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～「獅子舞」の継承活動を通して～
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１ 校区に伝わる「獅子舞」の継承

当校の校区には約 350 年前から伝わる小栗山不動院

の獅子舞がある。これを平成８年から学校の教育活動

に取り入れてきた。４・５・６年生が主体となって，

地域の獅子舞保存会の方の指導を受けながら，笛，太

鼓，獅子舞，神楽舞の技を練習し，継承活動に取り組

んでいる。

普通の音楽や演劇と違い，楽譜や動き方の本は無い。

したがって，すべてのことを頭と体で覚えることとな

る。最初は，どのようにやったらいいのか，どのよう

に覚えたらいいのか，手がかりがない状態で，子ども

たちも戸惑う。しかし，練習を繰り返す中で，自分な

りの覚え方ができるようになり，少しずつできるよう

になっていく。自分の目と耳をはじめとする身体全体

で学んでいく。

６年生は，秋になる

と，４年生に自分が学

んだことを伝える。そ

れまで，指導者や先輩

から学んできたことを

自分なりに工夫して教えている。自分が学んだときの

コツや覚え方，気を付けることなど，４年生にも分か

りやすいように教え，引き継いでいる。

２ 目指す子どもの姿

○ 地域に伝わる伝統芸能「小栗山不動院獅子舞」を

主体的に受け継いでいく。

○ 地域に伝わる獅子舞の歴史や言われを調べたり，

保存会の方の思いや苦労に触れたりすることを通し

て，伝統芸能や伝統文化の大切さに気付き，地域を

愛する。

○ 発表活動や他の伝統芸能にかかわる学校や地域と

の交流活動をすることで，自らの思いを伝え，新た

な学びを通し，自らの生き方や新しい価値に気付く。

３ 伝統を受け継ぎ，主体的に継承活動を行う子ども

を目指した活動の展開

伝統を受け継ぐことの意味を考え，主体的に継承活

動を行う子どもを目指している。地域の方の思いに触

れたり，他の地域や外国で伝統芸能を継承している方

の思いに触れたりしながら，伝統芸能や伝統文化のよ

さや大切さに気付き，地域を愛する子どもを学校全体，

地域全体で育てている。

最初は，正座による足のしびれの痛さや同じ練習の

繰り返しに抵抗を示す子どももいる。しかし，次のよ

うな様々な取組を通して，子どもたちの意欲や意識を

変革し高めている。

① 獅子舞の歴史や継承の様子の調べ学習

４･５･６年生が総合的な学習の時間を中心に，獅子

舞の歴史や継承の様子，保存会の方の思いなどを調べ，

伝統芸能の意味と継承の大切さに気付き，地域に伝え

ていく活動を行っている。

見附市の「スクールアカウンタビリティ in みつけ」

では，見附市文化ホールアルカディアを会場とし，500

名を超える市民の方から見ていただいた。獅子舞の発

表だけでなく，子どもたちの伝統を継承する意識や獅

子舞保存会の指導者の思いを発表した。

② 全校で獅子舞を体験して学ぶ「獅子の日」

年２回「獅子の日」

を設定し，全校で獅

子舞について学んで

いる。高学年の児童

が低学年の児童に，

獅子舞の歴史や言わ

れを伝えたり，笛・

太鼓・獅子に直接触れたりする活動を通し，全校児童

が獅子舞と関わる取組を行っている。

校内での獅子舞の発表，「獅子の日」の低学年の獅

子舞体験，厳粛な雰囲気の中での練習の見学などを通

して，どの子どもも獅子舞活動を自分も受け継いでい

くという気持ちをもつようになる。また，低学年の子

どもたちは，実際の発表を見ることと，獅子の日の活

動を通して，獅子舞に対する理解と自分も「高学年に

なったら獅子舞をやる」というあこがれの気持ちを持

つようになる。

「獅子の日」は先輩から後輩へと気持ちや活動が直



接，伝わる場である。この体験の中で，獅子舞の難し

