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抄録： 京都の伝統・文化は各教科の教育内容と密接に関連していることに加え，全国の約 2／3 の中学生は

京都に修学旅行に訪れることから，学習者・指導者の京都について学ぶ学習体系が必要である。筆者らは，

大学生が制作主体となって京都について短時間で学習できる教科ごとの動画コンテンツを開発し，閲覧可能

なウェブサイトを立ち上げた。本稿では，小学生を対象に動画コンテンツを活用した授業実践の有効性を検

討した。 
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Ⅰ．はじめに 

小学校第 3 学年から始まる社会科学習では，身近な地域や市区町村の地理的環境や地域の様子の移り変わりな

どを，地図帳や身近な資料を基にまとめる学習が行われる。それぞれの地域の特色を活かした学習が行われる中，

とりわけ京都市内の小学校においては，地域の特色に応じた調査活動に加えて，京都の祭事や建築物等に関わる

伝統・文化について学習していくことができる環境にある。具体的な調査活動は，校区を探検することから始ま

る。校区内に畑があるところは「京野菜」について，神社・寺など歴史的建造物があるところは「伝統・文化」

について触れる機会を設けることができる。こうした地域に密着した社会科学習が進められている中，京都教育

大学附属京都小中学校においては，様々な校区からバス・電車等を使って通学することから生徒の生活する地域

がそれぞれ異なる。社会科の学習では，校区の地域を取り上げるが，必ずしも生徒の生活圏内であるとは限らず，

生徒自身の生活と結びつけることが難しい。一方，異なる地域性をそれぞれの生徒が持っていることから，地域

のことを調べる際には多様な意見を集約することができる側面もある。こうした背景を踏まえ，本校においては

小学校段階における社会科の導入から，京都市内の多様な地域に触れることができる環境にあり，生徒の実態に

応じて京都市内の地理的環境や地域の様子の移り変わりを学習する社会科学習をこれまで進めてきた。 

ところで，京都市がまとめた観光総合調査結果（2017 年）によると，全国の修学旅行生（中学生）が 111 万 2

千人に対し，京都を訪れた修学旅行生は 78 万 2 千人で全体の 7 割を占めている。京都には代表的な歴史的建築

物をはじめとする重要な伝統・文化の発祥の地であることから，京都だけでなく全国の中学校教員は京都につい

ての一定の知識が必要となる。京都教育大学では，各教科に関連する京都の様々な場面を録画，編集し，動画コ

ンテンツを制作する活動に取り組んできた。専用のウェブサイトにおいては，京都の様々な魅力を伝えるために

工夫された短時間の動画を手軽に視聴することができる。動画は，各教科の特性を活かして作成，分類されてい

て，修学旅行の事前学習に加え，小中学校での教科授業においても活用できることが期待される。 

本稿の目的は，小学校第 3 学年を対象とした社会科学習「京都の伝統文化」において，上記の動画コンテンツ

を活用することで，どのような学習効果があるのかを検証することである。また，こうした実践が，教科横断型
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としてどのような可能性があるのかについて言及する。 

