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４年 単元『地域の文化を受けつぐ４年 単元『地域の文化を受けつぐ４年 単元『地域の文化を受けつぐ４年 単元『地域の文化を受けつぐ』』』』（全10時間扱い）（全10時間扱い）（全10時間扱い）（全10時間扱い） 龍江小学校龍江小学校龍江小学校龍江小学校

４年単元『地域の文化を受けつぐ』（全 10 時間扱い）の子どもたちの学びの姿から「見方・考え方

を自己に問いかけながら広げていく子どもの姿」を捉えていきたい。

１ 本時に至るまでの追究の様子

２ 学習問題に対して自分の見方・考え方を出し合う場面

教 師： 朝も話しましたが，今日は，今田人形座の澤栁太門先生にも来ていた

だきました。一緒に考えていきたいと思います。（板書されている学習

問題を示しながら）どうして今田人形が300年以上続いて来たのか，昔

は，飯田下伊那には人形座は？

子ども： ２４（口々につぶやく）

教 師： それが今では…３。そこになにかヒミツがあるんじゃないか，今，みんなの学習カード

に学習問題の予想，考え方が書かれています。みんなで探っていきたいと思います。どん

な予想が…。

子どもたちに「『龍江の宝』ってなんだと思う？」と，問いかけると，子

どもたちからは「たくさんの自然」「優しい近所の人」と言う声が戻ってき

た。Ｋ男は「龍江かるた…」と，つぶやきの声を挙げた。教師は，「今田人

形」に子どもたちが興味・関心をもつことができるように，そのつぶやき

をとりあげ，『龍江かるた』に詠まれている「今田人形」について詠まれた

５つの札を提示した。子どもたちは「あっ！今田人形だ」と，声を挙げた。

さらに教師は，「今田人形」への追究意欲をもつことができるように，今田

人形について知っていることを付箋に書く場を設けた。「学校に今田人形ク

ラブがある」「人形は３人で動かす」「難しくて言っていることがよくわか

らない」と，子どもたちは自分たちが知っていることを付箋に記入してい

ったが，「何年前に始まったのか？」と言った「？（はてな）」が，いくつ

も出された。そこで教師は７月にNHKで放送された『小さな旅』を見る場を

設けた。番組で紹介される「今田人形」に関わる人の姿にＭ子は「やっぱり，今田人形は，龍江の宝だと

思う」と，感じた思いを語った。「もっと今田人形のことを知りたい」という，子どもたちの意識から単

元を貫く願い『龍江の宝 今田人形をつなげていこう』が設定された。（第１・２時）

「今田人形」について調べていこうという追究の意欲をもった子どもた

ちは，先ず家の人に「今田人形」について知っていることを聞いて調べる

活動に取り組んだ。「聞いたけど，『知らない』って言われた」と，家の人

に尋ねた結果を報告する声がいくつも聞かれた。そこから子どもたちは，

龍江にあって長い間続く今田人形が意外に知られていないことに気付いて

いった。また，祖父が今田人形座に入っていたＧ男は、祖父からその歴史

や戦争中座員が４名しかいなくなり，存続が危なかったこと，そうした時

期に当時村長だった木下仙さん，そして息子さんの迪彦さんが存続のため

に大きな役割を果たしたことを聞き，友に伝え

ていった。Ｋ男は祖父から迪彦さんと同級生で，

迪彦さんが交通事故で亡くなってしまったこと

を聞いて調べてきた。そうした友の調べてきた

ことを聞きＴ男は「今田人形にはこんな悲しい物語があってびっくりしました。

もっと今田人形のことを知りたいです」と，振り返りに記入した。子どもたち

は，「今田人形」に関わる人の存在に気付き，そしてさらに追究への意欲を高め

ていった（第３時）

子どもたちの「今田人形」への追究意欲が高まったことを把握した教師は，

今田人形座の座長を務める澤栁太門さんからお話を聴く場を設けた。澤栁さん

と今田人形との関わり，木下迪彦さんとの関係，現在の今田人形の現状などについて話を聴き，さらに実

際に人形に触れることを通して，子どもたちは今田人形への理解を深めていった。（第４・５時）

さらに，今田人形の活動の足跡・自分たちとの関わりについて理解を広げていくことができるように，

信濃毎日新聞で採り上げらられた今田人形に関わる記事から調べる場を設けた。海外への公演も行ったこ

と，人から人へとつながっていること等，新聞記事を通して，子どもたちはさらに今田人形について「知

っていること」を広げていった。（第６時）

子どもたちが今田人形への理解を広げたことを

把握した教師は，かつて飯田下伊那地区に２４あ

った人形座が現在は３座しか残っていない事実を

伝えた。「えっ少ない！」と，Ｒ男は驚きの声を挙

げた。「どうして他の人形座は止めてしまったんだ

ろう？」「今も残っているのは貴重だな」「どうし

て３つの人形座は残ったんだろう？」と，子ども

たちは２４座から３座に減ってしまったことに驚

きと問題意識をもち，今も龍江に残っている今田

人形をもう一度見つめ直していった。この子ども