さとそれができる高学年のすごさを実感する。そして，

何度も体験することで，「自分もできるようになりた

い」「笛をやってみたい」と目標をもって取り組む子

どもが多くなる。子どもたちの中で伝統が受け継がれ，

技だけでなく，その精神も引き継がれていく活動であ

る。

③ 伝統を受け継ぎ，県内外に発信

教わった獅子舞を県内外の方に披露し，新潟小学校

区には昔から伝わるすばらしい伝統芸能があることを

知らせ，継承の大切さを伝える取組を行っている。

毎年，８月に行われる小栗山不動院大祭では，５・

６年生が獅子舞を披露している。ここには，県内だけ

でなく全国から人が集まってきている。学校の文化祭

は，６年生の最後の発表の場として位置付けて実施し

ている。保護者だけでなく，地域の方も見に来てくだ

さる。地域コミュニティのフェスティバルを，５年生

が初めて保護者や地域の人に獅子舞を披露する場とし

て位置付けている。どの発表でも獅子舞の披露だけで

なく，どのように取り組んでいるか，どのような気持

ちや考えで取り組んでいるかを紹介している。また，

見附市の伝統芸能フェスティバルでは，見附市文化ホ

ール「アルカディア」を会場とし，多くの市民の方か

ら見ていただいている。毎年のようにこのフェスティ

バルに参加することで，獅子舞が見附市の伝統芸能と

して多くの人に認められるようになってきている。

また，特別養護老人ホームなどの慰問活動で披露す

ることも大切にしている。発表を通して，福祉・ボラ

ンティア活動を行うことで，豊かな心を育む活動に取

り組んでいる。

さらに，今年度は新潟県主催の新潟文化祭「伝統芸

能を継承する子どもの祭典ー伝統連々祭ー伝統芸能を

未来へ」（新潟県民会館）で発表した。

他の地域で

の発表，同じ

伝統芸能を継

承している学

校との交流を

通して，その

素晴らしさや

継承することの大切さを認識し，深めている。自分た

ちの地域に伝わる獅子舞との違いに気付き，そのよさ

を見直す機会となっている。平成 24 年度にこれまで

の獅子舞の活動が認められ，ユネスコスクールに登録

された。ユネスコスクールの活動の一つとして外国の

伝統文化との交流も行っている。伝統文化を互いに披

露し合い，それぞれのよさを認め合い，感想や意見を

交流し合っている。

以上の取組を継続することで，子どもたちの意識や

意欲が高まっていることが分かる。

福島県の会津若松市立川南小学校との交流後には，

次のような感想を書いている。

川南小の彼岸獅子の舞は小栗山の獅子舞，神楽

舞と違って，一つ一つの動作に派手さはないけれ

ど，独特な動きをするとてもいい舞だなと思いま

した。一つ一つの動作の中に動物らしい動きを大

事に表現するという工夫は，小栗山の舞にも必要

なことだと思いました。はやしは，小栗山の舞と

ちがって笛の音が高く，明るい感じでした。太鼓

と笛も合っていてかっこよかったです。やはりど

ちらの舞もはやしと合うとかっこいいということ

が分かりました。

また，獅子舞を披露した後，次のように感想を書い

ている。

私たちは，全国でなくていいから，見附市の中

だけでもいいから獅子舞を有名にしようという目

標で見附小学校や「まちのえき ネーブルみつけ」

で獅子舞の発表をしました。見た人の「私もやっ

てみたいと思いました。」と書いてある感想があ

って，とてもうれしくなりました。私は，たくさ

んの人から見てもらって，たくさんの人が「獅子

舞をやりたい。」と言ってほしいと思いました。

私が，獅子舞を始めた頃は，「獅子舞なんてめ

んどくさい。やりたくない。」と思っていたけれ

ど，もっともっと多くの人に獅子舞を知ってもら

いたいです。何度も発表し，見てもらう人の喜ん

でくれる姿を見ると，やりたくないという気持ち

がなくなりました。今の４，５年生には「やりた

