
南あわじコアカリキュラム 単元の系統 

  タイトル 学習内容 単元で探究する発問 成果物 9年間の達成レベル 時間 関連教科 地域リソース 

中 3 

「南あわじ市の伝統芸

能を世界へ発信」 

 

南あわじ市の伝統芸

能を世界へ発信しよ

うプロジェクト 

南あわじ市の伝統芸能の魅力を世

界に発信する。 

地域の継承・発展を考え

ることは、自分にとって

どのような意味と価値が

あるのか？ 

南あわじの伝統芸能に

ついての英語の PR動画 

ア）協働活動の意味と価値や、お互いの特性を理解し、目的に応じて最

適な連携により最大の効果を発揮してチームの力を高める 

イ）これまでの課題についての情報処理・活用手法を検証し、多面的な

分析と他者との建設的な議論により、新たな仮説や結論を導き出し、

条件に応じて適切に提案・発信する 

ウ）課題に対する解決案の検証結果から、実効性のある解決案を策定し、

具体的な実現を目指す 

10 

（英語：世界発信に向

けての表現） 

（技術：情報収集、動

画編集ソフトの使

い方） 

各地域の伝統芸能に深く関わる
人々 
市の観光課 
（インタビューなどを依頼） 

など 

中 2 
「南あわじ市の伝統芸

能の魅力再発見」 

南あわじ市の伝統芸

能の今と未来を探る 

南あわじ市の伝統芸能の現状と課

題を知り、自分たちにできること

を考え、全国へ地域の伝統芸能の

魅力を伝える成果物を作成する。 
（他の地域や国の伝統芸能との比較を

することで、地域の伝統芸能の魅力を

特定する） 

世界に誇れる郷土の伝統

芸能を引き継いでいくた

めに、自分たちにできる

ことは何だろう？ 

南あわじ市の伝統芸能

についてのプレゼン 

ア）協働活動の意味と価値を理解し、活動の結果から互いを認め合い、

次の協働活動に活かす 

イ）自ら課題を設定し、適切に情報処理・活用手段の選択し、他者と建

設的な議論をしながら解決に必要な情報を判断し、対象や目的に応じ

た表現で発信する 

ウ）課題に適した情報の収集・分析により見出した解決案を多面的・多

角的に検証する 

10 

（国語：インタビュー

をしよう、伝わるた

めの発表の工夫) 

（技術：情報収集、プ

レゼン機器の使用

方法など） 

（社会：地域の伝統芸

能、伝承芸能） 

各地域の伝統芸能に深く関わる
人々 
（インタビューなどを依頼） 

中 1 
「淡路人形浄瑠璃の魅

力再発見」 

淡路人形浄瑠璃の今

と未来を考えよう 

淡路人形浄瑠璃の現状と課題を知

り、自分たちにできることを考え、

全国へ淡路人形浄瑠璃の魅力を伝

える成果物を作成する。 
（世界の伝統芸能との比較をすること

で、淡路人形浄瑠璃の魅力を特定す

る） 

淡路人形浄瑠璃の未来の

ためにできることは何だ

ろう？ 

淡路人形浄瑠璃につい

てのプレゼン 

ア）協働活動に意思をもって参画し、現状を客観的に観察・分析する 

イ）自ら進んで課題を見つけ、解決に必要な情報を、適切な選択により

収集し、話し合い、導き出した結論について表現を工夫してまとめ・

発表をする 

ウ）課題に適した情報の収集・分析により、課題に対する解決案を策定

する 

10 

（国語：手紙の書き

方、発表の仕方） 

（技術：情報収集、PPT

の使用方法、プレゼ

ンの仕方等) 

淡路人形座・保存会・郷土芸能
の方々 
（インタビューなどを依頼） 
★淡路人形座 出前講座 

小 6 

「淡路人形浄瑠璃につ

ながる地域の伝統芸能

の理解」 

淡路人形浄瑠璃と私

たちのつながりを考

えよう 

淡路人形浄瑠璃につながる地域の

伝統芸能（だんじり唄等）につい

て深く知り、伝統を継承・発展す

ることの意義について自分たちな

りの考えをもつ。 

地域の伝統芸能を引き継

いでいく必要があるのは

なぜか、自分はどのよう

にかかわっていきたい

か？ 

（地域の伝統芸能を継

承・発展させることへの

意見文） 

ア）自分の役割を理解し、役割を認識して協働活動に参画する 

イ）目的や視点に応じた適切な調べ方を選択して情報収集し、調べ、検

討を通して、事実と意見を明確にまとめ発表する 

ウ）課題を多面的にとらえ、解決のための考え（手だてや手順）を適切

な手法で選択し、よりよい解決案を見出す 

9～10 

(国語：友達の意見を

聞いて考えよう、町

の未来をえがこう) 

各地域の伝統芸能に深く関わる
人々 
（インタビューなどを依頼） 
★だんじり保存会 

小 5 

「淡路人形浄瑠璃の理

解⑤」 

-演目/時代背景- 

 