たちの問題意識から学習問題「どうして今田人形

は300年以上続いて来たんだろう」が設定された。（第７時）。

「龍江かるた」には…

昔は24座あったのが…
今は…

こんな悲しい物語が…

へぇ…そうなんだ！
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子ども： （挙手する）

Ｒ子： 龍江の人が大切にしてきて，４人の時があったけど，それも龍江の人や４人の人が頑張っ

たからだと思いました。龍江の人の思いと人形の信じる心がつながってこんなに続いてい

ると思います。

教 師： ４人の時ってあったんだよね。（黒板に昭和１９年→４人を板書）今，Ｒ子さん言って

くれたけど，龍江の人たちの…

Ｒ子： 龍江の人の思いと人形の信じる心がつながってこんなに続いていると思います。

教 師： 人形を信じる心か…。（「人形を信じる心」を板書）Ｒ子さんからつながりますか？

Ｒ子： 町の人たちが好きで，みんな消さないという思いが強かったから，４人の時も木下仙さ

んたちが頑張って集めたから。

教 師： こういう気持ちがあったんだ。（「消したくない」「残していきたい」をﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞで位

置付ける）

Ｎ子： 迪彦さんや仙さんや龍江の人たちが大切にしているから，300年以上続いたと思います。

今，名前が出てきたよね。さっきＲ子さんも言ったけ。

教 師： 迪彦さんや仙さん。

Ｎ子： 仙さんは…校長先生もお話してくださったよね。龍江村の村長だった

教 師： 仙さんと（仙さんの写真を貼る）迪彦さん（写真を貼る）がいたから

…。Ｎ子さん，つながる？

Ｔ男： 昔の人が，いっぱい今田人形を見てきたから，ずっと残していきたか

ったから。４人だけががんばっていたところを見てい

て，頑張って残していきたいと思ったから。

教 師： 見にきてくれる人がいたんだ。（「見に来てくれた人

がいる」をﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞで位置付ける）Ｔ男君，昔って書

いたじゃん。どうして昔って書いたの？

Ｔ男： 300年以上続いて来たから，だから，みんなが見てな

いと続かないから…。

教 師： この人たちがいたから，続いたって思ったんだ。Ｒ

男君もこのことについて書いてあったよね。聞かせて

もらってもいい？

Ｒ男： 見に来る人が多かったから。人形座が有名だったから。

教 師： たくさんいて，有名。（「たくさんおった」を板書）Ｒ男君からつながる？Ｇ男君も迪彦

さんのこと書いてあったよね。読んでもらってもいい？

Ｇ男： 木下仙さんが４人になった時，また復活させて迪彦さんもすごいなぁと思いました。も

し，仙さんや迪彦さんがいなかったら，今田人形が４人になった時，今田人形が無くなっ

たと思いました。仙さんと迪彦さんはすごいなぁと思いました。

教 師： いなかったら…（「いなかったら…無くなってしまったかも」と板書する）Ｎ男さんは？

Ｎ男： ぼくは，木下迪彦さんが死んでしまったから，やっていけないと思ってつぶれたと思いま

す。

教 師： 逆に…他の座はつぶれてしまった。迪彦さんと仙さんのこ

と書いてくれた人，どれくらいいたっけ？

子ども： （約２/３の子が挙手する）

教 師： Ｍ子さん，聞かせてもらってもいい？

Ｍ子： ２１の人形座は，迪彦さんが無くなっちゃったから，それ

で２１の人形座が無くなっちゃった。

Ｍ子： やっぱり木下迪彦さんがいて，入ってくれたおかげで今もずっと続いているんだと思い

ます。それと，今よりもっと前は，仙さんがやってくれたおかげなんだと思います。

Ｓ子： 300年以上続いて来たのは，昔からやっている木下仙さんや木下迪彦さんがいたからだ

と思いました。

教 師： やっぱり，この２人がいたから。Ａ子さんも，このこと，ちょっとちがう言葉も書いて

あったっけ。聞かせてもらってもいい？

Ａ子： 木下仙さんや木下迪彦さんと龍江のみんなが協力して今もやっていけるんだと思いま

す。

教 師： 龍江のみんなの協力があったんじゃないか…。なんか協力ってことで話できる人いる？

子ども： （挙手なし）

教 師： Ｒ男君も書いてくれたよね。聞かせてもらってもいい？

Ｒ男： 木下仙さんが文化村長で，今田人形を守ってきて，迪彦さんが守ってきて，太門先生へ

続いてて，だから今田人形は今も残っていると思います。

教 師： 聞こえた？仙さんは，何村長だっけ？

子ども： 文化村長（口々につぶやく）

教 師： 文化村長の仙さんがいて，それからＲ男君，仙さんの後を…

Ｒ男： 迪彦さんが守って，太門先生へ続いている。

教 師： （黒板に太門先生の写真を貼り，迪彦さんの写真から矢印をつなげながら）太門先生へつ
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ながっている（「続いている」を板書）って，Ｒ男君は考えたん

