し，生き物の不思議な生態や環境を守る大切さについて，子どもた

ちに伝えた。 

４ 学習の成果等 

今年度はふるさと留学制度で多数の児童が本校での留学を希望したが，その主な理由はマリンスポーツ

が体験できるというものであった。実際に12名の児童が体験したが，「奄美の海がこんなにきれいだとは

知らなかった。」「この美しい海をいつまでも大切にしたい。」などの感想を述べていた。子どもたちに自

然，故郷，環境について関心をもたせ，今後の生活で関わりをもたせるきっかけになると感じている。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 海が活動の場なので，風や潮の流れ等，事前に高井氏と十分検討し，実施の有無を行うようにしてい

る。安全を第一に優先するようにしている。 

 単なる活動で終わるのではなく，調べ学習や絵や作文などに表す活動に繋げるような事後活動の充実

を図っていく。 

 学校便りやホームページでの紹介を中心に，地域の方々にも周知してもらい，応援や支援をいただく

環境づくりに努める。 

学  校  名 奄美市立手花部小学校 対象学年  １～６年生 

支援活動内容 
マリンスポーツを通して，奄美の豊かな海の魅力を，五感を通して味わい，ふるさとの

よさの再確認，再発見を行う。 

海から学ぶ自然・環境・故郷～てーぶの海でマリンスポーツ活動を通して～ 

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立小湊小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 日の出会(老人クラブ)の方々と第２土曜日の緑の時間に子どもたち

と一緒に花づくり花いっぱい運動に取り組んでいる。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

日の出会の方々との花づくり花いっぱい運動を通し 

て，人との関係や植物を大切にする心を育てる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

町内会総会で説明し，日の出会会長から，日の出 

会の方々に声かけをしていただくとともに，町内会 

放送でも呼びかけを行っていただいている。 

３ 支援ボランティアの出番  

毎月１回，第２土曜日のみどりの時間（８：30～８：50）に本校正門前に来てい

ただいて, 除草をしたり，花壇を耕したり，花植を行ったりしていただいた。 

日の出会の方々は，８:30～10:30 の活動となっている。 

４ 学習の成果等 

昨年度までは,花の少なかった花壇や雑草の生い茂った 

正門前などに花がたくさん咲くことにより，雰囲気も明る 

くなり，子どもたちも,放課後や休日に日の出会の方々に 

あいさつするなどの関わりもできてきた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

年間計画をしっかりと立て，植える花の苗も種から育てている。また，餅つき大

会に招待し，一緒に会食する機会を設定している。 

地域の高齢者の皆様と児童とのふれあい活動

～子どもたちと一緒の花づくり花いっぱい運動～

 実践支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立知根小学校 対象学年      全学年 

支援活動内容 昔ながらのお正月に飾るしめ飾りを,地域に住む先輩方の技を伝授し

てもらいながら，自作のしめ飾り作りを行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間（１・２年生は生活科）において, 

高齢者クラブの方や専門にされている方をゲストティー 

チャーとして招き，お正月に飾るしめ飾りの作り方を教え 

てもらう。 

  実際に昔から各家庭で飾られてきたしめ飾りの作り方 

を見たり,自分の手で作ってみたりすることで,自分たちも受け継ぎ大切に残していかなけ

ればならないものであるという気概をもたせる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

地域の高齢者クラブの会長さんへ連絡をして，参加できそうな方に声をかけてもらった。

３ 支援ボランティアの出番  

 高齢者クラブ会員２名，町内会役員１名，保護者１名と地 

域で専門に作られている方（１名）に来ていただいた。 

 ２，３人ずつのグループに分かれて，わらの編み方（手や 

足の使い方など）を教えてもらった。飾る場所や地域によっ 

て，わらの編み方や編む方向が違うことなどの説明も受けた。  

４ 学習の成果等 

【子どもの振り返りシートより一部抜粋】 

〇 一年生のときは上手にできなかったけれど，二年生になったらはやく上手にできた。 

 〇 毎年作っているしめなわを，今年も作った。みんなから「うまい」と言われてうれし

かった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 準備や後始末なども，子どもたちが進んでできるよう声かけを行った。

 出来映えだけでなく，粘り強く取り組んだ姿勢や上達したところを称賛した。

 活動の振り返りの時間をとって，ゲストティーチャーへの感謝の気持ちや自分が作っ

た作品への思いなど，感想をまとめさせた。

先人に学ぶ伝統の技  ～お正月用のしめ飾りを作ろう～

実技支援タイプ 



学  校  名 奄美市立大川小中学校 対 象

学 年

全児童生徒 

(小１～中３) 

支援活動内容 奄美の伝統文化を進んで継承しようとする児童生徒の育成

  ～奄美の言葉（くとぅば）を奄美の子らに～

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間等を利用し，学年を超えた異年齢の集団で，地域の高齢者を講師と

して活用し，シマグチ・シマ唄の学習を進めることにより，地域との一体感を醸成し，地

域を誇りに思う児童生徒を育成する。 

  主な取組 

 シマグチが話せる地域人材を活用した指導 

 シマグチ・シマ唄学習の教材･領域での横断的指導 

 地域に伝わる「八月踊り」保存会との連携 

 シマグチ・シマ唄にかかる課題を主体的，創造的，協働的に取り組ませる活動 

２ 支援ボランティアの募集方法 

教頭が地域の人材（高齢者）を探したり，講師の方々の知人を紹介したりしていただき

ながら，本学習の趣旨･ねらいを説明し，人材確保に努めている。20 数名を超える講師で

あり，毎回 10 名程の参加である。 

３ 支援ボランティアの出番  

 土曜授業を活用し。全校児童生徒を異年齢による８グループに分け，少人数の学習を 

５回行った。 

 各グループに講師を１～２名を割り当て，学校の教員がシマグチ学習の展開がスムー

ズにできるよう進行表を作成し，グループ学習が講師に負担にならないようにした。 

 地域の唄者にも講師として依頼し，奄美に伝わるシマ唄で用いられているシマグチの

意味，歌い方などを指導してもらうと共に奄美の伝統的な曲も音楽教員が指導した。こ

れらの曲は昼の校内放送で流すなど，日常的に歌えるよう配慮した。   

４ 学習の成果等 

 学習の進め方が定着し，児童生徒が教え合う場面が増えた。また，講師が児童生徒の

名前を憶えてくださることにより，親近感をもって楽しく学習できるようになった。

 講師の方々を中心に地域での児童生徒の関わりが広がった。

 本学習の全体進行を中学生に務めさせていることにより，下学年（小学校低学年）に

も分かりやすく楽しい学習へと工夫させることができ，「継承」への意欲をもたせるきっ

かけにもなった。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 地域，学校が一体となって子どもたちの成長を支え合う態勢づくり 

やシマグチ･シマ唄学習の校内態勢を構築する。 

 シマグチを浸透させるための他教科･領域での伝統文化教育の視点を取り入れる必要

がある。 

 講師の高齢化に伴う人材確保が難しい現状となってきている。 

シマグチ･シマ唄で学ぶ伝統文化教育の実践

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立崎原小中学校 対象学年 小１～中３ 

支援活動内容 
校区で古くから行われてきた炭づくりを，支援ボランティアの方から

学び，郷土についての理解を深めよう。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間の学習の一環として，炭作りの 