Ⅱ．動画コンテンツについて 

1．動画コンテンツの概要 

（1）開発の経緯 

京都教育大学においては，教員養成課程の学生が各領

域・各教科に応じた教材コンテンツ制作に取り組んでい

る。次期学習指導要領では，プログラミング教育必修化に

伴い，教員の ICT 活用能力の向上が求められることもあ

り，教員養成の一環として近年では，大学の講義内容にも

含まれ，作成された動画は京都教育大学公式 YouTube チ

ャンネルで公開されている（図 1）。 

こうした取り組みが行われる一方，京都には全国の約 7

割の中学生は京都に修学旅行に訪れること，京都の地理・

歴史・文学・生活・美術・音楽は，各教科の教育内容と大

きく関わることから，教科教育に加えて，全国の修学旅行

生並びに引率者が手軽に京都について学べる環境作りを

目指して，「京都に学ぶ・京都を発信する」プチコンテン

ツ・セルフガイド制作と題し，取り組みが進められている。

具体的には，学生が京都の魅力を伝えるために様々な場

所へビデオ取材し，各教科の内容に沿うよう編集し，視聴

しやすいよう音声ガイド・字幕を挿入するなど，視聴する対象が小中学生にも理解できるよう制作されている。 

今後様々な用途で活用できる動画コンテンツの教育現場における実用可能性を検証することが本研究の目的

である。京都の伝統・文化に関する内容は社会科をはじめとする多くの教科において横断的な内容が含まれる。

例えば，歴史的建造物であれば，それに関する歴史的背景，人物に加え，古典や和歌，さらには音楽が関わる場

合，食文化であれば歴史や風土（地理）に加えて家庭科など，社会科を基盤とした他教科横断学習が可能な題材

が豊富である。こうした要素に加え，課題を設定し，調査・分析する総合的な学習の時間においては，動画コン

テンツを活用することにより，学習者主体の ICT 活用が可能である。本研究においては，動画活用による授業実

践の可能性を，総合的な学習の時間としての枠組みとして単元を構成する。その際，社会科を基盤とした他教科

横断的な学習内容を構築し，さらには学習者の ICT 活用能力の育成を意図した授業実践を行う。授業実践の効

果については，学習者の授業での様子や制作物等を分析して明らかにする。 

 

（2）使用方法 

 開発された動画コンテンツは専用サイトにおいて無

料で公開されている。「学まち京都」で検索すると図 2

のようなホームページ画面が現れる。GAKUMACHI

（学まち）とは，大学と京都のまちを組み合わせた造

語であり，（公益財団法人）コンソーシアム京都の「学

まち連携大学」促進事業の支援を受けて実施している。 

掲載されている動画は，京都教育大学の学生が，京

都のまちの様々な魅力を学び，そのエッセンスを映像

コンテンツ化しているものである。使用目的としては，

小・中学校での教科の補助教材としての使用や，毎年，

全国から京都に訪れる約 110 万人の修学旅行生の事前

図 1 京都教育大学公式 YouTube チャンネル 

図 2 動画サイト「動画で伝える日本の伝統文化」 
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学習などでの使用が期待される。 

使用方法，並びに動画の検索

方法は地図上検索・教科別検

索・タグ別検索の 3 つがある。  

地図上検索は，Google Map

と連動した検索機能により，京

都の地図上にカーソルを合わ

せることにより，関連する施設

の動画がリストアップされる

（図 3）。例えば，「京都市立近

代美術館」の施設にカーソルを

合わせると，「鑑賞さわるコレ

クション」と関連動画のタイト

ルが表示され，下記に動画リン

クが貼られている。このように，修学旅行で訪れたい場所や散策ルートを決定する際など，京都市内の地理を把

握しながら関連施設の情報を簡易に得ることができる仕組みとなっている。 

 教科別検索は，トップ画面の「YouTube」のアイコンにカーソルを合わせると，「国語科・社会科・美術科・家

庭科・技術科・算数科・音楽科」の教科名が表示され，クリックすると教科別に動画がまとめられたページに移

動する。さらに動画には対象学年も設定されているため，小・中学校での教科の補助教材として使用する場合に

指導者側が教科・学年に合わせて動画を検索できるようになっている。 

 タグ別検索は，動画視聴ページに関連動画のキーワードが一覧となっている。学習者が自分で操作して動画を

検索する際，検索ワードを入力して調べることができることに加え，次々と興味のあるキーワードに着目して連

続して視聴ができるようになっている。 

 