だね。

さて，ずっと続いて来た理由，みんなで考えてきました。まだ

ここに足せるっていう人，いますか？

子ども： （挙手なし）

教 師： なんか少し見えてきた気がする？Ｒ子さん，見えてきた気が

する？

Ｒ子： みんながつないできたから，続いて来たと思う。

教 師： こんな理由があるんじゃないかなっていうことが，少し見えてきた気がするんだけど，

この考えを確かめるには…，今，Ｎ男さん，すっと目がいったけど，

Ｎ男： 太門先生。

教 師： 太門先生にお話をお聞きしてみますか？

子ども： （頷く）

教 師： 太門先生，こんな理由を考えたんですが，どうでしょうか？

前時，学習問題「どうして今田人形は300年以上続いて来たんだろう」に対して，子どもたちはそ

れまで学習してきたことを根拠にしながら「木下仙さん・迪彦さんがいたから」「龍江の人の『残し

たい・消したくない』と言う思い」「龍江の人の協力」「見に来る人がいたから」と，自分の考えを

もった。

学習カードから子どもたちの考え方を把握していた教師は，子どもたちの考え方が関連して追究

していくことができるように，先ず「龍江の人の思いがあるから」と考えているＲ子を指名した。

その発言を承けてＲ子は「町の人たちが好きで，みんな消さないという思いが強かったから」と，

話す。教師は，板書で「龍江の人の思い」「消したくない」「残していきたい」を位置付けた。その

後，子どもたちは相互指名で自分の考え方を話していった。Ｎ子からは木下仙さん・迪彦さんの名

前が出され，Ｔ男からは「見る人がたくさんいたから」という考えが出された。教師は，その発言

をうけ，木下仙さん，迪彦さんの写真を提示し，板書で「見る人がいるから」を位置付けた。子ど

もたちの発言はこの後も木下仙さん・迪彦さんに寄せたものが続いていく。子どもたちが自分の考

え方を伝えることができたと判断した教師は，澤栁太門さんについて学習カードに記入していたＲ

男を指名した。Ｒ男は，「木下仙さんが文化村長で，今田人形を守ってきて，迪彦さんが守ってきて，

太門先生へ続いてて，だから今田人形は今も残っていると思います」と，自分の考えを話す。教師

は，澤栁太門さんの写真を提示し，木下仙さん，迪彦さんの写真と矢印でつなぎ，「続いている」と，

《今田人形座座長 澤栁太門先生のお話》

今，みんながどうして今田人形が300年以上続いて来たのか，というテーマで

考えてきて，木下仙さんと迪彦さん，その存在が大きかったということで２人の

話が出てきました。そういうなかで，見てくれる人，それで龍江，地区の人の協

力があったから続いて来たんじゃないかそういう意見が出てきたんだと思いま

す。確かにその通りですね。特にここのところ（「見てくれる人がいる」のﾌﾗｯｼｭ

ｶｰﾄﾞを指しながら）演じる人がおって，それを見てくれる人がいる。演じる人と

見てくれる人のそこに接点がある。つながり合う，それが大事かなと思います。

私たちも数多く公演してきて，公演して終わった後に見てくれたる人が「ああ，

よかったよ」「感動したよ」その一言が私たちに次に進んでいくステップを与え

てくれる力になっているんだなぁとつくづく思います。そして，周りの人たちの協力。これも非常に大事なことだと思います。

今日，吉澤保存会長さんも来ていただいてますけど，今田人形を後押ししてくれる組織があります。それが，保存会という組織

ですね。それが今，大勢龍江の地区内，地区外に300人を越える人が会員になって後押しをしてくれます。それと最近こんなこと

があったんですが，今年３月，私たち今田人形座は浜松へ，それまでは私たち人形座だけで行くっていう話でいたんですが，龍

江の偉い人が集まる会で，その時校長先生もいたと思うんですが，「浜松へ行ってくるよ」という話をしたんですが，地区の人が

バスを借りてくれる，地区の役員の人が行ってくれて，地区を代表して挨拶をしてくれて私たちが芝居をした。そういうふうに

協力，つくづく大切なこと，ありがたいことだとだと思いました。

話は戻りますが，仙さん，さっきも出てきたように文化村長さん。８年間，昭和の戦後間もない時期，26年からかな。34年ま

で8年間，村長をされた方で，人形座との関わりは，顧問，相談役ということで，人形との関わりを持ってくれた人です。まだ，

今田人形がこんなに盛んにできない頃，やはり「これではいけない」ということで，地区の若い人にお話をしていただいて，「な

んとかして人形をやってほしい」と協力をお願いしたんですね。で，地区の公民館活動のなかに「人形部」というものをつくっ

て，龍江中に呼びかけて，なんとか人形を頑張ってやっていきたい，ということで四座の協議会でも頑張った人。人形座の座員

ではなかったけども，村長さんという立場でまとめてくれた人。

その息子さんの迪彦さん。これは中学を卒業したら時，15歳から人形座に入って，お仕事は養蚕，蚕を飼って，今，蚕を飼っ

ている家はありませんけど，農業をしながら一生懸命人形に取り組んで，今田人形にとっても，四座にとっても，四座というの

は，今田人形，黒田人形，早稲田人形，もう１つ上伊那の古田人形，これを１つにまとめて，指導の面，いろいろまとめて指導

を受ける，そういう元をつくってくれました。若手の育成に大きな力を尽くした人です。

ここでわ私の方から皆さんにお聞きしたいと思うんですけど，仙さん迪彦さんは今田人形を残すために本当に頑張って努力を

してきました。ここまで頑張ってきたのは，どうしてだと思いますか？思いを支えていたものは，なんだったと思いますか？み

んなのなかから出してくれるとうれしいです。
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板書した。そして，子どもたちの考えを確かめることができるように，澤栁太門さんから話を聴く

