
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） ４年  

「伝統が息づくまち金沢」 

 
１ 金沢の伝統行事を学ぶ            指導時数 １０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 

10 ○獅子舞の演じ方や特徴
を知り，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） 

 
□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。 

 
・伝統芸能発表会に向けて，
３年生に昨年度作ったマ
ニュアルを渡したり，獅子
舞の引き継ぎを行ったり
する。 

 
・５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，伝統芸能発表会に向け
て練習する。 

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。 

 
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） 

 

 
２ 金沢の偉人に学ぶ               指導時数 １８時間 

【第４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 

・他者との考え方と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 

 
【 目 標 】 

・金沢の偉人について，その人物の生涯や業績を調べる活動を通して，偉人
の生き方や，人々や社会のために尽くそうとした思いを知る。 

・金沢の偉人について，情報を収集し，整理・分析，まとめ・表現すること
を通して，金沢の偉人を誇りに思うとともに，自分のよさに気付いたり，
自分の目標に生かそうとしたりする。 



 
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 

７ 

・

９ 

・

10 

・

11 

・

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ○金沢の偉人について
調べ，その生涯や業
績，生き方，人々や社
会のために尽くそう
とした思いを知り，ま
とめる。 

 
□自分の調べたい金沢
の偉人を決め，資料を
もとに調べている。 

（課題設定，情報の収集 
 観察・ワークシート） 
 
□同じ偉人を調べた友
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） 
 
□調べたことの中から
必要なものを整理し，
自分の伝えたいこと
を中心にしてまとめ
表現している。 

（情報の整理・分析 
まとめ・表現 

      観察・作品） 
 
○調べた金沢の偉人に
ついて，生涯や業績，
生き方，人々や社会の
ために尽くそうとし
た思いを伝え合うこ
とで，金沢の偉人に誇
りをもち，自分のよさ
に気付いたり，目標に
生かそうとしたりす
る。 

 
□金沢の偉人に誇りを
もち，自分のよさに気
付いたり，自分の目標
に生かそうとしたり
等，よりよい姿を目指
そうとしている。 

（自己理解・生き方 
発言・ワークシート） 

 
 
 
 

●金沢の偉人には，どのよ
うな人がいるか知り，資
料をもとに調べ，作品な
どにまとめる。 

 
・金沢の偉人の中で，知っ
ている偉人の名前をあげ
る。 

・写真（銭屋五兵衛や大野
弁吉）や「のびゆく金沢」
（P138），DVD「みんなで
偉人に会いに行こう！」
などから自分の調べたい
人を選ぶ。 

・調べる計画を立て，資料
をもとに業績や生涯など
について調べる。 

・同じ偉人を調べた友だち

と話し合い，互いの情報

を交流する。 
・調べたことの中から，必
要なものを整理し，業績
や生涯，生き方や人々や
社会のために尽くそうと
した思いなどを中心に新
聞にまとめる。 

・金沢の偉人の思いや願い
と，自分の良さや目標等
とを比較しながら考え
る。 

 
●金沢の偉人について調べ
たことを伝え合い，偉人
の生涯や業績，生き方，
人々や社会のために尽く
そうとした思いについ
て，感想を交流する。 

 
・金沢の偉人について，ま
とめたことを伝え合う。 

・金沢の偉人について調べ
たことや伝え合ったこと
から，考えたことや思っ
たことを交流し合う。 

・まとめた新聞をもとに学
習発表会で発表する。 

 

海洋教育 
情報モラル教育（管理運営計画参照） 
 
留 地域の偉人を取り上げる等，実態 

に応じて調べる偉人を１人選択
させる。 

資 ワークシート１～３ 
資 DVD「みんなで偉人に会いに行こ

う！」（著：金沢ふるさと偉人館）  
平成 23年 11月に各校に配付 

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 P138～P147） 

資 もっと知りたい 金沢ふるさと偉 
人館－91人の偉人たち－ 
(著：金沢ふるさと偉人館) 

資 大野弁吉（上・下） 

資 二人のからくり師 

資 銭屋五兵衛 

資 ｢かなざわ偉人物語１～８」 
(著：金沢こども読書研究会) 
LB@SCHOOLで所蔵を確認する。 

参「施設・史跡等見学バス」（学校
指導課）「金沢ふるさと体験学習
バスツアー」(生涯学習課)や「か
なざわ偉人夢講座」(金沢市立玉
川こども図書館内 金沢こども読
書研究会)が利用できる。合わせ
てからくり記念館や銭屋五兵衛
記念館を回る。 

 

参 金沢ふるさと偉人館  TEL220-2474  

泉鏡花記念館     TEL222-1025 

徳田秋聲記念館    TEL251-4300 

室生犀星記念館    TEL245-1108 

鈴木大拙館      TEL221-8011 

からくり記念館   TEL266-1311 

銭屋五兵衛記念館  TEL267-774 
(http://www.kanazawa-museum.jp/) 

