
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）６年  

「未来に向かうまち金沢」 

 
１ 金沢の歴史や伝統を調べ知る         指導時数 ３２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 
・ 
１ 

20 ○金沢に受け継がれて
いる伝統芸能につい
て理解するとともに，
金沢の伝統芸能に愛
着と誇りをもち，歴史
を継承しようとする
態度を身に付ける。 

 
□金沢の伝統芸能につ

いて，資料から情報を
収集している。 
(情報の収集 
観察・ワークシート） 
 
 
 
 

●大野町の悪魔祓いがど
のような経緯で始まっ
たのか，なぜ民俗無形
文化財となったのか，
どのように現在に受け
継がれているのかを調
べ，悪魔祓いに対する
自分の考えをもつ。 

 
・金沢が江戸時代，加賀

藩の文化を大切にする
政策によって多くの伝
統芸能が発展したこと
を理解する。 

 
 

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 P182～P183） 

資 金沢市小学校伝統･文化副読本
「華やか金沢」 
（平成 27 年度版 P43～P58） 

資 ワークシート３（伝統芸能） 
 
参 日吉神社ホームページ 
(www.ohnohiyoshi.com/fes/summer
) 
参 金沢市のホームページ 
  金沢市の文化財と歴史遺産 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/11104/bunkazaimain/s
hiteibunkazai/minzoku/sann
ouakuma.html) 

【第６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，資料等を通して，課題を発見する力 
・課題解決の方法や手順を考え，予想や見通しをもって計画を立て 

る力 
・手段を選択し，情報を収集する力 

情報の整理・分析 
多面的な思考・判断 
まとめ・表現 

・収集した情報から，必要な情報を分析し，事実や関係を把握し，
課題に対して，事象を比較したり，関係付けたりして考える力 

・相手や目的に応じて，分かりやすくまとめ，表現・発信する力 

自己理解・生き方 
ふるさと理解○自  

・自己への肯定的な理解に基づき，目標をもち，自己の生活の在り
方を見直し，実践する力 

・金沢や自分の住んでいる地域の歴史や伝統・文化，自然などを理
解し，愛着と誇りをもとうとする態度 

他者尊重・協働 
ふるさと理解○他  

・他者の異なる考え方を受け入れ，互いの個性を生かしながら協働
して課題を解決する力 

・周囲の社会や環境とのかかわりを考えて生活するとともに，課題
の解決に向けて，金沢や地域の活動に参加しようとする態度 

【 目 標 】 ・金沢の歴史や伝統について，まつりや歴史的建造物，伝統芸能等を具体
的に取り上げ，その歴史的背景や変遷，特色等を調べることを通して，
金沢の歴史や伝統を受け継ぐ人々の思いや，保存に向けた取組等につい
て知る。 

・金沢の歴史や伝統について，情報を収集し，整理・分析，まとめ・表現
することを通して，歴史や伝統を大切にする金沢のまちに愛着と誇りを
もち，それらを継承していこうとする態度を身に付ける。 

【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，金沢の伝統芸能を学び，考える  



 
□金沢が伝統芸能を大

切にしているまちで
あることを理解し, 
金沢のまちに愛着と
誇りをもち,伝統芸能
を継承しようとして
いる。 
（ふるさと理解○他  

    発言・観察) 

 
・悪魔祓いの歴史や背景，

特色，保存に向けた取
組等について，資料や
保存会の方へのインタ
ビューをもとに調べ
る。 

・調べて分かったことか
ら，未来に向け，悪魔
祓い等の伝統芸能がど
うなるとよいかなどに
ついて，自分の考えを
もち，話し合う。 

・５月には，伝統芸能発表
会に向けて，５年生に太
鼓の引き継ぎを行う。 

 
 
・６年生を送る会に向け

て，１月に５年生に太鼓
の引き継ぎを行う。 

 

 
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
に文化財となった理由や受け継
がれている理由について考え
る。 
⑤全体交流を行う。 
（ミニ OST とジグソー学習） 
 

ゲ  新田明弘氏 
  戸田 弘氏 
  岡谷清那氏 
  上坂雅次氏 
情報モラル（管理運営計画参照） 
 

11 
・ 
12 

12 ○金沢が歴史や伝統的
建造物を大切に受け
継ぐまちであること
を理解するとともに，
金沢の歴史と伝統に
愛着と誇りをもち，歴
史を継承しようとす
る態度を身に付ける。 