場を設けた。

澤栁太門さんは，子どもたちの発言を認めながら，「協力」「見る人と演じる人のつながり」，「木

下仙さん・木下迪彦さんの果たした役割」について，丁寧に説明をしたくださった。子どもたちは

その話にじっと耳を傾けて聴き，自分たちの予想を確かめていった。

そして，話の最後に子どもたちが自分の見方・考え方を見つめ直し，自己に問いかけていくこと

ができるように，澤栁太門さんに「今田人形を守るために頑張って来た人はどうして頑張ることが

できたのか？その思いを支えていたものは何か？」と，子どもたちに問いかけていただいた。

③ 新たな社会的事象との出会いから見方・考え方を自己に問いかけていく場面

教 師： ありがとうございました。太門先生から，いつくかお話が

ありましたよね。今日，吉澤健先生，お見えになっているけ

ども，龍江には「保存会」という会がある。（ﾌﾗｯｼｭｶｰﾄﾞで「今

田人形保存会」を貼る）その，今会長をされているのが，吉

澤健先生が会長をされている。そういう会がある。（吉澤健先

生の写真を貼る）そして，仙さんや迪彦さんのことをお話し

てくれました。

さて，最後に太門先生からみんなに「？」が出たんですが，頑張って来

た人たちが，龍江にはいるんだよね。頑張って来られた仙さん，迪彦さん，

太門先生もそうだよね。頑張って来られた思いを支えていたものって何

か？…書いてみようか。学習カードの２のところ，もし，今，首捻った人

いるよね？ちょっとわからないなぁって思ったら，友だちと相談してもい

いので。しばらく時間をとるので，２のところに頑張って来れた人

の何が支えていたのか，書いてみましょう。

子ども： （学習カードに自分の考えを記入する）

教 師： さて…，悩んでいるっていう人もいるよね。どう？今，悩んでいる

人？

Ｇ男： （挙手する）

教 師： 何が支えているんだろうって，Ｇ男君，悩んでいたよね。そんななかで，今，僕・私は

こんなんじゃないかなぁって考えたこと，みんなで考えて少しずつ膨らめていきましょう

か。それじゃぁ，思いを支えているものは何か？

子ども： （挙手する）

Ｒ男： 人形座の大切さ，地域でいつまでも残したいから。人形座を大切にしています。

Ｒ子： 今までつなげてくれた人がいるから，それは，消したくないから。龍江の人が毎回見に

来てくれるから。

Ｍ子： 人形座をやっている人の続けたいという思いがあったから。

Ｒ子： 頑張って来れた理由は，みんなの協力と今田人形がすごく好きだったからだと思います。

好きじゃなくちゃできないと思います。

教 師： 太門先生が頷かれていたね。

Ｍ子： 今田人形を残したいという気持ちをもっている人がいるから。その思いが300年以上つ

ながっている。

Ｋ男： 龍江の宝だから，残していきたいという気持ちがあるからだと思います。

Ｍ子： 思いを支えているのは，人形だと思います。なぜなら，龍江の宝だからです。だから龍

江の宝が思いを支えているんだと思います。

教 師： 人形…。後で聞いてみたいな。Ｇ君，どう？さっき悩んでいたけど，みんなの考え聞い

ていて。

Ｇ男： みんな人形が好きで，300年以上も続いているから，龍江の宝だから。

教 師： Ｒ子さん，今，どんなこと思ってる？

Ｒ子： 今田人形を見に来る人がいっぱいいて，今田人形を知らない人にも知ってもらいたいか

ら。仙さんが今田人形をつくってくれたから，300年以上も続いているから，今までつな

げてきた人の思いがあるから。

教 師： 最初「えっ！」って言う声も聞こえてきたんだけど，少しずつ広がってきました。ここ

でまだ足せる，つなげられるっていう人いたら。

子ども： （挙手なし）

教 師： じゃぁ，実際，太門先生，人形に関わって何年だっけ？

子ども： （模造紙を振り返り確認する）33年。

教 師： 33年間，実際に関わってきた太門先生が，今，みんなの話聞きながら

頷かれたり，うんって言ったりされていた，太門先生，このことについ

てのお話を聴かせていただいてもよろしいですか？

教師は，子どもたちが自分の澤栁太門さんの「今田人形を守るために頑張って来た人はどうして頑

張ることができたのか？その思いを支えていたものは何か？」という問いかけの言葉をもう一度確
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かめ，板書で「思いを支えているものは何か？」を位置付け，子どもたちに考えてみるよう促した。