経験のある地域の方を招聘し，校区で古くから行われ 

てきた炭作りについて学ぶとともに，郷土に対する理 

解を深める。 

 活用にあたっては，次のことを留意する。 

 過去に地域で行われていた炭作りのようすにつ 

 いて話をしてもらう。                       

 炭づくりの全工程について説明してもらい，その難しさや仕事の大変さ，炭が完成し     

 たときの喜び，達成感等についても話をしてもらう。

２ 支援ボランティアの募集方法  

 教頭が今年度の炭づくりについて，その趣旨やねらい，日程等を町内会で説明し，協力を要

 請した。また，炭作りに関して専門的な技術をもっている講師の方へは，直接，家庭を訪ね，

 詳細を説明した。

３ 支援ボランティアの出番  

 人手が必要な木の伐り出しについては，町内会から男性 

 13 名が参加し，中学生にやり方を教えながら活動した。     

 窯の修復作業については，小学生を中心に行い，窯への 

 薪入れ，火入れの作業は中学生が行った。それぞれ支援ボ 

 ランティアの指導を受けて，活動に取り組ませた。 

４ 学習の成果等 

 児童生徒が口をそろえて「学校の自慢は炭作り」と言うように，本学習を通してよりよ 

い校風をつくっていくことや，郷土の伝統文化を大切にし，郷土を愛する態度を培うこと   

につながっている。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

  木の伐り出しから炭の完成まで，期間の長い活動となっているとともに，児童生徒が活 

 動できない夜間の窯の監視等もあるため，支援ボランティアをはじめ地域ぐるみの協力が 

 必要である。

郷土について学ぼう ~はあごろ窯での炭作り活動

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立赤木名小学校 対象学年 ３～６年生 

支援活動内容 地域の宝，八月踊り，三線・チヂンについて，地域の保存会の方の協力

を得ながら，学校校区合同の運動会での発表の足がかりにする。 

島口については，地域のボランティアの方学習発表会で発表する。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

ふるさと赤木名の宝物である，八月踊りを中心にした，島口，三線・チヂンの継承活動

を行うことを通して，奄美，そして，ふるさと赤木名を愛し，自信と誇りをもつ児童の育

成を図る。

活用にあたっては，次のことに留意する。 

 児童を「八月踊り」「島口」「三線・チヂン」の３

つのグループに分け，それぞれ保存会の方や地域の

方が，講師として指導する。 

 保存会の方，地域の方が，八月踊りなど地域の文

化を守っていって欲しいという強い思いをもってい

ることを話していただく。 

子どもたちが，シマの文化に親しみをもてるように，それぞれのグループが，発表会

を通して交流することで全ての内容に触れさせ，子どもたちの興味や関心を高めさせる

ようにしている。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

  窓口を教頭にし，講師に，授業の趣旨やねらいを文書にて伝え，授業への参加を依頼した。

また八月踊り保存会の定例の学習会にも管理職自らが参加し八月踊りの理解を深めるとともに，

学校の教育活動への協力をお願いした。 

３ 支援ボランティアの出番  

 ６月から 10月までの期間で，４回ほど来校してい   

ただき，それぞれの指導をお願いしている。ボラン 

ティアの方は，八月踊り（３名），島口（１名），三 

線・チヂン（１名）である。

 八月踊りグループでは，講師が歌詞の説明をし，   

自ら唄をうたって手本を見せた。その後，講師がリ 

ードする形で子どもたちと一緒に唄をうたう練習を 

行った。その後，唄をうたいながら踊る練習を行った。

 島口グループでは，日常の中の言葉を，講師が島口で話し，それをまねて話す練習を

赤木名っ子タイム ～八月踊り，島口，三線・チヂンの伝承活動～

実技指導タイプ 



行った。発音やイントネーションなどについてくり返し指導を行った。 

 三線・チヂングループでは，六調の三線の練習をしたり，六調のリズムに合わせたリ

ズム打ちの練習をしたりしている。講師に手の動きや打ち方などを指導してもらい，講

師に合わせて，弾いたり，リズム打ちをしたりしている。 

４ 学習の成果等（子どもの感想より）

 三味線の間奏を覚えることができた。とても難しくて前奏で苦戦しました。後半は手

が痛かったです。 

 チヂンと三味線が合う，いい方法を教えてもらったのでとても楽しかった。もっと上

手になりたいです。 

 次の時間の発表のために，たくさん方言を覚えました。発表でミスをしないようにこ

れから力を入れていきたいです。 

今日は動物や植物，魚の名前を島口で言いました。もっともっといろいろな島口を覚

えたいです。

 浜千鳥（ハマチジュラ）の歌は知っていたけど，振り付けが難しかった。またやりた

いです。 

 赤木名観音堂がしっかりと覚えられ，さんだまけまけも積極的に取り組めた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 指導していただくだけでなく，地域の方に奄美や文化に対する熱い思いを伝えてもら 

うことで，郷土の先輩方の「心」を伝える場を設けている。 

 校区の大運動会で，八月踊り，三線・チヂングループが習ってきたことを一緒に発表

し，そこに地域の方も一緒に踊りに参加する場を設けることで，子どもたちの達成感を

更に高めるようにしている。 

 学校便りなどで，取組を紹介したり，家庭教育学級で八月踊りを学ぶ場を設けたりす

るなどして，学校での活動が地域に広がっていくような取組を行っている。 

（家庭教育学級では，親子，職員，地域の方，保存会の方など全部で 80 名を超える参

加者があった。） 



様式 

学  校  名 奄美市立笠利小学校 対象学年 １～６年生 

支援活動内容 支援ボランティアの指導をもとに，地域に伝わる島唄・八月踊り・三

味線を継承し，運動会や卒業式で披露する。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において，地域の島唄・三味線 

 の継承者を招聘して指導していただき，文化の継承・ 

 郷土教育の充実を図っていく。 

  活用にあたっては，次の点に留意する。 

 地域の方々の思いや郷土の文化を理解するととも 

  に，それらを継承していこうとする気持ちを育てる。 

 できるだけ多くの島唄・島口を紹介していただき， 

  地域の文化や風土のすばらしさを認識させる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

  地域の大笠利わらぶぇ島唄クラブの会長さんやＰＴＡ役員さん等に相談し，指導者を紹

介してもらった。指導者には,授業の趣旨やねらいを十分に打ち合わせてから授業に参加し

ていただいている。 

３ 支援ボランティアの出番  

 運動会における島唄・八月踊りの指導 

  ３～６年生全員に向けて運動会で披露する島唄の歌詞を島口で読んでいただくととも

に，歌詞に描かれた奄美の自然や奄美に暮らす人々の気持ちを説明していただく。 

  島唄の指導は６月から８回。その後，１・２年生を加えて全体練習。 

 卒業式における島唄・三味線の指導 

  島唄と三味線に子どもたちを分け，それぞれを指導してもらう。島唄は「行きゅんに

ゃ加那」以外の曲についても紹介し，一緒に唄っていただく。三味線は希望者を中心に

「行きゅんにゃ加那」の伴奏ができるように指導していただく。 

４ 学習の成果等 

  子どもたちは地域の指導者に対して敬意をもって接するとと 

 もに，奄美の歌や文化等に触れることで郷土に対する誇りと自 

 信を高めている。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 練習の成果を発表する場に地域の人々や保護者が多くいる場を設定する。 

 奄美の文化や島口・島唄・八月踊りを正しく理解させるとともに，誇りと自信をもた

せ，守り続けていこうとする意識を高める。 

島唄が流れる運動会・卒業式

～ ちぢんが響く運動会・「行きゅんにゃ加那」で送る卒業式 ～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立笠利小学校 対象学年 １～６年生 

支援活動内容 朝の読書活動時間の充実のために，地域の読み聞かせグループを活用

して，各学級に読み聞かせを行ってもらう。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  朝の読書活動の時間の充実のために，地域の読み聞 

