
金沢市立大野町小学校カリキュラム 総合的な学習の時間（ＥＳＤ）３年 

 「人がつながるまち金沢」 

 
 
１ 金沢の伝統行事を学ぶ            指導時数 １７時間 

 

月 時 ○目標 □評価規準  主な学習内容 参考となる資料 特色ある学習内容 
４

・

５

・

６ 

・ 

７ 

12 ○獅子舞の演じ方や特
徴を知り，伝統が受
け継がれている理由
を考え，伝統行事を大
切にしようとする。 

 
□獅子舞に関心をも

ち，進んで調べたり，
演じたりしている。 

（情報の収集 
発言・観察 
ワークシート） 
 

□獅子舞が受け継がれ
ている理由を，地域の
人々の願いから考え
ている。 

（多面的な思考・判断 
発言・ワークシート） 

 
□獅子舞の伝統を守

り，大切にしようと
している。（ふるさと
理解○自  
発言・ワークシート） 

 

●獅子舞を演じたり調べた
りしながら，獅子舞の伝
統が受け継がれている理
由を考え，話し合う。 

 
・百万石行列や地域のお祭

り，伝統芸能発表会等で，
獅子舞が演じ続けられて
いることを知る。 

 
・獅子舞が受け継がれてい

る理由を予想する。 
・本やインターネットを用

いたり，地域の方にイン
タビューをしたりなどし
て，調べ活動をする。 

（テーマ例） 
・獅子舞がなぜ始まったの

か 
・獅子舞の役 
・獅子舞の歴史 
・獅子舞で使われる道具 
・海外の獅子舞      等 
 

留 地域の方や保存会の方をゲスト
ティーチャーとして招き，演技
や獅子頭を見せていただいた
り，演じ方を教えていただいた
りするとよい。 

「情報モラル」（管理運営計画参照） 
留 保存会の方が中心となって，獅

子舞の復興が図られた地域もあ
ることを知らせる。 

ゲ 斉田辰雄氏（棒振り） 
  石田孝直氏（頭ふり） 
  志方 氏（おはやし） 
  松下真澄氏（おはやし） 
留 調べ活動をする際には， 
①児童がそれぞれ関心を持った
テーマを決める。 
②同じテーマを持った児童が集
まってグループを作り，調べ活
動を行う。 
③調べて分かったことを自分の
班に持ち帰り，情報を交換する。 
④分かったことをもとに，班ごと
に伝統が受け継がれている理由
について考える。 
⑤全体交流を行う。 

（ジグソー学習） 
 

【第３学年において育てたい資質・能力及び態度】 

課題設定 
情報の収集 

・具体的な活動や体験を通して，課題を見つける力 
・調べ方や調べる順序を考え，計画を立てる力 
・体験したことから考えを出し合ったり，情報を収集したりする力 

情報の整理・分析 
多面的な思考・判断 
まとめ・表現 

・考えや情報の中から必要なものを整理し，課題に対して，自分の
考えをもつ力 

・自分の伝えたいことを中心にしてまとめ，表現する力 

自己理解・生き方 
ふるさと理解○自  

・自分のよさや自分のできることに気付き，目標をもち，よりよい
姿となるように行動する力 

・金沢や自分の住んでいる地域の伝統や文化等を知り，それらを大
切にしようとする態度 

他者尊重・協働 
ふるさと理解○他  

・他者との考え方の違いを認めながら，協働して課題を解決する力 
・身の回りの社会や環境とのつながりを意識し，課題の解決に向け

て地域の活動に参加しようとする態度 

【 目 標 】 ・金沢の伝統行事について，実際に調べたり，体験したりする活動を通し
て，その特徴や歴史，保存に向けた地域の人々の願いを知る。 

・金沢の伝統行事について，体験したことや情報収集したことを，まとめ・ 
表現することを通して，伝統行事が受け継がれている理由について考え，
金沢の伝統行事を大切にしようとする。 

【中学校との関連】 金沢の伝統芸能を学び，考える。 



   
 

