
○大多喜町に伝わる民話を読んだり調べたりしようとする。 （関心・意欲・態度）

○相手の立場や思いを大切にして聞いたり話したりできるようにする。 （思考・判断）

○祖先の人達の願いや思いを知り、郷土愛を育む （知識・理解）。

目標・ねらい

教育課程上の位置づけ

国 語 科 ・ 生 活 科 ・ 総 合

事前指導・経緯

○大多喜町に伝わる民話を「ふるさとコー
ナー」に掲示する。
参考図書

○地域の教育的素材を授業にとりいれ「ふ
るさと老川」とふれあい・まなびあい・
深めあう学習を創造する。

○全校ふるさと遠足
・ふるさとの自然にふれる
・ふるさとの歴史遺産や民話を知る

○全校ふるさと自然観察会
・地域の自然に棲息する生物を採集し、
生き物や自然について考える
協力：千葉県中央博物館

民話の掲示

ふるさと学習

資料１

○保護者や地域の人に聞く

○郷土誌や町史で調べる

○インターネットで調べる

民話採集６年 そば作り

上級生が下級生のめんどうを見、

互いに助け合う。

縦割り班活動

地域に伝わる民話を活用した心の教育
～民話劇の発表を通して～

○民話を読む。

○場面に区切る

○場面を想像して絵を

描く。

紙芝居つくり

養老川調査
・川廻し
・化石

○民話を調べる
○祖先の願いや思いを想
像する

○あらすじをつかむ
○場面にわけ、場面にふ
さわしい絵を描く

○絵本を他学年や集会で
読み聞かせする

○絵本を廊下や図書室に
展示する

大多喜町に伝わる民話を昼の校内放
送で読む。

校内広報活動

全校運動会
○地域の人と全校
児童で取り組む

・ふるさとクイズ
・踊り「養老小唄」

ふるさとのひみつ

・品の川用水路
・炭焼き
・方言
・昔の老川

絵本つくり

・町広報紙「ふるさと民話さんぽ」
・ 大多喜民話の旅 ・『 』
・ いすみ鉄道民話の旅』『
・ 大多喜の民話１、２』『
・ 絵本：曼珠沙華寺』『

・ 絵本：大多喜水道物語』『
大多喜町教育委員会発行

クラブ活動
・アウトドア
・パソコン
・ハンドメイ
ド
・ゲートボー
ル

委員会活動
・栽培・図書
・報道・整備
・保健給食

地区児童会
・６地区に分か
れ活動

課外活動
・サッカー
・ミニバスケ
ットボー
・陸上
・音楽



町文化祭で民話劇の発表
１ 題名 『ぼてふりのへいさん』
２ 学年 １年、６年

実施内容

事後指導

・学校だより 資料２

１１月３日、町
文化祭で１年生と
６年生が出演しま
した。

○地域をふるさととして目を向けるようになり、地域のことを知ろうという態度が育ち
つつある。

○地域の人々との交流を大切にしようとする気持ちが育ちつつある。
○成就感や満足感を体感し、言動に自信が芽生えつつある。
○他人を思いやる気持ちや優しい心が育ちつつある。