 かせグループ「すずかけの木」にお願いし，月に２回 

 程度の読み聞かせを行っている。 

  活用にあたっては，次の点に留意する。 

 より多くの本に接する機会を拡充するために， 

  読み聞かせの本の重複を避ける。  

 奄美を主題・題材にした本を紹介していただき， 

  地域の文化や風土のすばらしさを認識させる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

  10 年以上続く読み聞かせグループ「すずかけの木」は，約 10 名程度で活動しており，

地域の人材と保護者で構成しているので，欠員補充するときは口コミで募集することが多

い。そのため，人材不足になりがちである。 

３ 支援ボランティアの出番  

 月に２回，金曜日の朝活動の時間に，各学級で本の紹介を 

してから読み聞かせを行っている。 

４ 学習の成果等 

  子どもたちは読み聞かせを毎回楽しみにしており，グループ 

の方々も意欲的に取り組んでおられるように感じる。また，本 

校の子どもたちの図書の年間貸し出し冊数が 200 冊を超える児童が多いのも，この読み聞

かせが功を奏していると考える。（本年度 11 月末現在で，貸出総冊数は 8,000 冊を超えて

いる。一人当たりにすると約 125 冊。） 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 意図的に奄美の自然や文化をテーマにした本や，奄美出身の作家の本を選んでいただき，

紹介したうえで読み聞かせをしていただくことで，子どもたちの郷土に対する誇りや自信

を育てる。 

読み聞かせグループ「すずかけの木」

～ 本が大好きな子どもたちを育てるために ～

実技支援タイプ 



別紙様式 

学  校  名 奄美市立節田小学校 対象学年 １・２年 

支援活動内容 イモ植えから収穫祭まで（５月から１２月）の期間を通して，支援ボ

ランティアを活用してイモを栽培し，植え方や調理法など先人の知恵を

学ぶ。また，その支援を通して，児童とのふれあいの場とする。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  生活科の時間において，高齢者クラブの方をゲストテ 

ィーチャーとして招へいし，植え方や調理法などの指導 

をいただくことで，先人の知恵を学び尊敬の念を抱くと 

ともに，高齢者とのふれあいの場とする。 

 また，作物を育てる喜びや，働く喜びを体験すること 

で，勤労を尊ぶ心を養い，自然の恵みや高齢者へ感謝の 

気持ちをもつことができるものと考える。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

１・２年担任が地域の高齢者クラブの会長さんへ授業の趣旨・ねらいを相談し，会員へ

の授業参加を依頼した。

３ 支援ボランティアの出番  

 高齢者クラブ会員 10 名が参加した。まず最初に高齢者クラブ会長がイモの植え方につ

いて説明や注意事項などについて指導してもらう。 

 イモ植えの活動の際に，各会員から指導や補助をも 

らう。 

４ 学習の成果等 

 高齢者の方に教えてもらいながら，楽しそうに活動 

していた。 

 活動の中で，自然と会話が生まれお礼を言う姿が見られた。 

 支援ボランティアの方々も楽しみにしており，ふれあいの機会となっていた。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 事前にねらいや趣旨について高齢者クラブの会長に説明しておく。 

 収穫祭のあとにお世話になった方へ児童からのお礼と，学校からのお礼状を送る。 

さつまいもを育てよう（芋植え）

 実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立宇宿小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 奄美市の無形民俗文化財である「宇宿稲すり踊り」の唄，踊り，チヂ

ン(太鼓)，三味線，ハト(指笛)等の指導を，支援ボランティアを活用し

て行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  奄美市の無形民俗文化財「宇宿稲すり踊り」の継承と， 

 郷土（宇宿・奄美）のことを進んで学ぼうとする子ども， 

郷土を愛し，郷土に誇りをもつ子どもを育成する。 

 活用にあたっては，次のことに留意する。 

(1)  「宇宿稲すり踊り」に込められた人々の思いや 

願いを，話をしてもらうようにする。 

(2)  地域の方々との交流を通して，挨拶や礼儀等の指導も併せて行う。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

例年指導をいただいている方に直接依頼をしたり，宇宿集落老人クラブ喜楽会会長を通

して会員に依頼をしたりしている。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 踊りに込められた思いや願い，踊りの一連の所作について，それぞれの意味等を話し

ていただいた。 

(2) 各パートに別れて，それぞれ具体的に指導をいただいた。 

(3) 三味線については，夏休み期間を利用し，指導者宅で指導をいただいた。 

４ 学習の成果等 

支援ボランティアの指導を通して，「稲すり踊り」が 

上達したことによって，運動会，音楽発表会，地域まち 

おこしフェスタで自信をもって発表することができた。 

さらに，「稲すり踊り」に込められた思いや願い等を知 

ることで，「稲すり踊り」への関心を高めたり，地域の昔 

の様子に思いを馳せたりするようになった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 発表する場を設けることで，達成感や自己有用感をもつことができるようにする。 

(2) 教育課程に組み込むことで，今後も継続して活動ができるようにする。 

宇宿っ子カーニバル ～ 稲すり踊りの継承 ～ 

実技支援タイプ 



学  校  名 奄美市立屋仁小学校 対象学年 ３～６年生 

支援活動内容
地域支援ボランティアから島口を用いたことわざや日常語，三味線の

弾き語りを学び，島唄や八月踊りを学習発表会等で発表する。  

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において，講師である山下和久氏を 

ゲストティーチャーとして招へいし，三味線の弾き方や島 

唄，島口，八月踊りを学んでいる。学んだことを総合的学 

習の時間のまとめとして学習発表会等で発表することによ 

り，郷土への愛着を深め，地域行事への積極的参加を図る。 

なお，活用にあたっては，下記のことに留意する。   

 ３年生から６年生までの同時学習となるため，三味線 

の練習については，１学期当初に未経験者や弾くのが未熟なグループと弾き語り等が出

来上がりつつあるグループの２グル―プに分かれ，経験者は５・６年生の上級生を中心

として自主的に学び，指導者は主に未経験者について指導してもらうようにする。 

また，いずれのグループにも担任がついて指導方法について学んでいる。 

 地域の島口に対する思いや島口にまつわることわざ等を話してもらい，八月踊りにつ

いても教えてもらう。 

 指導者との交流をとおして，あいさつや礼儀面の指導も併せて行う。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

授業の趣旨・ねらいを指導者に相談して地域の有志を募り，授業参加を依頼した。

３ 支援ボランティアの出番  

 毎月１～２回，原則として火曜日に行われる，『まあじんゆらおうデー』での，島口や

島唄や三味線の指導 

 学習発表会に向けての演技指導についても支援をしてもらっている。 

４ 学習の成果等 

 島口や島唄等に対して，今まで以上に児童の興味や，もっと 

習いたいという思いが高まり，熱心に練習したことで，学習発 

表会では，地域の方々から好評であった。 

 担任や学校職員も共に島口・三味線等を学び，八月踊り等の 

地域行事にも積極的に参加している。また，少しずつではある 

が，島口が理解できるようになってきた。 

 親睦が深まり，集落内外で見かけると，お互いに気さくに話し合える雰囲気が醸成さ

れている。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 活動後のお礼状を学校と児童のことばを添えて指導者に渡し，次年度も指導してもら

いたい旨を前年度中に伝えておく。

 活動のねらいや日程・学習内容・指導方法等について前年度中に綿密に打ち合わせを

行っておく。また，担当者が変わる可能性があることも踏まえ，確実に引継ぎを行うた

めに，確認事項を文書として残しておく。 

まあじんゆらおうデー 

～屋仁に伝わる島口言葉や島唄・八月踊りを覚えて発表しよう～

実技支援タイプ 



学  校  名 奄美市立朝日中学校 対象学年  全学年 

支援活動内容 地域に伝わる八月踊りを，支援ボランティアを活用して実技指導をし

ていただく。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間に，浦上自治会五十代会（いそよか 

い）の方をゲストティーチャーとして招聘し，地域に伝わ 

る八月踊りについて実技指導していただき，体育大会で地 

域の方と一緒に発表するとともに，豊年祭や八月踊りに主 

体的に参加する雰囲気を醸成する。 

 千葉県芝山中学校との交流会で八月踊りを一緒に学 

  ぶ活動を通して，郷土の良さを再発見する機会とする。 

 五十代会に実技支援をお願いし，体育大会前の八月踊りの練習を通して，地域の節踊

りなどに意欲的に参加する雰囲気を醸成する。 

 地域の先輩との活動を通して，長幼の序を大切にする雰囲気を醸成する。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