・調べて分かったことや考
えたことから，伝統が受
け継がれている理由につ
いて考え，話し合う。 

 
・４年生や地域の方の獅子

舞の演技や獅子頭を見た
り，棒ふりを体験したり
して，伝統芸能発表会に
むけて練習する。 

資 金沢市ホームページ 
   >金沢の伝統文化>獅子舞 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/17003/dentou/geinou/
shishimai/index.html） 

 
資 ワークシート２ 
 
資 金沢市小学校伝統・文化副読本
「華やか金沢」 

 
（平成 27 年版 P51） 

資 金沢市小学校社会科副読本 
「のびゆく金沢」 
「情報モラル」 
（平成 27 年度版 P70～P72） 

資「こども金沢市史」 
（平成 24 年度版 P268） 
 
資 スクールイントラパック 
 
資 ４年生からのマニュアル 

１

・ 

２

・

３ 

５ ・獅子舞について調べたこ
とや考えたことを資料に
まとめ，学習発表会で伝
える。 

 
・獅子舞の振り付けや笛・

太鼓の演奏についてマニ
ュアルにまとめる。 

 
 
２ 金沢の和菓子・茶道文化を学ぶ         指導時数 １８時間 
 

 
月 時 ○目標 □評価規準 主な学習内容 参考となる資料 特色ある学習内容 

９ 

・ 

10 

・ 

11

・ 

12 

 

14 ○氷室まんじゅうにつ 

いて調べ，その歴史 

や風習，人々の思い 

や願いを知る。 

 

□氷室まんじゅうにつ

いて，資料をもとに

調べている。 

（情報の収集  

観察・ワークシート） 

 

●氷室まんじゅうについ

て知っていることを話

し合い，どのような歴史

や風習，人々の思いや願

いがあるのかを調べ，考

える。 

 

・写真「氷室まんじゅう」

から，どんな意味がある

まんじゅうなのかを予

想し，話し合う。 

資 「写真」氷室まんじゅう 

「写真」氷室開き 

 

資 ワークシート１ 

 

参 DVD「伝統・文化等教材開発事業

デジタル教材」の動画・写真 

  「情報モラル」 
参 金沢市小学校伝統・文化副読

本「華やか金沢」 
  (平成 27 年度版 P61，62)  

「情報モラル」（管理運営計画参照） 

【 目 標 】 ・金沢の和菓子・茶道文化について，実際に調べたり，体験したりする活
動を通して，金沢の人々の生活に根付いている和菓子・茶道文化，おも
てなしの心について知る。 

・金沢の和菓子・茶道文化について，体験したことや情報収集したことを
まとめ・表現することを通して，和菓子・茶道文化が受け継がれている
理由について考え，人々の心遣いや，人と人の心のつながりを感じ，そ
れらを大切にしようとする。 

【中学校との関連】 金沢のまちなみや伝統文化を学び，考える 



  □氷室まんじゅうの歴

史や風習，氷室まん

じゅうに込められた

人々の思いや願いに

ついて理解してい

る。 

（ふるさと理解○自  

  発言・ワークシート） 

○季節・行事に応じた

金沢の和菓子につい

て歴史や風習等につ

いて調べることで，

人々の思いや願いに

ついて考え，金沢の

和菓子文化を知る。 

 

□自分の調べたい和菓

子を決め，資料をも

とに調べている。 

（課題設定，情報の収集 

  記録・ワークシート） 

 
□同じ和菓子を調べた

友だちの調べた内容
や，考え方の違いを
認め，それらを取り
入れながら，課題を
解決しようとしてい
る。 

（他者尊重・協働  
  観察・ワークシート） 
 
□和菓子に込められた

人々の思いや願いを

考え，表現している。 

（まとめ・表現 

発言・ワークシート） 

 

□金沢には，季節・行

事に応じた和菓子文

化があることを理解

している。 

（ふるさと理解○自  

  発言・ワークシート） 
 

 

 

 

 

 

 

 