子どもたちのなかには，Ｇ男のように，その問いかけに対して首を捻り，じっと考え込み，自己

に問いかけていく姿が見られた。子どもたちは，澤栁太門さんが話したことを拠り所にしながら，「思

いを支えているもの」について考え，学習カードに記入していった。Ｒ男は「人形座の大切さ，地

域でいつまでも残したいから。人形座を大切にしています」と，自分の考えを話す。また，Ｒ子は，

「今までつなげてくれた人がいるから，それは，消したくないから。龍江の人が毎回見に来てくれ

るから」と，話す。Ｒ子は自分がやっているバレーボールに寄せながら「頑張って来れた理由は，

みんなの協力と今田人形がすごく好きだったからだと思います。好きじゃなくちゃできないと思いま

す」と，自分の考えを話す。また，Ｍ子は，「思いを支えているのは，人形だと思います。なぜなら，

龍江の宝だからです。だから龍江の宝が思いを支えているんだと思います」と，人形に寄せて自分

の考えを話した。最初は首を捻っていたＧ男も友の考えに触れ，「みんな人形が好きで，300年以上

も続いているから，龍江の宝だから」と，自分の考えを話す。

子どもたちが「思いを支えているもの」について，自分の考え方をもつことができたと判断した

教師は，その考えを確かめることができるように，再び澤栁太門さんに話を聴く場を設けた。

４ 見方・考え方を広げ，本時追究していったことのよさを振り返る場面

教 師： どうですか？今，人形を見ていて。太門先生が感じられている「人形が好き」という気

持ち，人形の魅力，きっと迪彦さんも感じられていたんですよね？

《今田人形座座長 澤栁太門先生のお話》

今田人形がどうして300年以上続いて来たか，頑張って来た人の思いを支えている

ものは何か，なんだったんだろうかということでみなさんの意見を聴いていました。

その通りですね。私はこの迪彦さんに「お前，人形に入れよ」って言われて，自分

から「はい！」って手を挙げてではないんです。この人から「お前，なんでもやれ

よ」って言われて，人形に入って，残念ながら若くして亡くなってしましましたが，

その教えを受けてきました。この迪彦さんの思い，当然伝わっていると思います。

やはり，一番人形が好きだから，人形が嫌だったら絶対できないから，人形が好

きだから扱ってみて面白い，そこに楽しみがある，これ（「人形が好きだから」を

指しながら）これが一番だと思います。これが好きになったのは，見に来てくれる

人がいる，見に来てくれた人とそこに接点がある「見て面白かったよ」「泣けたよ」「感動したよ」その一言がやっぱり次のステッ

プになっていく，だんだん人形が好きになっていく，やっぱりそこに大きな要素があると思います。

今までつなげてきた人の思い，やっぱりみんなが「龍江の宝」だと思ってくれています。300年以上の歴史の重み，今，座長と

いう立場からつくづく感じています。やっぱり次の世代へつなげていかなくてはいけない責任感というものがありますけど，そし

て，みんなの協力がなかったら，人形は仙さん，迪彦さん，こういう人たちが苦しい時，中心になって頑張って，それを周りの人

が一緒になって頑張ってやりましょうって，みんなでひとつになった。ひとつの目標に向かってやっていった，それがなかったら，

ここまで大きくなれなかった，活動が立派にできなかったと思います。みんなの協力があってこそ，やっぱりできたんだ，今まで

つながってきてるんだと思っています。

「人形の魅力ってなんですか？」ってよく聴かれるんですけど，人形の魅力ってなんだろうって，答えが出てこない部分がある

んですけど，やはり，この人形，学校のクラブで使っているこの人形２つ，人形立てに立っている，それは，ただの人形なんです。

しかし，この人形を動かすと，専門的に言うと「操る」っていうんですけど，操ることによって，この人形がひとつの表情がそこ

に表現できてくる。そこに不思議さというか，面白さというか，魅力を感じているのがひとつなんですが，うまくいくかわかりま

せんがちょっと動かしてみます。こうやって持って人形を動かすわけなんですが，１つの人形を3人で動かしていきます。私が今，

人形の頭を持っています。これが主遣い，もう2人が，何遣いと何遣い？（子どもたちに問いかける）そう，左手を動かす人，足

を動かす人，なぜ３人付くかというと，私たち人間に近い表情，動きができるということで，３人で動かす，それが昔から伝わっ

ています。本来なら物語を語る太夫さんがいて，三味線がいて，３人がひとつになって人形を動かしていくわけですけど，今日は，

私１人なんです。そんな表情が出せるかどうか，ちょっとわかりませんですけど，やってみます。（※歩き方，笑う・泣く・悔しい

といった動きや思いを実際に人形を動かして子どもたちに伝える）

まぁ，１人ですとこのぐらいでしょうか。クラブのみなさんにもまた，時間があればこうした表情の表し方を伝えてきたいと思

います。
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教 師： １分，今日の授業を振り返りましょう。ありがとうございました。題名つけられる人は