地域の町内会長に活動の趣旨を説明し，五十代会（いそよかい）へ依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

 芝山中学校との交流会では，20 名の五十代会の会員が来校し，島口を混ぜて奄美や浦

上地区の紹介をしながら，八月踊りを一緒に楽しんだ。 

 体育大会に向けての練習では，25 名の五十代会の会員が来校し，生徒と一緒になって

八月踊りを楽しんだ。 

 地域の豊年祭や節踊りでは，学んだことを生かし，地域 

の行事を楽しむとともに，地域の先輩方と交流を深める機 

会となった。 

４ 学習の成果等 

新聞に報道され，保護者や地域へ活動を紹介することができ 

 来年の活動への意欲が高まった。              〔体育大会での八月踊り〕 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 早めに連絡し，調整していただく。 

 小学校と連携して，調整を図る。 

わきゃ島の文化を学ぶ ～先輩から受け継ぐ八月踊り～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 奄美市立住用中学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 
郷土の伝統文化である三太郎太鼓を，地域の支援ボランティアの方に

指導していただき，学習発表会を通して地域の方々や保護者に発表す

る。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において，地域の青年団の方を 

 ゲストティーチャーとして招へいし，地域に伝わる太 

 鼓の演奏技術の習得をする。活用にあたっては下記の 

 ことに留意する。 

 地域の方との交流を通して，あいさつや礼儀面の 

指導を行う。 

 伝統文化継承に対する思いを語ってもらう。 

 発表会にて地域の方に披露し，達成感や充実感を味わうことで伝統文化を継承する大 

切さを感じる機会とする。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

昨年度の計画をもとに，総合的な学習の時間の担当職員で実技指導の支援ボランティア

の選任を行い，職員から直接本人へ依頼を行った。

３ 支援ボランティアの出番 

 最初の授業でオリエンテーションを実施し，自 

己紹介や太鼓を扱う心構えや太鼓を打つ姿勢など 

を教えてもらい，交流を深めた。 

 職員と連携して，太鼓の種類ごとにグループリ 

ーダーを決め，練習の計画や目標を設定した。 

 太鼓の実技練習では，リズムをあわせることが 

苦手な生徒へ個別に丁寧な説明で支援を行った。

４ 学習の成果等 

発表会当日は気持ちの込もった力強い演奏を地域の方々や保護者に披露できた。また，

地域の伝統文化の継承について生徒が思いを深めることができた。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 活動のねらいを十分に理解してもらうために，職員と打ち合わせの時間を設定した。 

 発表会後のお礼状に生徒の感想を添えて送付した。 

【学習発表会】

【練習の様子】 

伝統文化の継承～三太郎太鼓を演奏しよう～

実技支援タイプ 



様式 

１ 活用のねらい（学校の願い） 
  家庭科の時間において，笠利在住の方をゲストティー 

チャーとして招聘し，郷土奄美に伝わる食文化や地場産 

物について教えていただき，郷土料理作り（がじゃ豆， 

鶏飯）を通して郷土教育及び食育の充実を図る。 

 奄美の食文化及び地場産物について話してもらう。 

 交流給食を通して，郷土の食文化に関する思いや郷 

土を誇りに思う気持ちを話してもらう。

２ 支援ボランティアの募集方法 
養護教諭や３年担任が，保護者や郷土料理を提供している「味の郷かさり」へ授業の趣

旨やねらいを説明し，授業への講師招聘及び交流給食への参加を相談した。 

３ 支援ボランティアの出番  
 生徒７名に対し，「味の郷かさり」から講師２名が参加した。まず，養護教諭から本時

の趣旨や目的を説明したあと，自己紹介を兼ね，「鶏飯」や「がじゃ豆」についてその歴

史等について説明してもらった。 

 生徒１人につき１台のコンロを準備し，個人で調理実習に取り組んだ。鶏飯に使われ

る鶏の部位の説明をしていただいた後，ささ身，錦糸卵，出汁，シイタケの甘辛煮につ

いて指導を受けながら調理した。 

 「がじゃ豆」についてはフライパンで炒りながら調理したが，大変焦げやすいという

ことで，「オーブンを活用しても調理できる」など，家庭における調理方法についてもア

ドバイスをいただいた。 

 調理後は交流給食を実施した。グループになって昼食を共にしながら，郷土奄美の食

文化や地場産物の歴史を説明していただくとともに，若い世代がどのようにして引き継

いでいかなければならないか意見交換を行った。また，世界遺産登録を控え，郷土奄美

の食文化を広げていくことの重要性についても意見交換を行った。 

４ 学習の成果等 
生徒からは，「自分たちの郷土には誇れる食文化がたくさん 

あることを改めて理解することができた」「普段おいしく食べ 

ている鶏飯も手間が非常にかかり，調理が大変なことが分かっ 

た。給食調理員さんにも感謝しなければならない」などの感想 

が聞かれた。また，講師の方からは「中学生と郷土の食文化に 

関する意見交換ができたのはとても貴重な体験だった」「交流 

給食も参加でき，大変楽しかった」等の感想が聞かれた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 
 活動後，生徒全員に感想を書かせ，画像を載せたお礼状とともに講師へ送付した。 

 完成したがじゃ豆はそれぞれの家庭にも持ち帰ってもらい，取組の様子を家庭へ周知

してもらうとともに，家庭での話題作りの一助としてもらった。 

 費用が発生するため，「大島地区食育支援推進事業」や，「あまみっ子」ふるさと学習

補助授業などを組み合わせて実施した。 

学  校  名 奄美市立笠利中学校 対象学年       ３年生 

支援活動内容  郷土奄美の食文化や地場産物について教えていただくとともに，笠利
在住の方を講師として迎え，郷土料理作りを行う。 

食に関する指導 ～郷土奄美の食文化や地場産物について学習しよう～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 大和村立大和小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 脈々と地域に伝わる八月踊りを途絶えさせることなく子どもたちに

継承していくために，支援ボランテイアを活用して八月踊りの練習を行

う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において高齢者の方を中心にゲ 

ストティーチャーとして招聘し，郷土教育の充実を図 

り，郷土愛を育む。 

  地域の方々との交流の中で「長幼の序」を学んだり 

 集落行事への意欲の向上を図ったりする。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

 老人クラブの会長さんや各集落の区長さんに手紙を持って直接出向き，趣旨やねらいを

伝え集落放送を通して授業参加を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

 １回目：高齢者１０名，地域の指導者２名，２回目：公区民４５名が参加した。 

(１) 体育館で八月踊りの唄の練習を行った。「はやし」や「かけあい」のタイミングなど 

を教えた。その後，チヂンのリズムや踊りを教えた。 

 (２) 校庭で大きな二重円を作り，校区民の間に子どもたちが入り，直接、一人一人に唄

や踊り，チヂンのたたき方等のアドバイスをした。習熟を図った。 

４ 学習の成果等

 ＜子どもの感想＞ 

   ・踊れるようになって嬉しかった。 

・唄が歌えるように方言の勉強もしたい。 

  ＜学校の感想＞ 

   ・地域の教育力・協力体制のよさに感激した。 

   ・児童と一緒に地域の文化伝統を学びたい。 

  ＜地域の方の感想＞ 

   ・日頃から地域行事に積極的に参加する中で，郷土の文化を学び，郷土愛を高めてい

って欲しい。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 (１) 活動のねらいを十分に理解してもらうために，各団体長の家に文書を持って出向

き，直接依頼を行った。 

 (２) 教えていただいた八月踊りは，運動会で公区民と一緒に披露した。 

 (３) 活動後に学校と児童とお礼の手紙を書いて渡した。（児童は運動会の中で） 

八月踊り名人に学ぶ郷土学習 ～八月踊りを唄い・踊れるようになろう～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 大和村立名音小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 地域に伝わる八月踊りの唄や踊りを，地域支援ボランティアを活用し

