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１．単元名 のこしたいもの つたえたいもの 

 

２．単元について 

(１) 教材観 

本単元は、学習指導要領の第 3学年及び第 4学年内容(５)「地域の人々の生活について、次のことを見

学、調査したり年表にまとめたりして調べ、人々の生活の変化や人々の願い、地域の人々の生活の向上

に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする」ことと関連する。ここでは地域に継承されている文

化財や年中行事を取り上げ、地域の発展や人々の結束などへの願いが込められていることを考え、地域

の一員としての自覚を高めることをねらいとする。今回は年中行事の中でも児童にとって身近に感じら

れる祭りについて取り上げる。身近な事象を単元全体で取り上げることで知っているようで知らないこ

とや知っているがもっと詳しく知りたいということを見つけることができ、意欲をもって取り組むこと

ができると考える。さらにその祭りがなぜ行われるようになったのか歴史的背景を知り、祭りを継続し

ていくために様々な人が関わり、努力していること、地域の人が楽しみにしている祭りには地域の生産

活動や町の発展、人々のまとまりなどへの願いがみられることなどを取り上げ、地域の人々の願いや継

承するための工夫や努力を考えられるようにしたい。 

今回扱う教材は南越谷阿波踊り祭りである。阿波踊りは元来四国の徳島が発祥の地でその起源は諸説

あるが、天正 15 年（1587 年）に阿波一国（現徳島県）を与えられた蜂須賀家政公が徳島城を築城した

際、その落成祝賀行事に城下の人々が踊ったのが始まりと言われている。その阿波踊りを南越谷にと提

唱したのが、徳島県出身で越谷市に本社を置く事業家の中内俊三氏である。昭和 58年（1983年）、事業

を営む者として地元への恩返しを常に考えていた中内氏は、地域の人々にふるさと意識を呼び起こし、

地元越谷が誇る〝文化〟としていきたいと、郷土徳島の誇る〝文化〟正調阿波踊りの開催に着目した。

中内氏の呼びかけは、様々な関係者の賛同、尽力を頂くことになり、まず地元南越谷商店会・自治会・

婦人会の方々の多大なご助力が、地域の人々の理解と協力を得ることとなり、越谷市・警察の開催承認

へと繋がっていった。そして、本場徳島の阿波おどり振興協会の方々による開催の全面的な指導は、実

現を大きく前進させることになった。更に、中内氏が営む事業の協力会を始めとする取引会社の方々の

支援により、運営は可能なものとなっていった。そうした多くの関係者の尽力により、提唱から二年後

の昭和 60年（1985年）8月 24日、第 1回南越谷阿波踊りが 3万人の人出の中、熱い産声をあげた。踊

る楽しさと喜びは多くの人々の共感を呼び、祭りの輪は回を重ねる毎に大きく広がっていった。そして

今では、延べ 1 万人に及ぶ開催全般の協力者のもと、本場徳島・東京高円寺と併せて日本三大阿波踊り

と言われる地元の祭りに発展し、夏の越谷に欠かせない風物詩となった。 

 

 (２)児童の実態 

本学級の生徒は、自分の区や市の祭りに進んで参加している。しかし、越谷に小さいころから住んで



いる児童が多いために伝統的な祭りに参加しているにも関わらず、祭りを行う意味や意義、どのような

人が関わっているのかなどについては深く考えたことがないように思われる。この単元では、身近な越

谷の祭りを学習の主題として、地域の特色や取り組みについて見ていきたい。様々な機関の取り組みや

観光について考えることで、自分も地域に関わる一員であることに気づかせたい。 

 

