
１，教育活用の現状～資料化・教材化（副読本）されたもの～ 
（１）ビデオ教材（素材） 

ビデオタイトル名 備  考 
地域ドキュメント「遠賀川のうた」 田川市教育研究所 
九州特集 筑豊１００年 ～炭住の街から～ 田川市教育研究所 
近代遺産 田川の石炭 田川市教育研究所 
シャトル九州 田川石炭資料館３０年の歩み 田川市教育研究所 

 
（２）炭鉱・炭坑節ライブラリ（田川市ホームページ＞炭鉱・炭坑節ライブラリ） 

 タイトル名 
炭鉱 二本煙突と三井伊田炭鉱 

炭坑（ヤマ）の語り部・矢田 政之さん 
炭坑（ヤマ）の語り部・橋本 正勝さん 

炭坑（ヤマ）の語り部 

炭坑（ヤマ）の語り部・小田 弘さん 
石炭と田川 
石炭が燃えるのはなぜ？ 
石炭はどうやって掘るの？ 
石炭を燃やしてみよう！ 

石炭 

石炭を使って電気を作る 火力発電所 
 
（３）副読本（冊子） 

冊子名 単 元 名 編 集 
かがやき中学年…資１ 「炭鉱って何？」 福岡県教育委員会 
かがやき高学年…資２ 「ボタ山とともに」 福岡県教育委員会 
かがやき中学校…資３ 「復権の塔」 福岡県教育委員会 
しなやか…資４ 「炭坑の話」 

「炭坑の道具と石炭の使われ

方」 

田川市教育委員会 

小学校社会科資料集 
中学年地域学習…資５ 

「石炭発見の伝説」 
「昔のたんこうのようす」 
（山本作兵衛画文集より） 
「田川市にあったたんこう」 
「明治１０年ころの田川市郡の

川ひらたの数」「筑豊のかわひら

た」 

小学校社会貸料作成

委員会 
田川市立教育研究所



（４）記録集 
炭坑（ヤマ）の語り部Ⅰ…資６ 田川市石炭・歴史博物館編集 ２２年３月発行 
炭坑（ヤマ）の語り部Ⅱ…資７ 田川市石炭・歴史博物館編集 ２２年３月発行 

 
２，教育活用の現状～炭鉱のことや石炭のこと等について指導されていること～ 
（１）幼稚園 

幼稚園名 指導の概要 
市立後藤寺幼稚園 
 

・炭坑節の踊りを毎年指導している。その際に、踊りの歌詞

に関する内容のことを園児に教えている。 
・春の遠足で石炭記念公園に行った際に、二本煙突や巻き上

げ機等の説明をしながら炭坑のことを子ども達に教えてい

る。 
市立伊田幼稚園 
 

・炭坑節の踊りを毎年指導し、運動会で踊っている。その際

に、踊りの歌詞に関する内容のことを園児に教えている。 
・春の遠足で、石炭博物館を見学した。石炭とＳＬ機関車と

の石炭をもらって、園に帰って燃やす等体験的な学習を行っ

ている。 

 
（２）小学校・中学校 
ア 小学校社会科 

単元名 学年 出版社 
もっと知りたい みんなのまち…資８ ３・４年上巻 教育出版社 
さぐってみよう 昔のくらし…資９ ３・４年上巻 教育出版社 
昔から今へと続くまちづくり…資１０ ３・４年下巻 教育出版社 
わたしたちの県のまちづくり…資１１ ３・４年下巻 教育出版社 
世界遺産 知床 
～日本の世界遺産レポートを書こう～…資１２ 

５年 下巻 教育出版社 

近代国家への歩み…資１３ ６年 上巻 教育出版社 
 
イ 中学校社会科 

単元名 分野・学年 出版社 
近代化産業遺産から歴史的背景を知ろう…資１４ 地理 １年 帝国書院 
近代の日本と世界…資１５ 歴史 ２年 日本文教出版 
世界遺産…資１６ 公民 ３年 東京書籍 

 



ウ 中学校理科 
単元名 学年 出版社 

たいせつなエネルギー資源  
エネルギー利用の課題…資１７ 

中学校理科 
３年 

大日本図書 

いろいろな化学変化 
酸素を奪う化学変化（溶鉱炉のしくみ）…資１８

中学校理科 
２年 

大日本図書 

エ その他学校現場での指導事例 
ア 運動会の表現種目の一つとして「炭坑節」を指導 

 
６月頃 

イ TAGAWA コールマインフェスティバルの取組と関連させた指導 
 

１１月頃 

ウ 炭鉱の暮らしや石炭産業を素材に学習発表会などの場で演劇とし

て発表 
２学期頃 

エ 総合的な学習で、「炭鉱」・「エネルギーや資源」のことをテーマに

した指導 
中学年の社会科と関連させた実践が多くの小学校で行われている。 

 