付けてみて。

子ども： （学習カードに振り返りを記入する）

教 師： 今日，自分が感じたこと，発表できる人？

Ｋ男： どうして今田人形が300年以上も続いて来たことがわかりました。もっと今田人形の子と

を知りたいです。

Ｒ男： 題名は「人形は伝統の第一歩」で，人形座は伝統につながる行事だなぁと思いました。

Ｓ子： 題名は「今田人形はやっぱりすごい」で，今田人形の大切さがすごいなぁと思いました。

300年以上続いた理由もわかったのでよかったです。

Ｍ子： 「緊張したけど，楽しかった」で，澤栁太門先生から，今田人形についてとてもわかりや

すく教えてもらってどうして300年以上続いて来たのかが，とてもよくわかりました。も

っともっと今田人形のことを知りたいです。

Ｎ子： 思いを支えているものは，たくさんあるんだなぁと知りました。300年以上続いたわけ

もだんだん近づいているなと思いました。もっと今田人形のことが知りたくなりました。

Ｍ子： 人形座が続いて来ている理由やこれからもずっと続けていきたい思いがわかったのでよ

かったです。

Ｒ子： 題名は「たくさんの人の協力」で，今田人形がここまで続いて来ている理由は，たくさ

んの人がいろんな人を支えて協力するからだと思います。

教 師： 私も…その中の１人じゃないですか？

Ｔ男： 今田人形には，こんなに深い物語があるなんて初めて知りました。もっと今田人形んこ

とを調べてみたいです。

Ｇ男： 今日，僕が感じたことは，見に来てくれる人や人形が好きな人がいるから300年も続い

ているんだんなぁと思いました。だから，今田人形は，龍江の宝なんだなとぁと思いまし

た。

Ｒ子： 題名は「今田人形は300年以上続いていてすごいな」今田人形は，仙さんがいて，迪彦

さんがいて，太門先生がいてくれたから 300 年以上続いて来たんだなぁと思いました。今

田人形は，これからも続いていって今田人形のことをもっともっと知っていきたいなぁと

思いました。

Ｍ子： 今田人形は，人形自身の力があって，それを表現できるのが龍江の人たちだと思いまし

た。龍江の人たちのおかげで，今の今田人形

があるんだと思いました。

教 師： 「ただあるだけ」じゃないんだよね。これ

（今田人形座・秋の公演のちらしを見せなが

ら） もらった人いるよね。クラブのみんな

も出ます。昨日の南信州新聞に紹介されてま

した。300年続けて来た太門先生たち，今田

人形座の人たちが創る世界を，私も明日，も

う一度自分の目で確かめてきたいなぁと思っ

ています。では，この時間を終わりにしまし

ょう。

《今田人形座座長 澤栁太門先生のお話》

私は，この迪彦さんの「この座に入れよ」という言葉で入って，迪彦さんの主に足をやってい

ました。迪彦さんの思いは強いんですけど，迪彦さんの人形への思いっていうのを変えた時があ

ります。それは，２人の先生，１人は大江巳ノ介という人形師，人間国宝で四国は鳴門市，今は

残念ながらその方，亡くなってしまいましたが，今田人形の頭を修理する時，２６修理してもら

ったんですが，それともう１人。先生方，多分名前を聞いてご存知の方もいると思いますが三隅

治雄先生，この方，まだ健在です。人形の調査でこの伊那谷の方へ来てもらった時，迪彦さん，

この２人の先生とお話しするなかで，２人の先生とも共通してこう言われたそうです。「古いも

のを古いまま見て尊いものは，それは博物館のものだ」と。確かに博物館は貴重なものを展示し

ているけれども，「古いもの」これは，芸に対してです。「そのまま保存することは長続きしない」

これからは，伝統ある形を活かしながら，ということは今田人形にとっては，昔から伝わってい