くない。」という気持ちはもってほしくないです。

たくさんの人に見てもらい，「楽しい，もっと多

くの人に知ってもらいたい」という気持ちでいて

ほしいです。



４ 地域の伝統を受け継ぎ，進んで伝えようとする子

どもたち

獅子舞の継承活動に取り組んできた６年生が，次の

ように書いている。

４年生のころは、うまく吹けず、笛も獅子舞も

嫌いだった。しかし、練習していくうちに獅子舞

に大切なことをたくさん教えてもらった。努力す

ることや仲間の大切さなど一人ではおそらく見つ

けられなかったことが、獅子舞のおかげで分かっ

た。獅子舞は覚えるのも大変だし、練習もつらい

ことがある。でも、この先も大事な獅子舞を受け

継いでいってもらいたい。

子どもたちは，練習

する中で悩んだり，嫌

になったりすることが

ある。しかし，発表す

ると，知らない方から

も「がんばったね」「上

手だったよ」と声をかけられる。見てくれた人の笑顔

を見ることで，それまで努力を続けてきたこと，獅子

舞をやってきたことのよさを実感している。

また，獅子舞の発表をすると，見てくれた人から練

習の様子や練習の苦労について質問されることが多

い。それらの質問に対して，子どもたちは，あわてる

ことなく，自分がやってきたことを振り返りながら，

自信をもって答えている。これは，一部の子どもだけ

でなく，どの子も同じである。獅子舞の継承活動を続

けることで，自分自身に自信をもち，自分の考えを表

現できるようになってきている。

５ 地域とかかわり，ともに継承活動に取り組む

今年で 19 年目という息の長い取組である。長い年

月を積み重ねることで，県内外のいろいろなところか

ら発表してほしいという依頼や取材の依頼が来る。こ

れは，それまでの先輩から毎年引き継いできた成果で

あることを子どもたちも理解し，責任をもって取り組

んでいる姿が見られる。

子どもたちは，獅子舞保存会の方々とともに継承活

動に取り組んでいる。特に，小栗山地域の不動院大祭

では，大人の獅子舞と子どもたちの獅子舞の両方が披

露され，一体感をもって発表している。このような経

験は，地域の伝統芸能を引き継ぐ活動を継続し，地域

の中で取り組んでいるからこそできる経験であり学び

である。

地域の方や獅子舞保存会の方は，次のように感想を

書いている。

獅子舞が好きだから、獅子舞の笛の音を聞かな

いと盆がきません。あの笛は、何ともいえないい

い音で、若い人が１年１年上手になっていくのが

楽しみでした。舞子たちは，遊びにも行かないで

稽古しているのに，十分な慰労もしてやれないの

が残念です。見附市のの文化財の舞い手なんだと

いう誇りをもってもらいたいと思っています。今

は、子どもたちのがんばっている姿が見られ、も

っと楽しみになっています。（地域の方）

非常に繊細で，根気のいる稽古です。これは，

人と人とが面と向かい合ってしか伝えられませ

ん。稽古は礼に始まり礼に終わり，姿勢や礼儀と

いったことも指導します。こうした伝統芸能の継

承を通じ，単に舞の動きや演奏の仕方だけでなく，

長い年月に培われてきた心=見附の魂に触れるこ

とで，子どもたちの心にも，地域の伝統を守ろう

とする情熱や，同じ志をもつ者同士の連帯感が生

まれます。（獅子舞保存会の方）

６ 活動による成果

① 伝統文化の世界に没頭する子ども

「教えてもらったと

おりに演ずる」日本文

化の世界に入り込む経

験は，他の教科学習で

は味わうことができな

い。この経験は，平成

８年から継続していることで，新潟小学校の文化とな

っている。獅子舞活動は，体育館に子どもたちが正座

し，整列するところから始まる。教科学習では，もち

ろん教師から指導され，教えてもらう部分も多い。そ

の中で，学んだことを生かし，工夫したり，考えたり