オ 道徳の学習で炭鉱や勤労に視点をあてた指導 
 

 

 
【参考①：平成２３年度 夏休み自由研究展】 

自由研究テーマ 学校 学年 
世界遺産 小学校 ４年生 
田川市石炭歴史博物館に行って 小学校 ６年生 
ぼくの故郷 福岡県 小学校 ６年生 
炭坑節について 中学校 １年生 
なぜ山本作兵衛さんの絵が世界記憶遺産に選ばれたか 中学校 １年生 
田川の名物 黒ダイヤと白ダイヤ 中学校 １年生 
田川市石炭歴史博物館 中学校 １年生 
二本煙突 中学校 １年生 
山本作兵衛さん 中学校 １年生 

【参考②：炭坑や山本作兵衛さんの紹介事例等】 
主な内容 備  考 

給食献立創作「ボタ山カレー」 市内全校で実施 
広報「たがわ」による山本作兵衛関係の紹介 登録を契機に山本作兵衛特集 
学校現場に山本作兵衛コーナーの設置 弓削田小学校で子ども向けに展示 



 
（３）高等学校 

 

校名 学校基本情報 田川の歴史や炭鉱に関する指導等 

田川高等学校 

香春町中津原 

普通 

４４－１１３１ 

特になし 

東鷹高等学校 

田川市伊田 

普通 

総合生活 

４４－３０１５ 

第１学年 ＨＲ「ふるさと田川について

知る」（１～２時間扱い） 

※ふるさとに誇りを持つ。自尊感情を高

める。将来への展望を持たせる。 

※公開授業の実施 （別紙資料参照） 

田川科学技術高

等学校 

田川市糒 

生命科学 

システム科学 

ビジネス科学 

４２－１０４８ 

第１学年 産業入門「田川の歴史や産業

について学ぶ」（週１時間） 

※学校特設教科「産業入門」の時間を使

い田川の歴史や文化・産業などを指導

し、ふるさと田川のよさを認識させる。

西田川高等学校 

田川市上本町 

普通 

４４－０３１３ 

全学年 ＨＲ「ふるさと田川を考える」

（１時間扱い） 

※ふるさとに誇りを持つ。自尊感情を高

める。将来への展望を持たせる。 

福智高等学校 

田川市伊田 

普通 

総合福祉 

４２－４７１１ 

特になし 

（作兵衛さん関係の図書を購入し、生徒

に紹介、ＨＲで世界遺産登録を紹介） 

 

（４）生涯学習課 

 

※特段の取り組みは、実施していない。 

 



（５）田川市石炭・歴史博物館 

項 目 内容・その他 備 考 

博物館館長講座 

「炭坑（ヤマ）の語り

部」 

□年間１０回程度実施 

□毎月第２土曜日 １３：３０～１５：００ 

□炭坑の仕事やその周辺で関わった方々のく

らし等についての経験談を語っていただく。 

□「記憶」を「記録」として残すために実施 

平成２０年

度より実施 

博物館研修講座 □夏季休業期間中に実施 

□２日間の研修（実技＋講座） 

□市内教職員を対象に、筑豊地区における石

炭産業や石炭に関する研修 

平成１８年

度より実施 

体験講座 

「石炭を燃やしてみよ

う」 

□毎年５月５日「子どもの日」に実施 

□実技体験「石炭を燃やす」を通して石炭や

炭坑等のことについて理解させる 

小学校への

出前講座も

実施 

 

出前講座 □高校等の要請を受けて教員向け等の学習会

に講師として館長が出向き、講演を行う。 

 

 

 

 

（６）県立大学・生涯福祉センター 

項 目 内容・その他 備 考 

日記等の解読作業 □２００２年より開始 

□生涯福祉センターの研究草書として発刊 

□現在まで、１０巻を発行 

□ボランティアも活用 

□その他 

旧邸より文

書が発見さ

れたことを

契機に開始 

山本作兵衛さんの日記

を読む会 

□毎週火曜日 １３：００～１５：００ 

□山本作兵衛さんの日記を読み解く 

□留学生や県大の学生も参加している 

□その他 

 

 

ＭＯＷ登録以外の作品

や資料の収集等 

□世界記憶遺産登録以外の作品や文書等の

収集 

□手紙や関係書籍等の保管・管理 

□その他 

 

 



２，これまでの実践事例 

【炭都田川が伝えるもの】 

 内   容 備考 

実施年度 □平成１７年度 

 

□劇の取組は平成

１５年より実施 

実施校 □田川小学校 

 

 

参加者 □田川小ＰＴＡ 

田川小教職員 

田川小児童等の有志で構成される「きりりの会」

メンバー 

□１００周年記念

の取組を契機に結

成 

内容 ※台本参照 

□小学生が二本煙突に興味を示したことから始ま

る。炭坑時代のことを聞き取りしながら、その時

代の生活や様子、厳しさやよさ等を学び、これか

らの田川や自分たちの暮らしに生かしていくこ

とを学ぶ子ども達の姿を演じた。 

□人権・同和教育

担当者が中心とな

り脚本・構成・演

出等を行った。 

発表場所 □田川小学校生活学習発表会で発表（約４０分） 

□各学年の発表の最後に演じた。 

□毎年、好評 

 