 
□金沢の歴史に関連す

る名所や伝統的建造
物について，資料から
情報を収集している。 
（情報の収集 

観察・ワークシート） 
 
□金沢が歴史や伝統的

建造物を大切にして
いるまちであること
を理解し, 金沢のま
ちに愛着と誇りをも
ち,歴史や伝統を継承
しようとしている。 

（ふるさと理解○他  
発言・ワークシート） 

●城下町金沢の歴史に関
連する名所や伝統的建
造物について調べ，金
沢に対する自分の考え
をもつ。 

 
・金沢が城下町として全

国的に有名であり，歴
史都市であることを理
解する。 

・大野町の港町としての
姿について，北前船や
昔の町の姿の資料や見
学をもとに調べること
を通して理解を深め
る。 

・調べて分かったことか
ら，未来に向け，金沢
や大野町の歴史や伝統
がどうなるとよいかな
どについて，自分の考
えをもち，話し合う。 

海洋教育 
情報モラル（管理運営計画参照） 

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P66～P69，P185） 

資 金沢市ホームページ 
>歴史都市金沢のまちづくり
(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/11201/rekishitoshi/) 

資 金沢市ホームページ 
こまちなみの保存 
(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/11107/keikan/jourei/k
omachi/ko_top.html) 
 

資 金沢市小学校伝統･文化副読 
「華やか金沢」 

 （平成27年度版P2～P27） 
資 ワークシート２（名所・建造物） 
 
参 お台場公園（北前船の遊具） 
 
参 こまちなみ公園 
（北前船の所有者丸屋伝右衛門に

ついて） 
 
参 伝泉寺 
（丸屋伝右衛門寄贈の手水鉢） 
 
参 日吉神社 
（丸屋伝右衛門関連の鳥居や灯籠） 
 
参 銭屋五兵衛記念館 
  ℡267-7744 

参「施設・史跡等見学バス」（学校
指導課）が利用できる。 



２ 金沢のめざす都市像を調べ，金沢の魅力を発信する 指導時数 16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 
１ ２ ○金沢のめざす都市像

世界の交流拠点都市
について理解すると
ともに，これまでの
学習をもとに，ふる
さと金沢の魅力を伝
えるための見通しを
もつ。 

 
□金沢の印象に関する

資料と，自分たちが
もっている印象とを
比較しながら，自分
が伝えたい金沢や大
野町の魅力につい
て，テーマを設定し
ている。 

（課題設定 
観察・記録） 

□これからの金沢がめ
ざす都市像，世界の
交流拠点都市につい
て理解している。 

（ふるさと理解○自  
観察・発言） 
 
 

●金沢のめざす都市像，世
界の交流拠点都市につ
いて知り，これまでの学
習を想起し，これからの
金沢や大野町を想起し
ながら，自分が伝えたい
金沢や大野町の魅力を
見つける。 

 
・これまでの学習から，金

沢らしい「こと」「もの」
「ひと」を出し合う。 

・金沢の印象についての資
料から，観光客が抱いて
いる金沢の印象と自分
たちの印象を比較する。 

・これからの金沢がめざす
都市像，世界の交流拠点
都市について，「のびゆ
く金沢」等の資料を活用
して，概要を理解する。 

・未来の金沢に残したいも
のや，これからできたら
いいもの等について話
し合う。 

・自分が伝えたい金沢や大
野町の魅力を決める。 

留 これまでに学習した金沢の魅力
について「こと」（伝統行事・習
慣）「もの」（自然物・施設）「ひ
と」の観点から，ブレーンスト
ーミングを行う。 

 
資 金沢市観光調査報告書 

(http://www.kanazawa-kankou
kyoukai.or.jp/com/img/usef
ul/exchangecity/kankouchou
sa-2014.pdf) 

 
資 金沢市ホームページ 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/)  

 
留 世界の「交流拠点都市金沢」に

ついて概要を理解するために，
「のびゆく金沢」を活用すると
良い。 
金沢市小学校社会科副読本 
 ｢のびゆく金沢」            
(平成 27 年度版 P180～P199) 

 
資 金沢市ホームページ 

>
世界の「交流拠点都市金沢」をめざして 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/11001/toshizou/toshi
zou.html) 

 
資 金沢市観光協会ホームページ 

(http://www.kanazawa-kankou
kyoukai.or.jp/) 

 
資 ワークシート１ 

【 目 標 】 ・金沢のめざす都市像，世界の「交流拠点都市」について概要を理解する
とともに，金沢のもつ伝統文化，豊かな自然，歴史，食など，多様な素
材や人材について，金沢の魅力という視点で捉え直し，理解を深める。 