る指導，技術というものを活かしながら，その時代にあった新しい流れ，新しい血をその人形に吹き込んでいくことがこれからは

大事なんだ。これは，絶対必要なんだ」そう話されて迪彦さんもその言葉に感動した。はっと気付いた。迪彦さんの人形への取り

組みを大きく変えていった言葉がありました。「その時代に受け入れられない芸能は，やがて滅びていくだろう」新しい血をそこに

吹き込むことで，今までやってきた人形の技術にしても，３年間，プロの技術をしっかりと学びました。そのあともプロの人が来

て研修を受けています。こういう人たちの流れのなかに引き継いできた今田人形，もちろん２人だけじゃなくて，周りを取り囲む

もっと大勢の人たちが協力して，携わってきて今の今田人形がある。そして，これから先もこれを続けていく。50年先，100年先，

200年。あるいはもっと長い先，それは，さっきも言ったように気持ちが，演じる，支える，見る。それがずっと続いていく，絡み

合っていくそういうことが大事だなぁと思います。これからもそういう体制が崩れない限りずっと続いていくと思うし，また，４

年生のみなさんがこれから先，大きくなると地元に戻る人，あるいは遠くへ出てく人もあるかと思いますが，心の中にどこに行っ

ても今田人形のことを想いだして，想い続けてくれたら，うれしいかなと思います。この授業が，いつか形になっていくんじゃな

いかなぁと思っています。
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澤栁太門さんは，子どもたちから出された考えのよさを一つひとつ認め，さらに「人形が好きだ

から」ということについて，実際に人形を操り，操ることによって笑う・泣く・悔しいといった感

情を表すことができることに感じる「人形の不思議さ・魅力」を伝えてくださった。さらに，木下

迪彦さんの人形に寄せる思いについて語り，常に新しいものを求めていく今田人形座の方向を示し，

子どもたちに向けて，「今田人形のことを想い続けていてほしい」と，語りかけた。子どもたちは，

澤栁太門さんの操る人形の動きを真剣に見つめていた。そして，「人形が好き」ということがどうい

うことなのか，その動きと重ね確かめていくことができた。

振り返りの場で，子どもたちはこの１時間を通して学んだこと・感じたことを自分たちの言葉で

伝えて行った。Ｍ子は「今田人形は，人形自身の力があって，それを表現できるのが龍江の人たち

だと思いました。龍江の人たちのおかげで，今の今田人形があるんだと思いました」と，自分の思

いを語る。Ｍ子は，「思いを支えているものは何か」について，「人形だと思います。なぜなら，龍

江の宝だからです。だから龍江の宝が思いを支えているんだと思います」と，考えた。その「人形

だと思う」という考え方が，澤栁太門さんの話と人形の動きを見ることで「人形自身の力とそれを

表現する人」へと視点を広げ，考え方を変えていった。同じように，「思いを支えているもの」につ

いて，「人形だと思う」と考えたＲ子は，「支えているものを，人形座のみなさんは，大事にしてい

るんだなぁと思いました。今田人形が100年後も残っていたらいいなぁと思います」と振り返りに記

し，「人形とそれを操る人」をつなげ，考え方を広げていった。Ｔ男は「今田人形には，こんなに深

い物語があるなんて初めて知りました」と，記していた。「物語」という言葉からは，今田人形のそ

の長い歴史を支えてきた人々の生きる姿と思いを感じていったＴ男の学びを感じることができた。
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５ その後の子どもたちの追究の姿から