て，一緒に練習する。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  体育の時間において，集落の方々をゲストティチャー 

として招聘し，集落に伝わる八月踊りの唄や踊りを一緒 

に練習することで，集落に残る伝統文化を継承していく 

と共に，世代間の積極的な交流を図る。 

 活用にあたっては，下記のことに留意する。 

 (1) 集落の方々に「八月踊り」に対する思いや自身が子 

どものころどのようにして「八月踊り」を学んで来たか 

  を話してもらう。 

 (2) 集落の方々との交流を通して，挨拶や礼儀面の指導も併せて行う。

２ 支援ボランティアの募集方法 

教頭及び体育係が集落の高齢者クラブ（むつみ会）や自助支援ボランティアサー

クル（ティダの会），名音集落八月踊り保存会，ＰＴＡへ授業の趣旨とねらいを相

談し，授業への参加を依頼した。

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 合計２１名が参加した。はじめに，「八月踊り」の意

味や，自身が子こどものころどのようにして「八月踊

り」を身に付けてきたかまた当時の集落の様子を話し

ていただいた。 

(2) 輪になって，保存会の方々のチジンのリズムに合わ 

 せて唄や踊りの練習を行った。

４ 学習の成果等 

○ 子どもの感想 

   集落の方々と唄や踊りを練習したり，昔の話を聞いたりして楽しく勉強するこ

とができた。   

○ 集落の方々の感想 

集落の子どもの数が減ってきているので，賑やかな子どもたちの声が聞けてよ

かった。集落の伝統文化を伝えることができてよかった。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 集落合同秋季大運動会で発表があるので，教えていただいたことをもとに元

気な発表をするよう継続して練習を行う。 

シマの先輩に学ぶ八月踊り～共に唄い踊る伝統文化の継承～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 大和村立今里小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 支援ボランティアを活用して，奄美の郷土料理（油ぞうめん・フナ焼

き）作りに取り組む。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  土曜授業における体験活動において，地域の老人会 

 である「和みの会」の方々をゲストティーチャーとし 

 て迎え，奄美に伝わる郷土料理を児童とともに作る活 

 動を通して，奄美のよさを実感し，故郷を大切にしよ 

 うとする心情を育む。 

  活用にあたっては，下記のことに留意する。 

 高齢者と児童のふれあいを大切にしながら，活動 

  を進める。                      写真１ 食材の切り方を教わる様子 

 郷土料理の調理に当たっては，高齢者のみが調理をすることがないように，児童と高齢者

とのグループを作り，児童にも調理の体験ができるようにする。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

今里集落の区長が地域の老人会である「和みの会」の会長を兼ねていらっしゃるので，郷土

料理作りのねらいや計画を説明し，支援ボランティアの募集に協力をいただいた。 

３ 支援ボランティアの出番  

 「和みの会」から５名が参加した。ボランティアと児童相互が自己紹介を行い，親交を深

めた。 

 ボランティアと児童が混成となったグループを編成し，ボランティアの支援を受けながら

郷土料理作りに取り組んだ。 

 ボランティアと児童がいっしょに試食をし，郷土料理のよさを確かめ合った。 

４ 学習の成果等 

  郷土料理教室後の子どもの日記に「地域の方とふれあいが 

 できて楽しかった」や「家でも油ぞうめんを作ってみたい」 

 といった感想があった。郷土料理に対する興味・関心を高め 

 ることができた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 高齢者と児童のふれあいができるように混成のグループ 

  構成で活動に取り組むようにした。 

 郷土料理教室を年１回開催し，児童の郷土料理への関心 

  が継続するようにする。                写真２ フナ焼きを作る様子

郷土料理教室～奄美の郷土料理作りにチャレンジ！～ 

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 大和村立大和中学校 対象学年 中学１年生 

支援活動内容 郷土の食材や料理について，地域の支援ボランティアの方から講話し

ていただく他，「三献」等の郷土料理を一緒につくり文化の継承を行う。

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  本校の総合的な学習の時間の大テーマは「郷土について学び， 

 考えよう」であり，学年毎に小テーマを設定している。１年生 

は「郷土の食」と設定し，郷土の食材や料理を通して郷土の文 

化について学ぶことをねらいとしている。 

 そこで，地域に住む方々に郷土の食材や料理について教えて 

いただき，実際に郷土料理をつくることで郷土の文化を継承させ 

ていきたい。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

本校所在地である思勝集落の大和村生活研究グループに中学 

 １年生担任が依頼し，複数名の方に講師として来校いただいた。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 11 月に生活研究グループの方４名に参加していただき，「郷土の食について」の講話

を実施した。郷土の野菜や果物，魚等実際の食材を持ってきていただいた他，それぞれ

の料理法などについて説明していただいた。 

(2) 12 月に生活研究グループの方４名に参加していただき，郷土料理の調理実習を実施し

た。奄美の各家庭で作られている「三献」（祝いの席やお客さんが来られた際のもてな

し，正月料理）や「ハーヤマンの赤飯」（赤紫の山芋とうるち米で作る奄美大島の赤飯）

といった伝統的な祝いの料理の作り方を指導していただいた。 

４ 学習の成果等 

調べ学習も実施しているが，実際に地域の方々から教わること 

 で郷土に根付く文化や歴史，知恵を学ぶことができ，料理作りを 

 体験することで技術や文化を継承することができた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 事前打合せを十分に行い，目的や内容の共通理解を図る。 

(2) 活動後はお礼状や生徒の感想を作成・送付，及び学校便りや HP で活動の周知を行う。

郷土料理の継承～「三献」と「ハーヤマンの赤飯」作りを通して～

実技支援タイプ 

【郷土の食に関する講話】

【郷土料理の調理実習】

【ボランティアの方と食事会】



様式 

学  校  名 宇検村立田検中学校 対象学年  １年 

支援活動内容 奄美の伝統文化について学ぶために，地域の方の支援のもと，黒糖作

りにサトウキビ栽培から取り組む。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  田城タイム（総合的な学習の時間）において，村 

役場  産業振興課より講師を招聘し，奄美で伝統的 

に行われて  きた黒糖作りをサトウキビの栽培から 

行う。この学習を とおして，先人の苦労や伝統文 

化について深く学び，郷土教育充実を図る。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

宇検村役場産業振興課に勤務される本校の元 PTA 会長を通じて，植え付け作業の支援，

黒糖作りの支援を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1)  準備段階で職員と入念な打ち合わせを行い，土作りや準備作業について職員に指導し

ていただいた。 

(2)  サトウキビ植え付け作業の時に，植え付けの仕方や植え付け後の管理について，生徒 

   に指導していただいた。 

(3)  黒糖作りの時に，一連の作業について説明していただき， 

実際の作業の時には補助をしていただいた。 

４ 学習の成果等 

(1) 作業を通して生徒は奄美の伝統文化について学ぶことが 

   できた。また，先人の苦労を知り，今の恵まれた生活に感謝 

の気持ちをもつことができた。 

(2) できあがった黒糖を来客へのお土産にしたところ，大変好評であった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 植え付けを行う農園を見てもらったり，植え付け作業について，事前に職員に指導して

もらったりするなど打ち合わせを綿密に行い，当日の作業がスムーズにできるよう工夫し

た。

田城タイム（総合的な学習の時間）

～黒糖作りを通して，郷土の伝統文化について学ぼう～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 瀬戸内町立薩川小学校 対 象