・写真や「華やか金沢」「の

びゆく金沢」などの資料

を使って，その歴史や込

められた人々の思いや願

いを中心に調べ，分かっ

たことを話し合う。 

・地域の和菓子屋さんやス

ーパーで売られている様

子を話し合う。 

・氷室まんじゅうについて

分かったことなどを振り

返る。 

・家の人に学んだことを伝 

える。 

 

 

●季節・行事に応じた金沢

の和菓子について，歴史

や風習等，どんな和菓子

なのかについて調べ，

人々の思いや願いにつ

いて考える。 

  

・氷室まんじゅうのよう

な，季節や行事に応じた

金沢の和菓子には，どの

ようなものがあるか出

し合う。 

・自分の調べたい和菓子を 

決め，写真や説明等から

特徴などを読み取った

り，「華やか金沢」等を

使って風習を調べたり

する。 

・同じ和菓子を調べた友だ

ちと話し合い，互いの情

報を交流する。 

・調べたことを発表し，和

菓子に込められた人々

の思いや願いについて

話し合う。 

・これまでの学習で分かっ

たことや考えたことな

どを振り返る。 

 

 

 

 

 

 

参 金沢市小学校社会科副読本  

｢のびゆく金沢」            

(平成 27 年度版 P72) 

 

参「こども金沢市史」            

(平成 24 年発行 P106,264,265) 

 

ゲ 粟森梅月堂（菓子屋） 

  喜楽 万里子（茶の湯の先生） 

 

留 氷室まんじゅうには，健康に夏

をのりきりたいという人々の思

いや願いが込められていること

を知る。 

 

 

留 氷室まんじゅうが身近で売られ

ていることを話し合う活動や，

学んだことを家庭に伝える活動

を取り入れ，氷室まんじゅうに

込められた思いを実感できるよ

うに工夫することもできる。 

 

留 実際に氷室まんじゅうを食べる

こともできるが,その際は，児童

に対する配慮を十分に行う。ま

た，給食に出てくる，氷室ちく

わやあんずについても，関連さ

せて指導することができる。 
資 「写真」金沢にしかない代表的

な和菓子(福梅，辻占，福徳，金
花糖，五色生菓子)  

 
資 ワークシート２・３ 
 
 
参 DVD「伝統・文化等教材開発事業

デジタル教材」の動画・写真 
 
参 金沢市小学校伝統・文化副読本

「華やか金沢」       
(平成 27 年度版 P72,73)  

 
留 写真はカラーを用意しておき，

それぞれの写真からどんなこ
とが読み取ることができるの
か観点を与えるとよい。 
・どんな色や形をしているか。 
・和菓子以外に何が写っている 
か。 

・どんな器に入っているか。 
・色や形，器などから何が分か 

るか。 
 



  ○金沢は，古くから茶

道文化が盛んである

ため，和菓子文化が

発展し，和菓子が生

活の中に深くかかわ

っていることを知

る。 

 

□資料から必要な情報

を整理し，和菓子が

金沢の人々の生活の

中に根付いている理

由を考え，調べてい

る。 

（情報の整理・分析 

多面的な思考・判断 

発言・記録） 

 

□茶道文化が盛んだっ

たことで，和菓子が

生活に根付き，人と

人とのつながりを深

めるために大切な役

割を果たしているこ

とを理解している。 

（ふるさと理解○自  

    発言・記録） 

●金沢の人々の生活に和

菓子文化が根付いてい

る理由について考え，資

料をもとに調べる。 

 