・金沢の魅力について，情報を収集し，整理・分析，まとめ・表現するこ
とを通して，金沢のまちに愛着と誇りをもち，それらを継承していこう
とする態度を身に付ける。 

【中学校との関連】 世界の「交流拠点都市金沢」をめざして，これからの金沢のまちづくり 



１ 

・ 

２ 

・

３ 

14 ○伝えたい相手や伝え
るための目的に応じ
て，収集した情報を
整理・分析する中で，
守るべき金沢の魅力
について考えをも
ち，まとめる。 

 
□伝えたい金沢の魅力

について調べ，必要
な情報を分析し，事
実や関係を把握し，
課題に対して，事象
を比較したり，関係
付けたりしている。 

（情報の整理・分析 
発言・ワークシー
ト） 

□金沢の魅力を伝える
方法や調べた内容等
について，違いを受
け入れ，それらを生
かしながら，課題を
解決しようとしてい
る。 

（他者尊重・協働 
観察・発言） 

□相手や目的に応じ
て，伝えたい金沢の
魅力をまとめてい
る。 

（まとめ・表現 
観察・作品） 

●伝えたい金沢の魅力に
ついて，情報を集め，友
だちの考えを取り入れ
ながら，情報を種類ごと
に分類・整理したり，関
連付けたりして，まとめ
る。 

 
・伝えたい相手や目的を具

体的に設定する。 
・伝えるための方法を話し

合い，パンフレット，新
聞，プレゼンテーショ
ン，作文，ポスター等，
多様な方法から選ぶ。 

・本やインターネットに限
らず，見学や体験活動，
インタビュー等を通し
て，情報を収集する。 

・友だちの調べた方法・内
容等について意見を聞
き，それらを自分の情報
に生かしたり，取り入れ
たりする。 

・相手意識，目的意識をも
って，自分が伝えたい金
沢の魅力をパンフレッ
ト，新聞，プレゼンテー
ション，作文，ポスター
などでまとめる。 

留 作品製作，発表については，相
手意識，目的意識をもたせるよ
うに各学校で創意工夫する。 

 
資 金沢市ホームページ 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/)  

 
資 金沢市観光協会ホームページ 

(http://www.kanazawa-kankou
kyoukai.or.jp/) 

 
資 英語副読本 
 「Sound Good Jump」 

P14～19 A Special Guest 
P20～27 Our Town 
P32～33 A Farewell Party 

 
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） 
 
資 金沢市小学校伝統・文化副読本 

「華やか金沢」 
（平成27年度版） 

 
資 「こども金沢市史」 

（平成24年度版） 
 
資 ワークシート２ 
 
情報モラル（管理運営計画参照） 

１ ６ ○金沢の魅力について
まとめたことを発信
することを通して，
金沢のまちに愛着と
誇りを持ち，金沢の
まちの魅力を継承す
るために必要なこ
と，できること等を
考える。 

 
□相手や目的に応じ

て，伝えたい金沢の
魅力について発表し
ている。 

（まとめ・表現 
発言・作品） 

□友だちとの交流を通
して，意見を受け入
れ，生かしながら，
よりよい作品に修正
している。 

（他者尊重・協働 
観察・発言・作品） 

●金沢の魅力についてま
とめたことを発信し，発
表を聞くことで，金沢の
多様な魅力を理解し，そ
れらを継承するために
必要なこと，できそうな
ことを考える。 

 
・伝えたい金沢の魅力をパ

ンフレット，新聞，プレ
ゼンテーション，作文，
ポスターなどで発信す
る。 

・友だちと作品を交流し，
気付いたことをアドバ
イスし合う。 

・友だちとの交流を生かし
て，自分の作品を修正す
る。 

・自分たちにとって当たり
前のものとなっている，
金沢の魅力や金沢だけ
にしかないものについ
て考え，話し合う。 

 
 