（3）教科別動画例 

「京都の魅力を発信する動画コンテンツ」において公開されている動画は，京都教育大学の学生が，専門領域

ごとに，京都で活躍する方々の姿を録画・編集し，動画コンテンツを制作したものである。各動画は短いタイプ

では 2～3 分程度，長いタイプでは 10 分程度で，教科・地域・学年など対象がそれぞれに設定されたものが表示

され，学習者は関連した動画を次々に視聴することができる。動画の内容は，ppt の画像に音声の説明がつくも

のや実際に現地を訪れ取材している様子を撮影しているものなどがある。 

表 1 は教科別動画コンテンツ例と掲載件数を一覧にしたものである。「北野天満宮和歌」「仁和寺と文学」のよ

うに，京都の歴史的建造物と関連する和歌や文学を取り上げることで，歴史的背景に加え国語科の古典学習につ

ながる構成となっている。動画内容は，大学教員が専門的に古典文学を開設しているものや，大学生が関連施設

の概要を写真と字幕に音声解説を付け加えているものなどがあり，主に中学生を対象にした動画が 12 件となっ

ている。社会科は歴史・地理などに焦点をあてた，現地に学生が直接訪れている様子などが公開されている。「日

本の歴史」と題し，東寺・清水寺・平安神宮など，京都の歴史的建造物について情報を得ることができる。また，

「日本の農業『北山杉』」では大学生が実際に北山杉で木の伐採

（図 4）を行うなど，体験的な動画と解説が公開されていてい

る。こうしたフィールドワークを兼ねた学習状況を記録した動

画や専門家による講演会など小中学生を対象とした関連動画が

61 件となっている。また，美術科においても現地へ直接訪れ解

説している動画が主で，「京都の美術館に出かけよう」「鑑賞ア

ールヌーボーの磁器」など，中学美術の鑑賞に関する動画が 23

件となっている。家庭科に関しては主に食文化に関する動画が

掲載されていて，「京漬物解説しば漬千枚漬」では職人の解説と

図 3 Google Map と連動した動画検索機能 

図 4 北山杉伐採の様子 
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ともに作られる工程などを視聴することができる。家庭科学習の調理実習などへの対応を意識した動画などもあ

り，中学生を対象とした動画が 62 件となっている。算数科では，文化に関わる学習内容として折り紙の制作動

画が 20 件あり，小学校段階の全ての学年を対象としている。音楽科では，「歌唱茶つみ」「リコーダーの持ち方」

のように，小学校第 3 学年を対象とした音楽科の教育課程と連動した動画などを含めて 9 件が掲載されている。 

 

表１ 教科別動画コンテンツ例と掲載件数（2019 年 11 月 30 日現在） 

 