する部分も多い。しかし，獅子舞活動は，教科学習と

は違い，まずは，教えられたとおりにそのままやると

いう文化の世界である。その世界に子どもたちは，緊



張感をもって入り込む経験をする。

４年生の秋から始めて６年生の秋までの２年間，自

分がやるべきことは，全く同じである。しかし，最初

はできない。分かっているけれどできない。何度も何

度も練習をする。家で自主練習をする子も多い。それ

でもできなくて，指導者に教えてもらい，また練習す

る。このようにあきらめずにできるまで取り組むこと

ができるのは，それまでの先輩の姿を見ているからで

あり，伝統文化の世界に入り込んでいるからである。

５年生になると，獅子舞の動きができるようになる。

しかし，できたからといって満足しているわけではな

い。６年生が，その上の動きをするからである。６年

生は１つ１つの動きにメリハリがあり，足がぐらつく

こともない。５年生は，このような６年生の姿を見て，

自分の動きにさらに磨きをかける。伝統文化の世界に

没頭することで，自分自身と対話し，技を磨きながら

精神的にも成長していく。

② 自己肯定感を高める子ども

※グラフ中の「小学校」は、見附市内の小学校の平均

子どもたちは獅子舞の発表活動を経験する度に，自

信を深めていく。学校内で発表するだけでなく，さま

ざまな場所で発表し，多くの人から見てもらう大きな

舞台を経験することで，見た人から直接声をかけられ，

認めてもらうことで自信を深めていく。６年生は活動

を振り返り，次のように新聞の取材に答えている。

３人が黒い獅子の面をかぶって踊る獅子役を２

年間担当しました。４年生の時に転校してきて初

めて獅子舞を見たときはびっくりしましたが、地

域の人の喜ぶ顔を見る度に、やってよかったと思

いました。

最初は振り付けを覚えられず、不安なときもあ

りました。でも、去年の地域のイベントで初めて

披露したとき、「すごいね」とほめられ、自信が

つきました。それからは迫力のある舞台になるよ

う、動作を大きくしようと心がけてきました。笛

や太鼓の担当は、私たち獅子の動きをよく見て演

奏をしてくれるので助けられました。獅子舞はみ

んなで舞台を作っているという一体感がありま

す。これからの活動は５年生がメインになり、私

たちは指導にまわります。卒業まで伝統を受け継

ぐ大切さと責任感を伝えたいです。

また，特別養護老人ホーム等の福祉施設での発表で

は，２，３メートルの近い場所から見てもらえるため，

子どもたちも見てくださる方の表情や様子を見ながら

演じることができる。また，喜んだり，感動したりす

る姿を見たり，その場で感想をもらうことで，改めて

続けてきたことのよさを実感している。

さらに，外国の方との交流では，外国の伝統文化も

学びながら，改めて子どもたち自身が引き継いできた

獅子舞のよさに気付く。外国の方から「日本の文化は

すごい」「見附市の獅子舞は世界でも大切にしなけれ

ばいけない伝統芸能です」「これからも獅子舞を伝え

ていってください」と認めてもらえることで，さらに

自信を深める，獅子舞を受け継いでいくことの自覚と

責任感を確かなものとしていた。

③ 地域を愛する子ども

次のグラフに見られるように 97.9 ％の子どもが学

校や地域が好きだと答えている。

※グラフ中の「小学校」は、見附市内の小学校の平均

学年別に見ると，４年生以上では，100 ％の子ども

が「学校や地域が好きだ」と答えている。昨年度以前

の子どもたちの回答を分析すると，４年生になり，獅

子舞活動が始まると「好き」と回答する子どもが増え

ている。

また，子どもたちは，地域の活動に積極的に参加し

たり，貢献したりするようになってきたことを保護者

や地域の方から聞くことが多くなった。例えば，小栗

山地区では，ホタルの住む環境を地域で目指して活動