資 偉人に学ぶ金沢「絆」教育「金
沢 
の偉人」知りたい！調べたい！
学びたい！～子供が作る金沢
偉人紹介冊子～（平成24年度
版） 

 
留 ５年生に６年生の学習内容を伝 

えるために発表会を行ったり，
国際理解教室を活用したり，授
業参観で保護者の方に学習の
成果を発表したりする。 
金沢国際交流財団 
℡220-2522 

 
留 観光スポットや案内所に連絡を 

取り，パンフレットやポスター
などを実際の観光客に見てい
ただけるようにするなど，発信
の方法を各学校で創意工夫す
る。 

 
留 世界の「交流拠点都市金沢」の

７つの基本方針ごとに，自分た
ちができることについて意見文
を作成し，意見交流会を開くな
どもできる。 



□金沢のまちに愛着と
誇りをもち，金沢の
魅力の継承に向け
て，必要なことや，
自分にできることを
具体的に考えてい
る。 

（ふるさと理解○他  
発言・記録） 

・未来の金沢について自分
たちがしていきたいこ
とや，していく必要のあ
ることを考え，話し合
う。 

 

資 金沢市ホームページ 
>世界の「交流拠点都市金沢」をめざして 
(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/11001/toshizou/toshi
zou.html) 

 
留 すぐにできそうなことがあれば

実践してみるように促す。 
情報モラル（管理運営計画参照） 

 

３ 「災害に強い町 大野」を目指して 指導時数 ２２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 
６ 

・

７ 

・ 

９ 

・

10 

22 ○津波や地震について
まとめたことを発信
することを通して，
大野町の人々の命を
守るために必要なこ
と，できること等を
考える。 

 
□津波や地震の怖さや

津波から身を守るた
めの行動について自
分達でまとめたハザ
ードマップ等を使っ
て発表している。 

（まとめ・表現 
発言・作品） 

□友だちとの交流を通
して，意見を受け入
れ，生かしながら，
よりよい作品に修正
している。 

（他者尊重・協働 
観察・発言・作品） 
 

□津波や地震の被害か
ら大野町の人々の命
を守るために，必要
なことや，自分にで
きることを具体的に
考えている。 

（ふるさと理解○他  
発言・記録） 
 
 

●津波のメカニズムや特
徴等を知り，これまでの
生活経験や学習を想起
しながら，自分が伝えた
いことを見つける。 

 
・津波の起こるメカニズム

や自分の身を守るため
の行動を理解する。（自
助） 

・金沢市が示しているハザ
ードマップから大野町
の一部が浸水する可能
性があることを理解す
る。 

・津波から町の人々を守る
ために，行政がどのよう
なことをしているか理
解する。（公助） 

 
●地震のメカニズムや特

徴等を知り，これまでの
生活経験や学習を想起
しながら，自分が伝えた
いことを見つける。 

 
・地震の起こるメカニズム

や自分の身を守るため
の行動を理解する。（自
助） 

・金沢市が示しているハザ
ードマップや学校・町探
索等から，大野町に大き
な被害が発生する可能
性があることを理解す
る。 

海洋教育 
 
留 ７月の避難訓練との関連。 
 
資 金沢市防災マップ 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/data/open/cnt/3/1836
9/1/48ono.pdf) 

 
資 金沢市津波避難地図 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/data/open/cnt/3/1871
5/1/oono.pdf)  

 
資 金沢市ホームページ（防災） 

(http://www4.city.kanazawa.
lg.jp/menu/kurashi/bousai.
html) 

 
 

資 「青少年赤十字防災教育プログ
ラム まもるいのち ひろめ
るぼうさい」 

（日本赤十字社発行） 
 
資 「勇気をもって 災害を知り，

いのちを守る」 
（NNN 読売新聞社 関西大学制

作） 
 

【 目 標 】 
・津波や地震のメカニズムや特徴を理解するとともに，自然災害から身を

守る方法への理解を深める。 
・学習した知識を生かし，自分だけでなく家族や他の人々の安全にも気を

配って行動できるようにする。 

【中学校との関連】 大地がゆれる（中１理科） 



□津波や地震について
の資料と，自分たち
がもっている印象と
を比較しながら，自
分が伝えたいことに
ついて，テーマを設
定している。 

（課題設定 
観察・記録） 
 
 
 
 

・地震から町の人々を守る
ために，行政がどのよう
なことをしているか理
解する。（公助） 

 
●津波や地震が発生した

ときに，町の人々と協力
してどのようなことが
できるのかを考え，話し
合う。 

 
・校内にある防災のための
設備を調べたり，それら
をどのように用いるの
か調べたりする。 

・本やインターネット等を
使いながら，自分たちに
どんなことができるの
かを考える。（共助） 

・調べたことをもとに津波
や地震のハザードマッ
プや新聞，プレゼンテー
ション等をまとめる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資 「防災士教本」 
     （日本防災士機構発行） 
 

 

６年 総合的な学習の時間 ７０時間 

 