学年 

１～６年生 

支援活動内容 
学校農園の整地，苗植え等の応援，協力，指導等。

１ 活用のねらい（学校の願い） 

 総合的な学習の時間において，地域に住んでいる野菜 

作り名人を，「ふるさと先生」として招聘し，奄美（加 

計呂麻）の気候に合っている野菜の植え方についての 

指導や風雨対策の方法等を指導してもらうことで，食育の 

推進を図るとともに郷土教育の充実を図る。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

 学校応援団として登録されている方々に事前に日程調整を行い，協力をもらう。 

３ 支援ボランティアの出番  

（１）学校応援団 4名が参加した。まず最初に，野菜の種類ごとの種植えの間隔や

土のかぶせ方など指導した。 

（２）実際に実技指導を行った。 

（３）児童に今後の手入れや世話の大切さについて指導 

した。 

４ 学習の成果等 

（１）間隔を空けて植えるのが大変だったことや，野菜 

が嫌いな児童が早く食べてみたいなどの感想を述べ 

た。 

（２）などを事前にしてもらっていたことを通して物事 

を行う際には準備が大切であるということを学べた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

（１）活動後に児童が支援ボランティアの方々に感謝の思いを伝えるために，感想

を発表した。 

（２）野菜作りの様子を学校ホームページに掲載した。 

ふるさと先生に学ぶ野菜作り～野菜を植えよう～ 

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 篠川小中学校 対象学年 小・中学校全児童・生徒・職員

支援活動内容 地域に伝わる島唄・三味線・八月踊りなどの伝統芸能を引き継ぐ 

活動を行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  地域に伝わる島唄・三味線・八月踊りなどの 

伝統芸能を引き継ぐ活動として地域の指導者を 

講師として招き，音楽や総合的な学習の時間 

（年間１０回）を活用して取り組んでいる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

学校行事や地域行事（子ども会活動含む） 

 での発表が毎年計画されており，地域の指 

 導者の協力を仰ぐために学校から毎年，３ 

名の方に指導を依頼している。

３ 支援ボランティアの出番 

指導時間は年間１０回計画されており小学校 

１０回，中学校１０回に分けて３名の指導者に 

教えて頂いている。 

  本年度は八月踊り唄や踊りも取り入れ，８月 

の町主催の八月踊り大会や校区の豊年祭・敬老 

会，運動会での八月踊りにも生かされている。 

 島唄・三味線は２学期以降の行事の高齢者表 

敬交流や島口・伝統芸能大会，学習発表会，卒 

業式での発表へとつながっている。 

４ 学習の成果等 

少ない人数の中で個の実態に合わせて毎 

年充実した活動が展開されている。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

（１）来年度の運営計画の打合せ（係と指導者） 

（２）実態に合わせた指導内容の工夫（係と指導者） 

（３）子ども会との連携（学校と育成会）

島唄・三味線教室 ～ 名人に学ぶ郷土学習 ～

実技支援タイプ 



学  校  名 瀬戸内町立諸鈍小中学校 対象学年 小学生・中学生の男子

支援活動内容 豊年祭や大屯祭（諸鈍シバヤ）で披露する日本の国技・相撲の実技指

導を行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において、地域の先輩・保護者の

方を指導者として招へいし、豊年祭や大屯祭（諸鈍シ

バヤ）で披露する相撲の練習を行う。郷土の文化や歴

史に目を向け、郷土のよさを知り、これらを受け継い

でいく態度を育てる。また、活動に参加することで、

地域の一員であるという自覚を育て、地域の発展に努

めようとする態度を養う。 

指導にあたっては、下記のことに留意する。 

(1) けがを防止するために相撲の基本である「しこ」

や「すり足」を身につけさせる。 

(2) 実際に取り組みを行い、安全に気を付けて、けがをしない、させない相撲を取ること

ができるようにさせる。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

総合的な学習の時間の係がＰＴＡ会長へ授業の趣旨・ねらいを相談し、授業へ参加でき

る保護者を募った。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 保護者２名が参加した。まず、相撲の基本の「しこ」と「すり足」を行った。 

(2) 相撲の取り組み方法について説明をして、実際に取り組みを行い、指導を行った。 

４ 学習の成果等 

  どの生徒もケガをすることなく、一生懸命取り組むこと

ができた。相撲を通して、礼儀作法もしっかりとできるよ

うになった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 勝勝負だけにこだわることなく、相手を思いやる気持      

ちを育てる。 

(2) 日本の国技に親しみを持ち、歴史や伝統を重んじる態 

度を育てる。

地域の先輩に学ぶ日本の国技・相撲

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 瀬戸内町立与路小中学校 対象学年  小４，５，６ 中１年 

支援活動内容 地域に伝わる八月踊り・昔遊びを，地域支援ボランティアを活用して

楽しく交流することで年代の違う人とのコミュニケーションのとり方

や相手の気持ちを考えながら自主的に活動できる力を養う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において，長寿会の方をゲスト 

 ティーチャーとして招へいし，地域に伝わる八月踊り 

 昔遊びを習うことで地域住民との触れ合いを深め，地               良

域のよさを理解し，郷土愛が育まれる。将来の郷土を支 

  える人材育成につなげる。 

（１） 高齢者の方に島口で自己紹介をしてもらう。 

（２） 昔遊び，八月踊りの指導を子どもたちと触れ合い 

   ながら教えてもらう。 

（３） 高齢者とのふれあい活動をとおして，あいさつや礼儀面の指導も併せて行う。  

２ 支援ボランティアの募集方法 

総合学習の担当職員が，長寿会の会長さんへ授業の趣旨，ねらいを相談し，会員への参

加を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

（１） 長寿会１１名の方が参加した。自己紹介を島口で行って 

     もらった。 

（２） 子どもたちとともに，昔遊びや八月踊りを教えてもら 

    いながらふれあった。 

（３）  遊び方のこつの支援を行っていただいた。 

４ 学習の成果等 

子どもの感想として，たくさんの地域の方々に会えてうれしい。こまの回し方が難しか

った。どんな回し方をすればよく回るかを聞きたい。また，やりたい。等の意見があった。 

  長寿会の方々の感想として，子どもとふれあえてうれしい。子どもとふれあえて元気に

なった。 

  高齢者とのふれあい活動をとおして，与路島の良さや伝統芸能を継承していくことの 

 大切さを肌で感じることができた活動であった。

５ 活動の工夫や配慮事項等 

（１）活動中に，昔の話し（地域について）をしてもらい，郷土についての理解を深めら

れるようにした。 

  （２）活動後，お礼状と活動中の写真を公民館に掲示した。 

   （３）活動後も継続して昔遊びに親しめるように，おもちゃ（道具）を教室に設置した。

地域に学ぶ ～昔遊び・八月踊りを通して地域とふれ合おう～

実技支援タイプ 



様式

瀬戸内町立阿木名小中学校 全学年学 校 名 対象学年

地域に伝わる伝統芸能を，地域の敬老会や婦人会の方々を活用して指導支援活動内容

していただき，運動会で発表する。

１ 活用のねらい（学校の願い）

運動会練習の時間において，地域の敬老会や婦人会の方々に八月踊りを指導してもらい，運

動会に向けて練習し発表する活動を通して，郷土教育の充実を図る。

 学校側と集落の方々のそれぞれの自己紹介を行

うことで交流を図る。

 踊りの由来や その踊りにまつわる思い出など，

を話していただき，活動の意義を確認する。

 一連の活動を通して 地域との交流を図り 地， ，

域の伝統を大切にしようとする心情を育てる

２ 支援ボランティアの募集方法

体育部の職員が中心となり，集落区長さんや婦人

会にお願いをし 活動の趣旨やねらいを伝え 敬老， ，

会や婦人会の方々に指導の依頼を行った。

３ 支援ボランティアの出番

 練習には 地域の関係者約２０名ほどに集まっ，

ていただき 集落に伝わる踊りについてのお話し，

をしていただいた 本番では 地域から４０名ほ。 ，

どの参加をいただき 盛大に踊ることができた｡,
 お互いに自己紹介をする中で，どのように練習

していきたいかを発表し，活動への意欲付けができた。

４ 学習の成果等

○ 生徒達が素直に目的意識を持って練習に取り組む様子を見てうれしいという感想を話され

ていた。

５ 活動の工夫や配慮事項等

○ 今後，地域との連携を継続して行っていくことが地域との連携を密にしていくために必要

である。

地域に学ぶ郷土学習
～伝統芸能や地域を学んで発表しよう～

実技支援タイプ



様式 

学  校  名 瀬戸内町立油井小中学校 対象学年 小 1～中３まで  

支援活動内容 県の無形民俗文化財である油井の豊年踊りを，豊年踊り保存会の皆さ

んに指導してもらい，地域の伝統文化を継承するとともに，町の子ども

島口・伝統芸能大会に出場して，それらを披露する活動。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  子供たちが，自分たちの地域に伝わる伝統行事を積 