 
資 ワークシート４ 
 
留 ワークショップ形式を用いる等， 

交流の時間をあまり多くとらな
くてもいいように形態等を工夫
する。 

留 金沢の偉人のすばらしさだけで

【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 
金沢の伝統工芸を学び，考える 
金沢のめざす世界の交流拠点都市について学び，考える 



 なく，自分の目標や生き方にいか
そうとする子どもの考えを取り
上げる。 

 

 

３ 金沢の伝統工芸を学ぶ             指導時数 １０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

・

３ 

10 ○金沢に息づく伝統工芸
の特徴やよさ，伝統工
芸を受け継ぐ職人さん
の努力等について調
べ，金沢の伝統工芸に
誇りをもつ。 
 

□金沢の伝統工芸につい
て関心をもち，一つの
伝統工芸品を選び，詳
しく調べている。 

（情報の収集 
 観察・ワークシート） 
□同じ伝統工芸を調べた
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） 
□金沢の伝統工芸のよさ
を理解し，金沢の伝統
工芸に誇りをもってい
る。 

（ふるさと理解○自  
     発言・記録） 
 
○ユネスコ・クラフト創
造都市の概要を知り，
認定された意味や伝統
工芸を守る取組につい
て，考えもち，金沢の
伝統工芸を大切にしよ
うとする。 

 
□ユネスコ・クラフト創
造都市に認定された意
味について，調べてい
る。 

（情報の収集 
      観察・記録） 

●金沢に息づく伝統工芸
について，実物を見た
り，資料を読んだりなど
して，それぞれの特徴
やよさ，伝統工芸を受け
継ぐ職人さんの努力等
について調べる。 

 
・実物の伝統工芸品を見
せ，その特徴やよさを
味わうとともに，金沢に
息づく伝統工芸には他
にどんなものがあるか
を出し合う。 

・金沢市のホームページ
等を見ながら，一つの伝
統工芸を選び調べる。 

・同じ伝統工芸を調べた友
だちと話し合い，互い
の情報を交流する。 

・各自が興味をもった伝
統工芸について，それ
ぞれの特徴やよさ，職
人さんの努力等，調べた
ことについて話し合
う。 

 
 
●ユネスコ・クラフト創
造都市の概要を知り，
金沢市が認定された意
味や，伝統工芸を守るた
めの努力について考え
る。 

 
・金沢がユネスコ・クラ
フト創造都市に認定さ
れたのはどうしてか予
想する。 

・認定された理由につい
て調べる。 

 

資 ワークシート１ 

資 金沢市小学校伝統・文化副読本
「華やか金沢」 

  (平成 27年度 P28～P42) 
 
資 伝統工芸品の実物や拡大写真 

参 金沢伝統工芸ネットホームページ 
(http://www.crafts-hirosaka.j
p/kougei/index.html) 

参 ふるさとがはぐくむ道徳いしか
わ【映像資料集】中学校編（金
沢箔，加賀友禅）  

参 金箔：ＤＶＤ「伝統・文化等教材
開発事業デジタル教材」の動
画・写真が参考になる。 

留 金沢市のどのあたりで盛んなの 
か地図を見ながら知る。 

 
留 金沢市観光協会ホームページか 

ら，伝統工芸品の写真画像を印刷
することもできる。 
 

ゲ 金沢仏壇商工業協同組合（金箔） 
  平岡結納舗（水引） 

 
資 金沢市小学校社会科副読本 

「のびゆく金沢」 
  (平成 27年度 P187～P189) 
 

参 金沢・クラフト広坂ホームページ 
  >金沢の希少伝統>それぞれの伝統 

(http://www.crafts-hirosaka.j
p/rare/index.html) 

 
資 金沢市小学校伝統・文化副読本

「華やか金沢」 
  (平成 27年度 P28～P42) 
 

  【 目 標 】 ・金沢の伝統工芸について，そのよさや特徴について調べる活動を通して 
伝統工芸を受け継ぐ職人さんの努力や金沢市の取組について知る。 

・金沢の伝統工芸やクラフト創造都市について，情報を収集し，整理・分析，
まとめ・表現することを通して，金沢の伝統工芸を誇りに思うとともに，
大切にしようとする。 

【中学校との関連】 金沢の伝統工芸を学び，考える 



  □金沢市が伝統工芸を守
っていくための取組等
について，調べたこと
をもとに自分の考えを
まとめている。 

（まとめ・表現 
      発言・記録） 

・金沢市が伝統工芸を守
ったり，発展させたり
していくために努力し
ていることを知る。 

・金沢の伝統工芸がこれか
らどうなっていくとよ
いか，自分なりの考えを
もち，まとめる。 

参 金沢市のホームページ 
  >観光情報>クラフト創造都市 

(http://www4.city.kanazawa.lg
.jp/11001/souzoutoshi/) 

 

 

４年 総合的な学習の時間 ３８時間 
 