2．教育現場への実践可能性 

（1）社会科との関連 

京都市内の小学校社会科学習においては，教科書に加えて副教材「わたしたちの京都」を用いて京都に関連し

た地域教材について触れる（図 5）。対象は小学校第 3・4 学年で，上下巻に分かれている。第 3 学年では上巻を

取り扱い，地域の地理・特色，工場，さらには歴史についての内容が掲載されている。第 4 学年では，暮らしと

水の関係や防災について，さらに京都市と密接に関わる琵琶湖疏水や地域を広げ京都府全域に関わることなどの

内容が取り扱われる。 

本実践までの社会科の学習においては，昔の道具やくらしについてその

特徴を調べたり，実際に使ってみたり，といった学習を通して，今の道具

やくらしと比べることにより人々の生活の様子が時間の経過に伴い，移り

変わってきたことを追求・解決する活動を行ってきた。例えば，洗濯板を

実際に使って洗濯する，七輪を使っておもちを焼くといった体験的な活動

や生活にかかわる道具の移り変わりを調べ，それぞれの道具の特徴を考察

する調査型の学習などである。調査型の学習に関しては書籍やインターネ

ット，または実際に使用している人にインタビューするなどの方法を取り，

学習者自身が調査する道具を選択し，まとめた結果を交流した。 

また，本学の総合的な学習の時間においては，職業について書籍やイン

ターネットを用いて調べ，その職業に就くための条件や具体的な仕事内容

などについて報告書をまとめる活動を行った。とりわけ，インターネット

を用いた調べ学習については全 4 時間の中で調べる際の注意点や具体的な

検索方法などについて学習し，その後は学習者自らが課題を設定している。

また他学年では，第 5 学年において，これまで京都に関する調べ学習を総

合的な学習として位置づけた実践事例もある。 

こうした背景を踏まえ，社会科や総合的な学習を進めてきた中で習得した学習内容と課題解決能力を活かして，

動画コンテンツを用いた伝統や文化に関する課題解決学習を設定した。 

動画コンテンツを使用することにより，学習者が簡易に調査対象を選択することができること，動画の特性を

活かした視覚的な学習が可能なこと，といった利点が挙げられる。社会科・国語科・総合的な学習の時間といっ

た教科横断的な内容も踏まえた学習を通して，手軽に伝統や文化について触れる機会の増加につながると考えら

れる。 

教科 タイトル例（対象学年） 件数 

国語 「北野天満宮和歌」「仁和寺と文学」（中学） 12 

社会 「日本の歴史『東寺』」（小 6）「日本の農業『北山杉』」（小 5） 61 

美術 「京都の美術館に出かけよう」「鑑賞アールヌーボーの磁器」（中学） 23 

家庭 「地域の食文化『おたべ』」「京漬物解説しば漬千枚漬」（中学） 62 

算数 「折り紙『さかな』『うぐいす』『やっこさん』」（小学校） 20 

音楽 「歌唱茶つみ」「リコーダーの持ち方」（小 3） 9 

図 5 京都市社会科副教材 

「わたしたちの京都」 
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（2）実践事例の枠組み 

実践の枠組みとして，導入の段階では，社会

科授業としての位置づけで，「昔の道具・くらし」

に関する学習内容について想起し，身近にある

伝統や文化について取り上げる。図 6 は「私た

ちの京都」の地域や生活の移り変わりに関する

内容である。ここでは，地域に残る古いものを

見つけるというテーマのもと，歴史的な建造物

や道具，祭事などが取り上げられている。実践

の際，学習者の意見は自身の住む地域や京都市

内の代表的な神社・寺などの施設，和食・食器な