澤栁太門先生から「今田人形を支えている人の存在」についてお話をお聴きした。子どもたちも授

業の振り返りで「もっと今田人形のことについて知りたい」と，追究への意欲を語っていった。そこ

で，単元展開では計画していなかったが，「今田人形を支えている人たち」の話を聴く場を設け，今田

人形保存会会長の吉澤健先生からお話をお聴きし，さらに人形を作っている牧本寿亮さんの家にも足

を運んだ。

吉澤先生からは，今田人形の保存に力を尽くした木下

仙さん・廸彦さんのお話や「なぜ多くの人形座が無くな

っていく中で今田人形は残ったのか」，大宮神社のもっ

ていた経済的背景と，人形芝居が神様に向けての願いを

込めた「奉納」であることをお聴きした。また，保存会

の活動についてもお話をお聴きした。龍江地区だけでな

く，現在 300 名の会員がいて，今田人形の活動を経済的

に支えていることを知った子どもたちからは，「私も大

人になったら保存会に入ろうかな…。」そんなつぶやき

の声が聴かれた。

「どうして人形を作るようになったんですか？」「1
つ人形を作るのにどのくらいの時間がかかるんです

か？」「人形が完成したときはどんな気持ちですか？」

etc …・

訪ねた牧本さんの家では，子どもたちが牧本さん

に向けて次々と質問をしていった。その質問に牧本

さんが１つひとつ丁寧に応えてくださった。普段は

見ることのない人形の内側の仕掛けに「こんなふう

になっているんだ…。」「これを全部手作りでつくっ

ているんだ！」と，改めて人形を見つめた子どもた

ちから驚きの声が聞かれた。

「これからも自分ができる限り人形を作り続けてい

きたい」と語る牧本さんに，直樹君は「太門先生と

同じだ…。」と，つぶやきの声を挙げていた。

保存会の吉澤先生，人形を作る牧本さんの話を聴くこと

を通して，子どもたちは「今田人形」に関わる人たちには，

それぞれ人形に寄せる思いがあることを確かめ，その思い

が，300 年以上の伝統を支えているものであることを，その

人の生きる営みの姿を通して感じていくことができた。

保存会長 吉澤先生のお話をお聴きして

牧本さんから人形に寄せる想いをお聴きして
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６ 「なくしちゃいけない…。そのためには，僕たちも…」

単元の終末に『これからも今田人形は続くのか？』について，子どもたちと考える場を設けた。ク

ラス全員が「これからも続いていく」と，自分の考えをもった。そして「続いていく理由」として，

子どもたちは今まで学習してきたことを根拠に，

・この龍江にずっとあるものだから。・みんなに愛されているから。・誰かがつないでいく。

・今まで300年以上続いてきたから。・「龍江の宝」だから。・４人の時も乗り越えてきたから。

・保存会もあってみんなで守っているから。・龍江にとって「今田人形」は，特別なものだから。

・有名だからこれからもどんどん入る人が増えていくんじゃないか？

とその理由を語っていった。

教師は，もう一度子どもたちに「自分たちが」という立場で考えていくことができるように，今年

度の学校のクラブ活動で今田人形クラブの希望者は最初２名で，４年生からは誰もいなかったこと，

家で今田人形のことの聞き取り調査をした時，多くの家で「今田人形のことをよく知らない」という

答えがあったことを子どもたちに問いかけた。Ｔ男はその問いかけに「なくしちゃいけない…。その

ためには，僕たちも何かしていかなくちゃいけない…。」と，つぶやきの声を挙げた。

そして，最後に学習してきて感じたこと・思ったことを太門先生への手紙の形にしてまとめた。

Ｍ子は，今田人形が続いてきた理由を「みんなの支え・応援があったから」と考えた。Ｒ男は，「人」

の存在に目を向け，実際に「人」から「人」へと受け継がれていることを根拠に「木下仙さんとい

うすごい人がいて，そして木下廸彦さん，そして太門先生へ続いている」と「今田人形はこれから

も続いていく」と考えた。また，実際に今田人形クラブで活動してきたＲ子は，太門先生からお聴

きした「演じる人と見る人はつながっている」という言葉をもう一度想い出し，確かめている。

子どもたちは，自分たちの住む龍江に伝わる「今田人形」について学ぶことを通して，そこに関

わる人々の想い・営みを知り，今までとはちがう想いを「今田人形」に感じ，そしてそうした伝統

が残る龍江に寄せて「龍江ってとっても素敵なところなんだな！」という想いを広げていくことが

できた。

２年間の研究を振り返って

「社会的事象に興味・関心をもち，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習」をテ

ーマに２年間の研究に取り組んできましたた。この２年間の歩みを振り返ってみたとき，私自身が

一番感じることは「龍江って素敵なところなんだな」という想いです。身近にあるもの，そしてそ

こで生きる人々の姿に出会うことを通して，子どもたちはそこに素直な「！（驚き）」「？（はてな）」

を感じていきました。その想いを大切に追究していくことを通して，子どもたちも「龍江ってとっ

ても素敵なところなんだな」という想いを感じていくことができたのではないか…そんなことを今，

感じています。

こうした活動を展開していく上で，「自分たちと地域がつながっ

ていること」を子どもたちに伝えていくことの重要性，そして，そ

のために教師は，「出会いの場」をどのように創っていけばよいの

かということの大切さを改めて感じさせらました。

振り返ってみれば，２年前の地域での歓迎会で「先生，『龍江か

るた』知っとるかな？」そんな声を掛けてもらったことから地域を

歩いてみる活動がスタートしたことを想い出します。何かを求めて

行った時に，応えてくれるそんな「ひと・もの・こと」がこの龍江

にはたくさんあります。そうした「龍江」に支えられた２年間でし

た。多くの人に温かく支えてもらったことに心から感謝の思いです。

これからも地域を歩き，そこで生まれる出会いに楽しさを感じてい

ける自分でありたいと思います。本当にありがとうございました。

『龍江かるた』