取組の評価

○児童の発表後の感想を書く。

○保護者の観劇後の感想

広報活動話し合い活動

♪むかしむかし
ぼてふりさん。
浜からひものを
売りに来た ・。
・・♪フィナー
レは拍手拍手。

・学年だより

民話劇発表にご協力いただきあ

りがとうございました。堂々と発

表ができ、たくさんの方にほめて

いただきました ・・・。

保護者へ周知

学習活動
１ 民話を調べる（１年学級

担任）
２ １年生に適した民話を選

ぶ
３ １年生用に再話する
４ 読んで内容をとらえる
５ 繰り返し音読し、主題を

把握する。
６ 民話劇用の脚本をつくる。
７ 脚本を読みあい場面や内

容をとらえる。
８ 配役を決める。
９ 脚本を読みあう。
１０ コンテをつくる。(１年学

級担任)
１１ コンテにより練習する。



資料１ 命や思いやりを育む民話教材

大多喜町）イヌがみさまのたたり（

一

このはなしは、むかしから 大多喜につたわる はなしだ。

むかし、むかし。よくいたずらする、こどもがいた。村の小さいこどもたちを、いつも

おもしろがって、いじめる らんぼうものだった。

このらんぼうものが あるとき、イヌを木にしばりつけて、ぼうでたたいて、いじめてい

た。

イヌはこわがって

キャン キャン キャン・・・

キャン キャン キャン・・・

ないた。

それでも、らんぼうものは おもしろがって、なんども、なんども、ぼうでたたいて、い

じめつづけた。

とうとう、がまんできなくなったイヌは

キャーン

と、こどもに とびかかっていった。らんぼうものは

「こんちくしょう。おれにてむかうきか」

と いって、竹のとがったぼうを もってきてな、

「やっつ」

と、なげつけた。

竹のぼうは、イヌのこしにささった。イヌは ちを

ながしながら、たおれてしまった。

「ほれみろ、おれに てむかうやつは、みな こうなるだ」

そういって、らんぼうものは、いばって かえっていった。

のこされたイヌは

クンクン ・・・

クンクン・・・

かなしそうな こえで、ないていた。それをみた やさしいこどもたちは、しばられてい

たひもをといて イヌをはなしてやった。きずついたイヌは

クンクン・・・

クンクン・・・

めに なみだをうかべた。そうして、やさしいこどもたちを、なんども、なんども、ふり

かえりながら、あしをひきずり はしの下の ねぐらに かえって いった。



それから、すう日たつと、イヌのきずは なおった。だけんが、あしひきずるのは なお

らなかった。

ものをくわねば しんじまう。だから あしひずって、あっちこっち、えさをさがして

あるいた。そうして、よるになると、はしの下のねぐらに かえって いった。

そんなことが、一年くらい つづいた。しかし、とうとう イヌは きずがもとで しん

でしまった。

二

おそろしいのは、そのあとのことだ。

イヌをいじめた こどもが、なにもしないのに、いじめたイヌと おなじように、あしを

ひきずって あるくようになった。そうして、しばらくすると こんどは、

イヌみたいに

ワンワン・・・

ワンワン・・・

と なくようになった。イヌみたいに、よだれ いっ

ぺいだして くるしんだ。さいごは、口もきけず、ただ

ワンワン・・・

ワンワン・・・

いう だけだった。

村のものは

「イヌをいじめた、たたりだろう」

「あのこは、いたずらばあり していたからな・・・」

「でも、かわいそうに・・・」

と いって、てらのにわに イヌとこどもを 手あつくほうむった。それでまい日 せん

こうをあげて おがんだと。

ふしぎなことに、ここをおまいりしたものは いいことが たくさんあった。ことに お

まいりをした はまのりょうしたちには きまって たくさんサカナが とれた そこで イ、 。 「

ヌがみさま」として、まつられるようになった。これをきいた 大原や勝浦など 海べの人

たちは、おおぜい おまいりにやってきた。それで とても てらはにぎわった。

しかし、いまは そのおもかげはない。イヌの石ぞうだけが、てらに さみしく のこっ

ているだけだ。

おしまい



資料２ 「学校だより」より

もう一度演じたい

「ぼてふりのへいさん」を劇に

絶好調です

１１月３日（木）町文化祭が行われ、本校の１年生・６年生が出演しました。８時