・なぜ，金沢が和菓子消費 

額全国一位なのか，日本

三大菓子処と呼ばれる

のか考えを出し合う。 

・金沢の人々の生活と，和

菓子とのかかわりにつ

いて調べる。 

・「華やか金沢」等をもと

に，茶道文化が盛んだっ

たことから，和菓子文化

が人々の生活に根付い

たことや，人と人とのつ

ながりを深めるために，

大切な役割を果たして

いることを知る。 

留 和菓子の色や形と，季節・行事
を関連させるなどして，人々の
思いや願いを考えさせる。 

 
留 思いや願いを込めて行事を行

い，和菓子を食べたり贈ったり
して，人と人との心のつながり
を豊かにしてきたことを感じ
させたい。 

 
留 長い時間，人々によって受け継

がれてきたものを伝統・文化と
いい，季節・行事に応じた和菓
子は，金沢の伝統・文化である
ことを知らせる。 

 
資 「資料」全国和菓子消費ランキ

ング（資料１），和菓子の消費
額（資料２） 

 
参 家計調査結果（二人以上の世 

帯：平成 24～26 年平均 1 世帯
当たり年間の支出金額及び購
入数量）」（総務省統計局） 
(http://www.stat.go.jp/data
/kakei/5.htm) 

 

留 日本三大菓子処を知らせる。 
   (石川県金沢市，京都府京都市，

島根県松江市) 
 
資 ワークシート４ 
 
資「上生菓子」の写真 
 
参 DVD「伝統・文化等教材開発事業

デジタル教材」の動画・写真 
 
参 金沢市小学校伝統・文化副読本

「華やか金沢」                     
(平成 27年度版 P55～58,71,74) 

 
参「こども金沢市史」            

(平成 24 年発行 P150,151) 
 
参 金沢市のホームページ 
  >観光情報>茶室総合案内 

(http://www4.city.kanazawa.l
g.jp/11020/chashitsu/) 

 
留 写真「上生菓子」から，職人の

すぐれた技や，金沢ならではの
美意識，おもてなしの心を感じ
させる。 

 
留 前田利家が金沢へ入城する際に

文化人，職人を招き伝統文化の
基礎を築きあげたことについて
扱うこともできる。 



  ○和菓子や茶道を体験

することで，身近な

生活文化のよさを感

じ，それらを大切に

しようとする。 

 

□和菓子づくりやお茶

会などの体験を通し

て，情緒豊かな生活

風習の良さを感じ，

和菓子・茶道文化を

大切にしようとして

ている。 

（ふるさと理解○自  

   発言・観察） 

●和菓子づくりやお茶会

を体験し，和菓子・茶道

文化にふれ，そのよさを

感じる。 

 

・校区の和菓子屋さんか

ら，和菓子を実際につく

るところを見せていた

だくなどして，和菓子が

心を込めてつくられて

いることを知る。 

・和菓子づくりを体験する

ことで，和菓子が季節や

行事，人々の願いに合っ

た形，色，表し方の工夫

がされていることを知

る。 

・これまでの学習を振り返

り，これから和菓子・茶

道文化がどうなってい

くとよいか，自分の考え

をまとめる。 

資 ワークシート５・６ 
 
資 金沢市小学校社会科副読本 

｢のびゆく金沢」 
(平成 27 年度版 P43～P47) 

 
参 石川県菓子工業組合事務局 

（℡076-221-8366）を通して，
和菓子づくり体験もできる。 

講師日当（半日）7,000 円 
交通費     1,000 円 
材料費１個あたり 130 円 
 

留 お茶会を体験することもでき 
る。保護者や地域の方の協力を 
得て，お茶会を催し，お茶碗の 
回し方，和菓子の出し方など， 
おもてなしの心を学ぶ。 
お茶会は，流派によって作法が 
違うので，学校でお茶会を行う 
ときには，事前に流派を確認し 
て，保護者や地域の方に知らせ
る等の配慮が必要である。 
 

留 和菓子づくり，お茶会の体験を
通じて，金沢の人々が，自然や
季節の変化を楽しんできたこと
や，おもてなしの心を大切にし
てきたことを学び，情緒豊かな
生活風習の良さを感じさせる。 

 
資 ワークシート７ 

１

・

２

・

３ 

４ ・和菓子や茶道について調
べたことや考えたことを
資料にまとめ，学習発表
会で伝える。 

 

 

３年 総合的な学習の時間 ３５時間 
 
 
 
 
 
 