「まだ見たことがない人

に魅力を発信」 

淡路人形浄瑠璃の魅

力を探ろう 

淡路人形浄瑠璃の演目について深

く知り、自分たちが魅力だと思っ

たところを、まだ淡路人形浄瑠璃

を観たことのない人に向けてその

魅力を伝える成果物を作成し発信

する。 

淡路人形浄瑠璃の魅力っ

て何だろう？ 

初めて見る人に淡路人

形浄瑠璃の演目の魅力

を伝えるポスター等 

ア）互いの特性を認め合い、多様な考え方についての価値を理解して協

働活動に参画する 

イ）目的や視点を明確にして情報を集め、調べたことの経過や結果を適

切な手法でまとめ、発表する 

ウ）課題を多面的に捉え、解決のための考え（手だてや手順）を適切に

選択し、解決案を見出す 

10 

（図工３時間：伝え合

いたい思い） 

（国語１時間：資料を

見て考えたことを

話そう） 

淡路人形座 
◆鑑賞（校外学習） 淡路人形座 
＊バス代借上料：市教委 

小 4 

「淡路人形浄瑠璃の理

解④」 

-携わる人の思い- 

５００年も続く淡路

人形浄瑠璃 

淡路人形浄瑠璃が 500 年も受け継

がれてきたことを携わる人の思い

から理解し、自分たちも引き継い

でいくためにどうすればよいかを

考える。 

淡路人形浄瑠璃はなぜ

500 年間も受け継がれて

きたのだろう？ 

（淡路人形浄瑠璃につ

いて分かったことクラ

スで交流する） 

ア）自他を理解し、認め、他者の考えと自分の考えを比較、分析して自

分の考えを深める 

イ）身近な社会について、見学・調査したり、資料で調べたり、調べた

ことを自分の言葉でまとめ、発表する 

ウ）課題に対する自分の考えをまとめ、他者を意識して発表し、話し合

いなどにより自分と他者の考えの違いから再考した自身の意見（賛成

や反対などの理由）を示す 

9 

（社会１時間：地いき

のはってんにつく

した人々） 

淡路人形座・保存会・郷土芸能
の方々 
（インタビューへの回答） 

小 3 

「淡路人形浄瑠璃の理

解③」 

-人形遣い、太夫、三味

線など- 

人形浄瑠璃（人形遣

い・太夫・三味線）に

ついて知ろう 

淡路人形浄瑠璃を構成する人形遣

い、太夫、三味線などを知り、わ

かったことクイズにまとめて下級

生やおうちの人に伝える。 

淡路人形浄瑠璃に必要な

役割って何だろう？ 

淡路人形浄瑠璃のクイ

ズ 

ア）自他を理解し、認め、相手の状況に応じて自分の意見を言える 

イ）身近な社会について資料を用いて調べ、調べたことを図や文章にま

とめる 

ウ）課題に対する自分の考えをまとめ、わかりやすく発表したり、自分

と他者の考え（賛成や反対など）を比較したりしながら聞く 

10 

（社会 2時間：わたし

たちの住んでいる

市のようす、うつり

かわる市とくらし） 

人形浄瑠璃・人形などの画像や
映像(DVD) 
淡路人形座・保存会・郷土芸能
の方々 
★淡路人形座 出前講座（2・3
年合同） 

小 2 

「淡路人形浄瑠璃の理

解②」 

-人形の動かし方- 

人形浄瑠璃の人形に

ふれよう２ 

人形を動かす時には 3 人が息を合

わせて動かすことを知る。 

人形を３人で動かすとき

に大切にしていたこと

は、どんなことだっただ

ろう？ 

（クラスの中でわかっ

たことを交流する） 

ア）他者との違いに気づき、自分との違いを理解する 

イ）身の周りの人や出来事について興味を持ち、家族や周囲の人に聞い

たり、話したりする活動を通して伝え方を知る 

ウ）課題に気づき、その気づき（わかったこと・思ったこと・不思議に

思ったこと）を、相手を意識して話したり、書いたりすることで課題

について理解する 

5 

（国語：こんなことを

しているよ、かんさ

つしたことを書こ

う） 

人形浄瑠璃・人形などの画像や
映像(DVD) 
淡路人形座・保存会・郷土芸能
の方々 
★淡路人形座 出前講座（2・3
年合同） 

小 1 

「淡路人形浄瑠璃の理解

①」 

-人形のかしら- 

人形浄瑠璃の人形に

ふれよう 

人形のかしらの表情に注目し、どの

ように動かしているかを知る。 

町のいろいろなところにあ

る人形って、いったいなん

だろう？ 

（クラスの中でわかったこ

とを交流する） 

ア）他者に関心を持つ 

イ）身の周りの人や出来事に興味を示し、自分との関わりを理解する 

ウ）課題と出会い、わかったことや思ったこと、不思議に思ったことを自分らしく

話したり、書いたりする 

4 

（国語：はっけんしたよ） 

（生活：げんきにそだて 

わたしのはな） 

人形浄瑠璃・人形などの画像や
映像(DVD) 

 

（）有りは関連 

（）無しはその教科時間を活用 
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