 

ねらい □つながりづくり 

□郷土愛を育む 

□将来展望を持たせる 

 

 

【吉栁実践】 

題材名 主な内容 備考 

「アン・リョンハンさん

『私の体験』」 

１７才で朝鮮半島から「豊州炭坑」に強

制連行され、炭坑で働きたくましく、そ

して優しく生き抜いたアンさんの生き

方」 

紙芝居 

スライド 

「プン君のおばあちゃ

んと炭坑」 

山口の炭坑や船尾のセメント会社で暮ら

した朝鮮人のおばあちゃんの暮らし 

 

「大峰炭坑の元坑夫の

証言」 

（大峰鬼火を守った

人々） 

大峰炭坑（川崎町）で働いたおじいちゃ

ん・おばあちゃん達の明るさとたくまし

さ、元炭坑町の人々の大峰鬼火への思い

や願い 

研究論文参照 



３，カリキュラム化の課題とその要因 

カリキュラム化の課題 要因 
小中学校の義務制段階では、副読本

や資料集等、炭鉱の事などを学習して

いくためのものが作成されているが、

市内全ての学校で定期的・継続的に活

用していくための年間指導計画に位

置づけはされていない。 

炭鉱のこと等を扱う場合、総合的な学

習や生活科、道徳の時間等を使って指導

される場合が多い。総合的な学習などの

題材や素材は各学校独自の編成となる。

従って、年間指導計画（カリキュラム）

にばらつきがみられる。 
 高校現場では、教科の中でカリキュ

ラム化されている高校は１校であり、

その他の高校でもＨＲ指導としての

位置づけで指導されている。義務制と

同様のばらつきがみられる実態であ

る。 

 高校独自のカリキュラム編成となって

おり、指導する内容を規定することがむ

ずかしい。 

 炭坑や作兵衛さんのことについて、

「何を」「どのように」指導していく

のか学校や指導者によりばらつきが

みられる。 

 炭鉱や石炭産業、作兵衛氏のことにつ

いては、各所での研究等は行われていた

が、それらを整理・統一していく研究組

織が確立されていない。 
 

 郷土学習として実施していくため

の時間が十分でない。 
 学習指導要領改訂に伴い、教科の指導

時間数が大幅に増加し、余裕時数等の活

用がほとんどできない。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



４，市民ボランティア（ガイド）育成の現状とその課題 
 

ボランティア育成の現状 課題 
 県立大が実施している「山本作兵衛

さんの日記を読む会」や石炭・歴史博

物館が主催している「博物館館長講座

『炭坑（ヤマ）の語り部』」などの教

育・研修を兼ねた研究的な取組は行わ

れているが、市全体としての広がりは

不十分な現実である。 

 市民が気軽に参加できる講座や研修会

を増やすことが課題である。 
また、講座や研修会参加者の中から、ボ

ランティアとしてガイドなどが生まれて

くるような継続的な取組が必要である。 

 炭鉱のことや作兵衛さんのことを

伝えていける語り部やガイドとして

の人的資源は少人数に留まっている。

また、高齢化が進んでいる現状でもあ

る。 

 二次的・三次的な語り部（ガイド）と

なっていただける世代の発掘と育成のた

めの教育や研修の場の設定が必要であ

る。 

 若年層の職員や教員と年輩層の職

員等では理解や認識度合いで大きな

隔たりがみられる。 
市役所職員や教員向けの研修の場

があまりなく、歴史的な事実や当時の

暮らしぶりなどが時間とともに風化

しつつある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実践化に向けた具体的な研修の場づく

りが必要である。また、実践を交流し合

い、よりよきものへと改善していくため

の場づくりが必要である。 



 
第２回山本作兵衛氏の炭坑の記録画並びに活用調査検討部会「教育活用分科会」次第 

 
期日：平成２３年１１月２７日（日）  
場所：田川市役所 １３会議室    

 
１ 開会 
 
２ 協議事項 
 
 （１）検討ステップ案について（P5・6 参照） 
 
 
（２）具体的な検討項目案について（P9・10 参照） 

 
 
山本作兵衛氏の炭坑の記録画の教育的活用の現状把握及び今後の検討課題の整理 
 
（３）教育的活用の現状について （別紙資料参照） 

 
○ 各現場での教育的活用の現状 

 
○ 実践事例の紹介 

 
○ カリキュラム化の課題とその要因 

 
○ 市民ボランティア（ガイド）育成の現状とその課題 

 
（４）今後の検討課題の整理 

 
 
 
（５）その他  

 
 
３ 閉会 