ど食に関わるもの，代表的な祭りや式典などの

行事などの意見を挙げると考えられる。本学で

は，学習者は京都市内の様々な地域から通学し

ているものが多いため，それぞれの生活経験か

ら多くの意見を引き出すことができると考えられる。調べたいテーマやその調べ方について確認し，動画コンテ

ンツを用いた興味・動機付けが有効であるか，その可能性を検証する。 

ICT 機器の活用については，コンピュータールーム等で動画コンテンツの使用方法について確認することがで

きる。その際，使用方法で示した通り，ホームページ上からいくつかの方法で動画を選択することができること

を伝えることにより，学習者が自ら興味のある動画にたどり着くことができると考えられる。例えば，教科ごと

のタグから同じジャンルの動画を選択する方法ならば日々の学習と関連付けて，地図上の施設から選択する方法

ならば住んでいる地域や行ったことのある施設を見つけるなどが考えられる。キーワード検索により表示された

動画を選択する方法の際は，あらゆる検索ワードで目当ての動画が見つかるとは限らないことを伝え，動画コン

テンツに加え施設ごとの公式ホームページなども参照することで，更なる情報を得るころができる。 

上記のような活動で，調べて分かったことをパンフレットにまとめる制作物課題を設定する。ここでは気にな

る動画やホームページの写真などを印刷して資料として張り付け，制作の際は，調べたことを羅列するだけでな

く，自身の感想や思いを付け加えることや，初めて見る人にわかりやすく伝えるためにレイアウトを工夫するな

どの具体的な活動が想定できる。 

Ⅲ．小学校第 3 学年を対象とした教育実践 

1．教育実践の概要 

教育実践の概要は，次の通りである。 

対象：京都教育大学附属京都小中学校第 3 学年，は組計 31 名 

時期：全 7 時間（45 分×7），2019 年 2 月～3 月 

場所：京都教育大学附属京都小中学校 

目標：京都の伝統や文化について興味関心を持ち，自ら課題を立て，書籍やインターネットなどを活用して調べ

たことを他者にわかりやすく伝わるよう工夫してまとめる。 

単元指導計画： 

第 1 次 …伝統や文化について知ろう（1 時間） 

第 2 次 …伝統や文化について調べよう（4 時間） 

  ・動画コンテンツの使い方を理解する。（1 時間） 

  ・動画コンテンツを使って伝統や文化について調べる（1 時間） 

  ・決定したテーマや施設などについてホームページなどを見て詳しく調べる（2 時間） 

第 3 次 …伝統や文化をパンフレットにまとめよう（2 時間） 

図 6 地域や生活の変化 

昔の写真・建物・道具・行事 
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実践の位置づけ： 

 本実践は社会科学習を基盤とした教科横断型授業として位置づ

け，学習者主体の総合的な学習の時間の授業事例として位置づけ

られることをねらいとしている。図 7 は本実践の単元指導計画と

教科学習との関連を表したものである。第 1～3 次においては，社

会科の学習時間として単元を構成している。第 2 次以降の調べ学

習においては ICT 機器の使用を前提とした内容構成となる一方，

各教科に関連する動画を視聴することで，教科横断型の学習を目

指した。第 3 次のパンフレット制作により，ICT 機器等で得た情

報を具体物として作成することにより，学習者の伝統・文化に対

する見識を広げることを意図している。その際，パンフレットの

内容は社会科の学習内容に限定されることはなく，第 2 次と関連

して複数の教科内容が含まれる制作物となることを想定している。 

 