しているが，子どもたちもそこに参加し，自然の整備

はもちろん，ホタルの成長の記録をとるなど，自分た

ちの役割を自覚しながら活動に取り組んでいる。

以上のように，獅子舞活動を中核にすることで，地

域に誇りをもち，自覚と自信をもった子どもたちの成

長した姿を見ることができた。



資料 先輩から後輩へ

伝統芸能「獅子舞」を引き継ぐ
見附市立新潟小学校

獅子舞の研究・活動歴

1996 年 希望者による獅子舞クラブとして活動開始 獅子（しし）の日 全校で獅子舞の体験
し，学校の文化祭で初めて発表する。

1997 年 小栗山不動院の大祭での発表，文化祭で発

表する。※この年以降，毎年実施している。

1998 年 長岡市の国営越後丘陵公園の開園記念行事

のアトラクションの一つとして発表する。

見附市文化ホール「アルカディア」のフェ

スティバルで発表する。

1999年 見附市の福祉施設「竜宮荘」で発表行う。

※この年以降，特別養護老人ホーム大平園，

デイサービスセンターラポール等での発表

を毎年行っている。 獅子舞引き継ぎ式
2000年 新潟公民館の文化祭で発表する。

2001 年 獅子舞サミット開き，伝統を受け継ぐこと

の意味や大切さを地域の方に訴えた。

2004年 弥彦神社での奉納舞（翌年も行う）

2006 年 柏崎市立新道小学校，長岡市立中野俣小学

校，見附市立見附小学校と交流する。

※この後，福島県会津若松市立川南小学校始

めとして，多くの学校と交流をしている。

2007 年 ６年生が卒業制作として共同版画作品「小

栗山大祭」をつくる。

2008 年 地域コミュニティ「こみゅにてぃほっと新 小栗山大祭 ８月１０日
潟」のフェスティバルで発表する。

※これ以降毎年５年生が発表をしている。

2009 年 更生保護制度施行 60 周年記念新潟県更生保
護大会で発表する。

みつけ伝統芸能フェスタで発表する。

2010 年 第12回「全国こども民俗芸能大会」（東京

青年館）で関東ブロック代表として発表する。

「日本の祭り・ふるさと新潟 2010」で発表す
る。その発表中心に，NHK「道場めぐり」で
放映される。

2011年 みつけ伝統芸のフェスタで発表する。 他の地域の伝統芸能を継承する人との交流
※これ以降毎年，みつけ伝統芸能フェスタで

発表する。

2012 年 獅子舞の伝承活動が認められユネスコスク

ールに認定される。

2013 年 新潟市南区の月潟まつり・伝統芸のフェス

ティバルで発表する。

日本文化理解教育部門において第44回博報

賞と文部科学大臣奨励賞を受賞した。

図工クラブが，獅子舞の由来をあらわした

「小栗山の獅子舞」の紙芝居が「第14回手づ 柏崎市の綾子舞クラブ 中野俣小学校の広大寺おどり

くり紙芝居コンクール」で最優秀賞である大

賞「加太こうじ賞」を受賞した。 版画の共同作品（平成１９年度卒業生制作）
2014 年 新潟県主催の新潟文化祭「伝統芸能を継承

する子どもの祭典 伝統連々祭 伝統芸能を

未来へ」（新潟県民会館）で発表する。

※学校の文化祭，小栗山不動院大祭，地域コミュニテ

ィのフェスティバル，特別養護老人ホーム等の福祉

施設，みつけ伝統芸のフェスタでの発表を毎年行い，

それ以外にも依頼があると，県内の各地で発表を行

ってきている。



平成22年8月２１日 「全国こども民俗芸能大会」で発表（日本青年館大ホール）

平成25年 博報賞受賞
これまでの獅子舞の継承活動が認められ，「日本文化理解教育部門」で第４４回博報償を受賞しした。あわせて，「博報賞」の中

でも他の模範となる活動ということで，各部門から１件しか選ればれない「文部科学大臣奨励賞」をいただいた。

また，当校の図工クラブが，獅子舞の由来をあらわした「小栗山の獅子舞」の紙芝居が「第１４回手づくり紙芝居コンクール」で最

優秀賞である大賞「加太こうじ賞」を受賞した。