極的に学び覚えることによって、地域を誇りに思い， 

地域を愛する心情を育み，将来地域のために役に立と 

うとする人材の育成を図る。 

また、地域の方々が，代々伝わる伝統行事を子供た 

ちに教え伝えることにより，伝統を途切れることなく 

しっかりと受け継つがせようとする気風を醸造する。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

総合的な学習の時間の係が，保存会会長と相談しながら練習日程を立て，会長から会員

への小中学生への指導への参加呼び掛けを行っていただいた。 

３ 支援ボランティアの出番  

 子供たちが，ＤＶＤを見たり，実際の豊年踊りで見たものを見よう見まねで練習してき 

ものを，保存会６名の方々が確認してくださり，一人一人に細やかな指導を行ってくださ

った。 

４ 学習の成果等 

保存会の方々からは，「もっと指導したい。」「もう一日 

練習日を設けてほしい。」とのうれしい要望があった。 

子供たちも，細かい踊り方や独特の三味線や太鼓の演奏 

を丁寧に教えていただいたおかげで，子ども島口・伝統芸 

能大会出場への自信を付けたようであった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

今後，学校が介入しなくても，地域の伝統文化が大人から子供へ自然に受け継がれてい

くことが望ましいと思われるので，子ども会育成会を中心とした活動へと徐々に移行させ

ていくことにより，地域文化継承の活性化がさらに図られるものと考える。 

県の無形民俗文化財 油井の豊年踊りを学ぼう

実技支援 タイプ 



様式 

学  校  名 瀬戸内町立嘉鉄小学校 対象学年  ５・６年生 

支援活動内容 
シーカヤックの歴史や特徴について学び，体験航海を通して，郷土の

豊かな自然を満喫しよう 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間，テーマ「嘉鉄を知ろう」の学習の 

一環として，観光客を対象にシーカヤックガイドの仕事を 

されている方をゲストティーチャーとして招へいし，シー 

カヤックについての学習と実技の体験を行う。   

  活用にあたっては，下記のことに留意する。 

 (1) シーカヤック発祥の地での使われ方や奄美大島にレジ 

ャースポーツとして伝わるに至った理由等について話していただく。 

 (2) シーカヤックの魅力を体験を通して味わわせていただく。 

 (3) 体験後の舟の洗浄や片付けまでを指導していただく 

２ 支援ボランティアの募集方法 

５・６年担任が，校区に在住のシーカヤックガイドの柳沢大雅さんに，授業の趣旨やね

らいを説明し，講師を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 始めに，自宅の庭に置かれた舟を前に，シーカヤックのルーツや特徴について，クイ

ズ形式で児童に問いかけながら，分かりやすく興味深い話をしてもらった。 

(2) 次に，舟を海岸に一緒に移動させ，舟への乗り方，パドルの持ち方こぎ方等について

教えてもらった。 

(3) ２人艇の前に児童を乗せ，後方に補助として講師や教師が乗って，海にこぎ出した。 

(4) 体験終了後は，舟を一緒に運搬させ，水洗いの仕方を指導していただいた。 

４ 学習の成果等 

 子どもたちは，シーカヤックが，温暖な奄美とは異なる寒冷な北方の海で生まれたこと

に大きな驚きと興味を持ったようである。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

 (1) 学習終了後は，代表の児童に感想を添えた感想を述べさせた。 

 (2) 体験にあたっては，特に安全面の配慮と指導をお願いした。 

 (3) シーカヤックに乗る体験だけでなく，そのための準備や終了 

後の後片付けまでが学べるようにお願いした。  

シーカヤック体験学習～郷土のマリンスポーツの良さを味わおう～

実技支援タイプ 



様式 

学  校  名 龍郷町立龍瀬小学校 対象学年 ３・４年生 

支援活動内容 奄美大島の基幹産業であるさとうきびを栽培・収穫後，支援ボランテ

ィアを活用して黒糖作りを行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  総合的な学習の時間において，地域の方をゲストテ 

ィーチャーとして招へいし，児童が調べたり，栽培・ 

収穫したりしたさとうきびを黒糖へ加工することに 

より，郷土教育・食育の充実を図る。 

活用にあたっては，以下のことに留意した。 

(1)  地域の方々が，子どもの頃からさとうきび・黒糖

作りに関して，どのような教えを教わってきたか，

また子どもたちに伝え残したいものは何か話して

もらう。 

(2) 地域の方との交流を通して，あいさつや礼儀等の指導も併せて行う。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

教頭が地域の区長，老人クラブ会長へ授業の趣旨・ねらいを相談し，地域住民・会員へ 

の授業参加を依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 地域住民・老人クラブ会員３名が参加した。各自が奄美大島とさとうきびの歴史やさ

とうきび作りに関する幼少時の体験等について話した。 

(2) 児童と黒糖作りを行いながら，さとうきびを黒糖に加工する際の苦労や留意点，黒糖

の食物としてのよさ等を話した。 

４ 学習の成果等 

○  地域の方からさとうきび・黒糖は郷土の歴史と密接な関係がある

ことを教えてもらい，それを加工することを通して苦労や喜びを味

わうことができた。また，４年生が３年生に教えたり，出来上がっ

た黒糖を栽培活動を中心となって行った５・６年生や後輩の１・２

年生にも配ったりすることで，本学習活動に対する児童の連帯感・

意識付けにもつながった。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 活動のねらいを十分に理解してもらうために，事前の打ち合わせを行った。 

(2) 活動後のお礼状を児童のことばを添えて届けた。 

(3) 出来上がった黒糖は，老人クラブの方々（キビ刈りで多くの協力をいただく）へも届

けた。 

地域の名人に学ぶ郷土学習～奄美の宝「黒糖」を作ろう～

実技支援タイプ 



学  校  名 
龍郷町立赤徳小中学校 

対象学年  全学年 

支援活動内容 
地域に伝わる八月踊りと六調を，支援ボランティアを活用して技能を

身に付け，運動会や地域の伝統行事で保護者や地域の方々と一緒に踊

り，伝統文化を継承する。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  本校の校区には，それぞれの地域（集落）に八 

月踊りが残り，大切に継承されている。この伝統 

文化を守り，盛り上げていこうと，秋の運動会で 

は，全校児童生徒と保護者・地域住民が一体とな 

っての八月踊りがプログラムに組み込まれている。 

この八月踊りの指導に，各集落の方々をお招きし， 

踊りの習得を図るとともに，地域住民と児童生徒との交流の場としている。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