2．教育実践の結果と考察 

（1）第 1 次 伝統や文化について知ろう（1 時間） 

 第 1 次では，京都の伝統・文化への興味付けと動画コンテンツの紹介を教室で行い，今後の学習の見通しを持

たせることを目的として単元の導入を行った。これまでの社会科の学習で，京都市内の様々な場所・施設などの

移り変わりを写真などの資料を用いて学習を行ってきた。 

 授業においては，学習者の伝統・文化に関する認識を引き出すため

に，「伝統・文化と言えば，何が思いつく？」のように問いかけ，ノー

トに知っている限り書き出すよう指示した。この時点では，何が伝統・

文化にあてはまるかなど，細かく考える必要はないと前置きした。机

間指導の際，何を書けばよいか悩んでいる学習者に対しては，「行っ

たことがあるところは？」と地図を見せながら問いかけたり，副教材

巻末資料にある京都の代表的な祭事の資料（図 8）を見せ，「知ってい

るものはある？」と聞いてみたり，学習者の生活体験に即したやりと

りを意識した。 

 次に，学習者の伝統・文化に関する認識を引き出し，共有した後，

動画コンテンツの一例を見せた。「北野天満宮」「日本の農業『北山杉』」

「京漬物解説しば漬千枚漬」の 3 つを視聴し，感想を交流した。他に

も様々な動画が用意されていること，次時以降は自分たちで動画を探

して調べ学習をすることを伝え，最終的な目標として京都の伝統・文

化に関するパンフレットを作ることを掲げ，単元における見通しを持

たせた。その際，実際に出回っている京都の建造物等のパンフレット

や，伝統・文化に関連する書籍も提示し，インターネットで調べることに加え，書籍等も活用していくことを指

示した。 

その後，列挙した例を板書し，全体で共有する時間を確保した。机間指導の際に指導者側が把握した学習者の

解答を念頭に置き，指名しながら発言を「建物」「祭事」「食」に分類していく。学習者自身は，発言の一つ一つ

を確認していきながら，黒板上でどのように分類されているかを考え，京都の伝統・文化について想起しやすい

環境を整える。今回の実践においては，「建物」に関する解答は，「平安神宮・金閣寺・銀閣寺・北野天満宮」な

ど，「祭事」に関する解答は，「祇園祭・葵祭・梅花祭」など，「食」に関しては，「漬物・京野菜・和菓子」など

が挙げられた。 

 最後に，今後調べてみたい京都の伝統・文化に関することや授業の中で印象に残った動画の感想をノートに記

入し，次時以降の学習内容に見通しを持つ時間を設けた。 

図 7 単元指導計画と教科の関連 

図 8 京都市の主な行事と祭り 

（「わたしたちの京都」巻末資料） 
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（2）第 2 次 伝統や文化について調べよう（4 時間） 

 第 2 次の全 4 時間は本学コンピュータールームにて行い，1 人 1 台のノートパソコンとインターネットを使用

できる環境を整えた。1 時間は環境設定と今後の活動の見通し，動画コンテンツに使用方法について学習し，残

りの 3 時間は動画に加え，調べたいテーマについてホームページ等で検索し調べる時間とした。 

指導の手順として，まず．動画コンテンツ専用サイトを検索し，デスクトップにショートカットアイコンを作

成した。その後，動画コンテンツの使用方法を説明し，興味のある動画を自由に視聴するよう指示した。その際，

学習者の発達段階を考慮し，視聴する動画については，対象学年が設定されているもの，短時間で視聴できるも

のに限定する。1 時間の授業内において，ほぼ全ての学習者が動画コンテンツの活用方法を理解し，調べたい伝

統・文化を決定することができた。 

 その後の授業時間においては，動画コンテンツまたは関連

ホームページで得た情報をメモし，制作物作成に向けてそれ

ぞれがパソコンを操作して調べ学習を行う（図 9）。主に動画

コンテンツを使って調べ学習を行う学習者は，活用していき

慣れていくにつれ，動画の特性を活かして効率よく情報を集

めることができていた。例えば，字幕で解説が出ているとこ

ろが再生されている場合，知りたい情報が書かれているとこ

ろで停止し，手元の紙にメモしたり，わからなかった部分や

聞き漏らしたところを巻き戻して何度も再生したりなどが

挙げられる。こうした学習経験により，必要な情報を自分で

得る ICT 活用能力の獲得に寄与したと考えられる。また，施

設等の公式ホームページで調べ学習を行っている途中で，内容が理解できない，漢字が読めないといった困難を

示す学習者も少なくなかった。そうした場合，再度動画コンテンツに戻って関連動画を視聴している様子が見受

けられた。 

 指導者側は，上記のような学習者活動の支援に加えて，調べ学習をまとめる制作物の資料作成の補助を行った。

具体的には，最終課題のパンフレットに掲載する写真などを動画やホームページなどから切り取り，印刷する。

なお，資料の量については，1 人あたり A4 用紙 1 枚とした。調べ学習がある程度進み，資料印刷も終えた学習

者については先行してコンピュータ教室内でパンフレット制作に取り掛かるよう指示した。 

 