の集合時刻にだれ一人おくれず全員集合 「昨晩眠れた」と聞くと「眠れました」と。。

「調子はどう」とたずねると「絶好調です」と元気な返事。

「かわいい、うまいねえー」

町図書館研修室で最後のリハーサルをし、１０時予定通り開演。保護者や家族の方

もビデオやカメラを持って来場してくださる。開会式のあとプログラム１番が本校の

出番 「プログラム一番、○○小学校１年生６年生によるぼてふりのへいさん・・・」。

司会者の紹介で音楽とともに開始。暗いステージにスポットライトがあたる 「よい。

しょ、こらしょ。おお、きょうはおおぜいの人でじゃのう。ようこそ、おいでいただ

いたなあ・・・」おばあさんが杖をついての登場。会場から「かわいい」の声。子ど

も達が出てくるたびに 「かわいい 「うまいねー 「声がはっきりしているね 「動作、 」 」 」

がかわいい 「１年生ですって 「１年生？うそー。４月入学だから、まだ４月、５月」 」

・・・１０月だから、まだ７ヶ月でしょう 「練習すると、こんな上手にできるんだ」」

・・・賞賛の声があちこちから聞こえてくる。一番後ろでビデオを撮っていた私も、う

れしくてしかたありませんでした。 おおぜいの観客の前での演技、緊張して、セリフ

を忘れたり、声が小さくなったり、ことばが速くなるのではと心配していました。それ

も取り越し苦労。声は後ろまではっきり聞こえるし、のびのびした演技に感激。

もう一度見たいです

最後の「♪むかし むかし ぼてふりさん はまから ひものをうりにきた。てん

びんぼうに かごさげて とでのきつねと ちえくらべ♪」では、場内から手拍子。

会場と出演者が一体に。そして、フィナーレでは拍手、拍手、拍手・・・。

ビデオ撮影を終えて会場を出ようとすると

「よかったですね 「すごい。小学生でもあれだけできるんですねえ 「とで川、な」 」

つかいです。私は老川出身なんですよ 「これで終わりですか。もう一度どこかで演」

じてもらいたいですね。もったいないですねえ 「もう一度見たいです。またやって」

くださいよ・・・」と、地域の人達から何度も何度も声をかけていただきました。

ご声援ありがとうございました

その後、公民館の入り口階段で記念撮影。控え室での反省会。引率職員から感想発

表 「・・・すばらしかった。見ていた人たちが感激していました 「・・・人前で 発。 」

表する自信がついたでしょう・・・この自信をこれから勉強や生活に生かしましょう・

・・ 「・・・劇ができたのはおおぜいの人の協力があったからできました。感謝の気」



持ちをわすれないでください・・・」

最後に、今回の劇で最も世話になった○○先生と○○先生に全員起立して「ありが

とうございました」と、お礼のことば。

脚本を書いて劇を演じる、大変な作業です。時間もかかり、準備も大変です。しか

し、教育的効果は大きいです。脚本を読む、セリフを覚える、読みとって演じる。読

む力、内容を理解する力はもちろん、たくさんの力をつけました。

人前で自分を表現する、緊張します。緊張と戦いながら、演じる。どんなにか自信

になったことでしょう。演ずる前は「緊張しない方法はどうしたらいいだろう」と、

不安げな顔が「全然きんちょうしなかった。もう一回やりたい」と満足感と自信にみ

ちあふれた顔になっていました。

、 、 、 、保護者のみなさん 地域のみなさん お忙しい中ご来場くださり あたたかい声援

ほんとうにありがとうございました。改めて感謝申し上げます。

＜１年生の作文より＞

ほんばんのときは、きんちょうしました。だけどがんばりました。こえをだすのを

がんばりました。おじぎがはずかしかったです。でも、さいごだからがんばりました。

おわったとき「はあ」とおもいました。おばあちゃんが「ちゃんとできた」といっ

てました。おかあさんも「じょうずだったね 」いっていました。つかれたけど、ま。

たやりたいとおもいました。

さいしょでたとき、六ねんせいの○○ちゃんの「あんたはやく 」がおもしろかっ。

たです。てんびんぼうをふんずけてはずかしかったです。えっほえっほのときみんな

がわらっていました 「あはははは」とわたしがわらったとき、ちょっとわらった人。

がいました。ほんばんでは、すごくドキドキしました。でもさいごは、きんちょうし

ませんでした。げきをやってすごくよかったです。おうちにかえったとき、おばあち

ゃんとおかあさんがほめてくれました。