校区内の３集落の方々に，持ち回りで指導をお願いしている。夏休み中に担当の

集落の区長さんに依頼し，参加可能な方々を募ってもらい，指導者として招聘して

いる。 

３ 支援ボランティアの出番   

 ９月に運動会の練習が始まると，1回あたり２ 

時間の計画で，２回ゲストティーチャーによる 

指導を行う。八月踊りに必要な三線や太鼓等は 

地域の方々が準備してくださる。運動会本番で 

 も，子供たちや保護者と一緒にゲストティーチ 

ャーの方々も踊りに参加する。

４ 学習の成果等 

八月踊り・六調は，運動会の種目として定着しており，子供たちは保護者や地域の方々 

 と一緒になって楽しく踊っている。また，八月踊りは地域の伝統行事『種下ろし』におい 

 ても大切な踊りで，地域の伝統行事を盛り上げるためにも，子供たちに積極的な伝統行事 

 への参加を促している。

５ 活動の工夫や配慮事項 

ただ楽しく踊るという事が目的になることがないよう，歌詞の意味等を学習しながら，

八月踊りや伝統行事に込められた地域の方々の願い等も子供たちに指導していくよう配

慮している。 

郷土の先輩たちに学ぶ八月踊り・六調 ～運動会で踊り,盛り上げよう～

実技支援タイプ 



学 校 名 龍郷町立戸口小学校 対象学年 全学年 

支援活動内容 
地域の伝統行事「種おろし」で踊られる“八月踊り”を地域の方に教

えてもらい，地域の伝統を受け継ぐ心情と態度を育てる 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

地域の方をゲストティーチャーとして招聘し，地域に

伝わる八月踊りへの思いを語ってもらったり，実技指導

をしてもらったりする活動を通して，地域の一員として，

故郷に誇りを持ち，地域の伝統を守り受け継いでいく心

情と実践的な態度を育てていきたい。また，秋季大運動

会で地域の方々と一緒に踊る活動を通して，充実感や自

己肯定感を持たせていきたい。 

活用にあたっては，下記のことに留意する。 

(1) 地域の方々に，八月踊りを踊ることへの思いや子ど

もたちに期待していることを話していただく。 

(2) それぞれの曲の歌い出しのタイミングや踊り方，動き方等を教えていただく。（全員） 

(3) 三線やチヂンの演奏の仕方を教えていただく。（一部の児童） 

(4) 地域の方々との交流を通して，あいさつや言葉遣い等の礼儀作法の習熟を図るとともに，

地域の方々への感謝の気持ちを育む。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

教頭が，地域の踊り手の方を訪問し，活動のねらいや内容を説明し，指導の依頼をした。 

３ 支援ボランティアの出番 

(1) 地域の方々４名が参加した。講師の紹介をして，すぐに歌の指導を行った。 

(2) 次に，歌に合わせて輪を作りながら，踊りの練習を３曲行った。講師の方々には，輪の中

に入っていただいたり，横から見ていただいたりして，個別に指導してもらった。 

(3) 六調の時には三線やチヂンの演奏の仕方を教えてもらった。（一部の児童） 

(4) 最後に，代表の方から，八月踊りへの思いや子どもたちへの期待を語ってもらい，運動会

への意欲付けを行った。 

４ 学習の成果 

（子ども） 歌や踊りを分かりやすく教えてもらいました。

運動会や種下ろしでは，しっかり歌って踊りた

いです。 

（ 講師 ） みんな歌も踊りもよく覚えていて素晴らしい。

いつまでも忘れないで受け継いでいってほし

い。 

５ 活動の工夫や配慮事項 

(1) 活動が実技指導だけに終わらないように，講師の方には，子どもたちが郷土に誇りを持て

るように，伝統行事の良さや守っていくことの大切さについて語ってもらうようにする。 

(2) 子どもたちには，地域の方々が学校に寄せる思いも伝え，地域の方々への感謝の気持ちが

持てるように事前・事後指導を行う。 

伝 統 を 受 け 継 ぐ ～ 八月踊り ～ 

実技支援タイプ 



１ 活用のねらい
総合的な学習の時間（低学年は創意）におい

て，校区の集落の方をゲストティーチャーとし
て招聘し，地域に伝わる八月踊りについて指導
してもらう。
 奄美の伝統文化である「八月踊り」を通し
， 。て 郷土に対する愛着を深められるようにする
「 」 ， 八月踊り に楽しく参加することにより
地域の伝統文化を継承しようとする気持ちを
育むようにする。
 地域の年配者と接し，年上を敬う心を育て
るようにするとともに，あいさつや礼儀面の
指導も併せて行うようにする。

２ 支援ボランティアの募集方法
校区に３集落あり，輪番で指導してもらっている。各集落の年間行事計画に入れても

らっている。
また係が，事前に要項をもって担当集落区長と打ち合わせを行っている。

３ 支援ボランティアの出番
 集落から２０名程度の方が参加した。自分たちでチヂンや三線を持参していた。

まず，集落の八月踊りについて簡単に説明して，すぐに踊りの練習に入った。
 ３つの踊りの特徴を分かりやすく，身振り手振りを交えながら子どもたちに指導し
ていた。その中で子どもたちは，地域の方々とのコミュニケーションを図ることがで
きた。
 ３つの踊りが終了したら，最後に全員で六調を踊る。引っ込み思案な子どもたちに
も積極的に声をかけて「楽しく」踊ることができるよう雰囲気を作っていた。

４ 学習の成果等
学習の成果を，秋季大運動会での種目の中で

，保護者や地域の方々へ披露する計画であったが
本年度は台風２４号接近による秋季大運動会の
延期に伴い，その実現に至らなかった。しかし

， ，子どもたちにとっては 地域の伝統文化に触れ
その良さに気付けるよい機会となった。

５ 活動の工夫や配慮事項等
 集落に輪番を周知しておき，次年度担当集
落には，事前に連絡し，周知を図るようにし
ている。
 暑い時期なので 「日よけ対策のテントを張，

。 。 。」 。る 湯茶等の準備 子どもは水筒持参 などの熱中症対策を必ず行うようにしている

実技支援タイプ

～八月踊りに学ぶ郷土の伝統～奄美の伝統文化継承

学 校 名 龍郷町立大勝小学校 対 象 学 年 全 学 年

支援活動内容 地域に伝わる伝統文化の一つである「八月踊り」を，支援ボラ

ンティアを活用して指導してもらい，正しく楽しく踊る。



様式 

学  校  名 龍郷町立円小学校 対象学年  全学年 

支援活動内容 昔ながらの技法でキビ汁から黒糖になるまでの過程を支援ボランテ

ィアを活用して教えてもらいながら，黒糖づくりを行う。 

１ 活用のねらい（学校の願い） 

  生活科・総合的な学習を活用して育てたサトウキビを使って黒糖 

 作りを行う。煮る時間や石灰を入れるタイミングや混ぜ方など，具 

 体的な技術を教えてもらうことで，郷土に伝わる食文化についての

理解を深める。 

  活用にあたっては，以下のことに留意する。 

(1) 昔の食文化について話してもらう。 

(2) 高齢者との交流を通して，話の聞き方や質問の仕方の指導も併せて行う。 

(3) 家庭教育学級と合わせて行い，保護者とともに学ぶ機会にする。 

２ 支援ボランティアの募集方法 

担当者が集落の区長に相談し，講師の紹介をしてもらった。その後，直接，学校

から本人に依頼した。 

３ 支援ボランティアの出番  

(1) 集落の友の会会員が 2名参加した。まず，黒糖づくり以外の昔の生活の仕方，特に食

文化について話をしてもらった。 

(2) キビ汁の煮詰め方の指導，石灰を入れるタイミングや量の指導をしてもらった。 

(3) 昔の黒糖などの甘いものがごちそうであったことなど

を話してもらい，昔の大変さを子どもたちにも気づいて

もらった。 

４ 学習の成果等 

・ 適切なアドバイスをもらうことでおいしい黒糖を

作ることができた。 

・ 集落の大先輩から昔の生活についてのお話を聞く

ことで今の生活の便利さを再認識できた。 

５ 活動の工夫や配慮事項等 

(1) 活動のねらいを十分に理解してもらうために，計画案等を早めに出すように

する。 

(2) 活動後もつながりを持たせるために，行事等の案内は定期的に出すようにす

る。 

集落の大先輩に学ぶ郷土教育～おいしい黒糖を作ろう

実技支援タイプ