（3）第 3 次 伝統や文化をパンフレットにまとめよう（2 時間） 

 第 3 次では，第 2 次で収集した情報をもとに，京都の伝統・文化に

ついてまとめたパンフレットを制作する。学習者はこれまでに興味を

持った題材を 1 つ取り上げ，動画コンテンツやホームページで得た情

報をメモ用紙にまとめている。さらにパンフレットに掲載する施設の

写真や解説資料などを精選してきている。まず，B4 用紙 1 枚の紙を配

り，半分に折り，制作するパンフレットを見開き冊子で作ることを伝

え，レイアウトの原案を提出するよう指示する。タイトルの文字の大

きさや，掲載する内容，挿入する資料の配置などを決め，必ずどこかに

調べ学習で得た自分の考えを書くスペースを確保する。レイアウト決

定後，画用紙を 2 つ折りにして，制作活動に入る。図 10 は学習者の制

作物作成の様子である。学習者は見やすさとわかりやすさを追求する

ため，制作中に他の学習者の意見を求める場面も見られた。 

 第 3 学年では，国語科の学習で説明する文章の構成について学習したり，社会見学で牛乳工場を訪れ，実際の

パンフレット等の資料をもとにポスターを作成したり，今回の制作物作成につながる学習の経験がある。作成に

際しては，どのようにレイアウトすればよいか，説明する文章が多すぎてまとめられないなどの困難がある学習

者もいたが，これまでの学習を想起させるよう促すとスムーズに作成することができた。 

図 9 動画コンテンツを操作する学習者 

図 10 パンフレット制作の様子 
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Ⅳ．制作物分析 

第 3 次で 2 時間行われたパンフレットを分析することにより，学習者の動画コンテンツ活用状況や，伝統・文

化に対する関心・意欲，意味理解を解明していく。

表 2 は，学習者が作成したパンフレットのテーマ

と件数を示したものである。祭事・行事では，「祇園

祭」「葵祭」といった祭事が 13 件と最も多かった。

特に「祇園祭」については，動画コンテンツ内に資

料があること，副教材「わたしたちの京都」におい

て大きく取り上げられていることなどもあり，学習

者が選択しやすい祭事となっていたと考えられる。

「北野天満宮」「仁和寺」「北山杉」「藤森神社」の合

計は 10 件で，これらのテーマによる制作物は動画

コンテンツを主たる資料としているものである。ま

た，その他の建築物は 8 件で，学習者の生活圏内にある建物や行ったことのある施設を選択しているものが多く，

これらは動画コンテンツ内において有力な資料が無くウェブサイト等を中心に調べ学習を行い制作したもので

ある。 

 次に制作したパンフレットの内容について分析する。図 11 は北野天満宮をテーマに作成されたパンフレット

である。左上に「東風吹かば 匂いおこせよ 梅の花 主無しして 春を忘るな」と菅原道真の和歌が示されて

いる。これは，動画コンテンツにおいて北野天満宮を紹介する動画にも掲載されている。次に，北野天満宮で行

われる祭事「梅花祭」について左下に記載がある。これは副教材「わたしたちの京都」において記載があるが，

詳細な説明はされていないので，学習者自らが動画コンテンツ並びにウェブ検索で調べたものである。さらに，

右下には北野天満宮という施設についての記述がされている。これは，実際の見本パンフレット等を参考に，施

設紹介をしている項目から参考にしていると考えられる。 

 総括すると，上記に述べた通り，和歌（国語），祭事・歴史（社会）のように，1 つの制作物の中に，他教科の

内容が複数含まれ，学習者自身で調べ上げたことが反映されている。 

 

作成テーマ 件数 

祭事・行事（ホームページ・動画） 13 

北野天満宮（動画） 6 

仁和寺（動画） 2 

北山杉（動画） 1 

藤森神社（動画） 1 

その他の建築物（ホームページ） 8 

表２ 制作物のテーマと件数（N＝31） 

図 11 制作物の表紙（左）と他教科横断的な内容構成のパンフレット事例（右） 
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Ⅴ．成果の公開 

 本実践における動画コンテンツを用いた教

育実践の成果を京都教育大学公式 YouTube チ

ャンネルにおいて公開している。京都の伝統・

文化に関する内容は教科教育の授業に加え，

京都に訪れる修学旅行生や教員等への事前指

導にも有効であると考えている。そこで，動画

コンテンツの概要，使用方法，授業実践事例を

まとめた動画を筆者自身が作成した。なお，動

画は ppt で作成した資料を筆者が目の前で解

説している形式（図 12）で，約 8 分程度のも

のとなっている。 

具体的な内容として，まず，視聴者の修学旅

行先を想起させたり，修学旅行先ランキングなどをクイズ形式で問いかけたりすることにより，京都を訪れる修

学旅行生の現状、さらには，案内する側となったときに必要最低限の知識が必要であることを主張した。次に使

用方法について簡単に説明した後，動画コンテンツの具体的な事例（藤森祭・京町家インタビュー・お雑煮作り・

千枚漬け・北山杉）を動画とともに筆者が音声と身振り手振りで説明する。それらの動画を用いた授業実践の記

録として，北山杉の伐採を視聴している小学校第 3 学年の授業風景を視聴することができる。加えて，動画を停

止・巻き戻しするなど，パソコンを操作して必要な箇所をメモする学習者の様子も紹介している。 

また，本実践における動画コンテンツを用いた学習について，「動画コンテンツを用いた課題解決学習に関す

る指導案」と題し，作成した。内容は，動画コンテンツを含めた小学校第 3 学年を対象とした社会科，国語科，

総合的な学習の時間に関する教材観と指導上の留意点等を詳細に記載したものである。全 4 時間の単元計画のう

ち，導入の 1 時間の目標，評価、授業展開例、板書計画も内容に含まれている。これらを参照することにより，

動画コンテンツを教科学習に導入したいと考える指導者の補助資料となることを想定している。指導案は今後

Web 上でも参照可能となるよう公開予定であり，授業実践動画と併せて成果を公開に役立つよう普及していき

たいと考えている。 

Ⅵ．まとめ 

本稿では，小学校第 3 学年を対象とした社会科学習「京都の伝統文化」において，動画コンテンツを活用する

ことによる学習効果を検証すること，教科横断型としての実践授業を再作物と合わせて分析することであるこれ

らの目的に対し，本実践における教育的効果を以下のように整理した。 

1. 動画コンテンツを用いた授業実践により，学習者自らが ICT 機器（パソコン）を操作し，自ら課題を主体

的に選択し資料を収集することで，総合的な学習と関連した ICT 活用能力の育成に寄与したこと。 

2. 社会科を基盤とした京都の歴史・伝統に関する教科学習として，学習者が意図せずとも題材に触れ，制作物

を作成する過程で，教科横断的な学習効果が期待できること。 

 

今後の展望として，動画コンテンツの作成においては，さらに幅広く他教科・他学年に対応すること，教育実

践においては，他学年においての実践事例の検討が考えられる。 

 

付記 

本論文は，「津田真秀，黒田恭史（2019）「動画コンテンツを用いた教科横断型授業の考案と教育実践―京都の

伝統・文化を題材として―」日本教育実践学会第 22 回研究大会論文集 pp.36-37」の内容を大幅に加筆・修正し

たものである。 

図 12 動画コンテンツの使用について説明する筆者 



94 教職キャリア高度化センター教育実践研究紀要 第 2 号 

参考・引用文献 

文部科学省（2017）『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）』，日本文教出版 

京都市（2017）『京都環境総合調査』， 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000240/240130/kyosa29saishu.pdf（2019 年 11 月 30

日現在） 

「京都教育大学公式 YouTube チャンネル」，www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-ytfZY0VvlBraQ（2019 年

11 月 30 日現在） 

「京都の魅力を発信する動画コンテンツ」http://gakumachi.kyoto/（2019 年 11 月 30 日現在） 

京都市小学校社会科研究会（2016）『私たちの京都 3・4 年上』 

京都市小学校社会科研究会（2016）『私たちの京都 3・4 年下』 

北俊夫ほか（2018）『新しい社会 3・4 上』，東京書籍 

北俊夫ほか（2018）『新しい社会 3・4 下』，東京書籍 

「北野天満宮」，http://kitanotenmangu.or.jp/（2019 年 11 月 30 日現在） 

「祇園祭概要」，八坂神社，http://www.yasaka-jinja.or.jp/event/gion.html（2019 年 11 月 30 日現在） 

津田真秀・黒田恭史（2019）「動画コンテンツを用いた教科横断型授業の考案と教育実践―京都の伝統・文化を

題材として―」日本教育実践学会第 22 回研究大会論文集 pp.36-37 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