(３)指導観 

 本単元での「つかむ」段階では、はじめに南越谷で行われている祭り「南越谷阿波踊り祭り」につい

て昔と今の地域の様子を比較させたり、実際の祭りの様子を映像で見せて興味・関心をもたせ、下調べ

を行い基礎的な内容を把握させる。 

 「ふかめる」段階では南越谷阿波踊り祭りの基礎知識をもとに実際に祭りに関わっている人にインタ

ビューをさせ、祭りを継承していくための努力や工夫をつかませる。そこからインタビューを通して自

分たちに何ができるのか考えさせる。 

 「いかす」段階では、今まで学んできたことをもとに南越谷阿波踊り祭りをどう続けていくかを話

し合う。最後に授業の最初と比べて越谷市や地域のお祭りなど伝統行事に対する気持ちがどう変わった

のか確認する。これを機にさらに越谷市に目を向けさせ、越谷に対する愛情と誇りが持てるようにした

い。 

この単元の「いかす」段階では、「主体的・対話的で深い学び」、つまりアクティブラーニングの視点

から、「知識構成型ジグソー法」を取り入れている。「知識構成ジグソー法」は、学習者同士が悩み対話

し、疑問や問いを生み出すような建設的相互作用を教室内で短時間に、各教科等の理解を深める活動と

合わせて引き起こすことができる「型」が埋め込まれているのが特徴である。 

授業の流れは、①主課題の提示と自身の考察、②エキスパート活動、③ジグソー活動、④クロストー

ク活動、⑤自身の考察を振り返る、の 5つになる。①では主課題を設定し、まず自分が思いつく回答を

記述する。②では同じ資料を読み合うグループを作り、その資料に書かれた内容や意味を話し合い、グ

ループで理解を深める。③では違う資料を読んだ人が一人ずついる新しいグループに組み替え、②のエ

キスパート活動でわかってきた内容を説明し合う。このグループでは元の資料を知っているのは自分一

人なので、自分の言葉で自分の考えが伝わるように説明することになる。この活動が、自分の理解状況

を内省したり、新たな疑問を持つ活動につながる。同時に他のメンバーから他の資料についての説明を

聞き、自分が担当した資料との関連を考える中、理解を深めていく。理解が深まったところで、それぞ

れのパートの知識を組み合わせ、問いへの答えを作る。④では答えが出たら、その根拠も合わせてクラ

スで発表する。そこでは他者の意見に耳を傾けて、自分たちも全体への発表という形で表現をし直す。

各グループから出てくる答えは同じでも根拠の説明は少しずつ違うことが予測される。互いの答えと根

拠を検討し、その違いを通して、一人ひとりが自分なりのまとめ方を吟味するチャンスが得られ、一人

ひとりが納得する過程が生まれる。⑤でははじめに立てられた問いに再び向き合い、最後は一人で問い

に対する答えを記述して、最初の回答と比べる。一連の活動によって、自身の考えがより深まることを

期待している。話し合い、協力していくことで自身の考えがより良くなることを体験し、話し合うこと

の意義を理解させたい。 

 

 



３．単元の目標 

自分の地域の伝統ある祭りを通して、祭りが今でも行われている意義や多くの地域の人が連携を図っ

て協力することで成り立っていることを知り、昔からの祭りを守るためにどんな工夫、努力がされてい

るのか考え、越谷に対して愛着や誇りを持ち、自分も地域の一員であることに気づくことができるよう

にする。 

 

４．単元の評価

社会的事象への関心・

意欲・態度 

社会的な思考・判断・

表現 

観察・資料活用の技能 社会事象についての知

識・理解 

・越谷市の伝統ある祭

りに関心をもち、意欲

をもって調べ、地域社

会の一員としてもっと

知りたい、貢献したい

という態度、地域への

愛着がみられる。 

・課題解決をするため

にはどうしたらいいの

か、自分にできること

は何か考えている。 

・受け継がれてきた祭

りの歴史、内容、込め

られた願い、祭りに関

わる人々の成功させる

ための取り組み、努力

について調べてわかっ

たことを分かりやすく

発表している。 

・地域の伝統的な祭り

についての資料や地域

の人へのインタビュー

から必要な情報を読み

取り、分かりやすく年

表や地図にまとめ整理

している。 

・祭りを行う上での問

題や問題解決における

取り組みについて知

る。 

・それぞれの祭りの歴

史的背景を知り、祭り

を行うためには地域の

人がそれぞれ役割をも

ち成り立っているこ

と、地域の結束など

人々の願いが込められ

継承されていることを

理解する。 



 

５．指導計画 (９時間扱い) 

次 時 学習活動 評価規準 

１ 

つ

か

む 

１ ○越谷市に伝わるいろいろな年中行

事や南越谷阿波踊りの写真や映

像、資料を活用してどんなことが

行われているのか、どんな道具、

どんな人が関わっているのか話し

合い、学習問題を設定し、学級全

体で共有する。 

 

 

 

・自分たちが住む越谷市に伝わる年中行事や南

越谷阿波踊りについて関心をもち、その特徴を

知ろうとしている。 

(関心・意欲・態度) 

 

２ 

３ 

○南越谷阿波踊り祭りについて調べ

る。 

・保護者や祖父母、地域のことに詳

しい方に聞いたり、資料を活用して

調べる。 

・班の調べている祭りについて質問

する内容を決め、インタビューカー

ドにまとめる。 

例 (１)どれくらいの人が参加して

いるのか。 

(２)どのような人が関わってい

るのか。 

(３)かかわる人々はどのような

思いや願いをもっているの

か。 

(４)なぜ今でも続けられている

のか。 

・各基礎的資料(パンフレット、教師の提示し

た資料)から南越谷阿波踊りの内容やいわれな

ど歴史低背景について意欲をもって調べよう

としている。         (関心・意欲) 

 

・調べてみて気になったところ、疑問に思った

ところをインタビューカードに分かりやすく

まとめている。          (技能) 

 

 

 

２ 

ふ

か

め

る 

４

５ 

○祭りのことについてよく知ってい

る方(ＧＴ)に来てもらい話を聞き、

インタビューをしまとめる。 

・いつ頃から、何のために、どのよ

うに行われているか、込められてい

る願いなど、分かりやすく話しても

らう。 

・地域の人との交流を通し、自分の課題を解決

することができる。  (思考・判断・表現) 

 

・昔から伝えられてきた祭りには、地域の人々

の願いが受け継がれていることを理解してい

る。            (知識・理解) 

６ ○自分たちが祭りに参加するために ・祭りの内容やいわれ、地域のひとびとの受け

学習課題 

なぜ南越谷阿波踊りは 1985年からずっと続けてくることができたのだろうか。 



７ 祭りでやっていることで出来そう

なことはなにか考える。 

・祭りを実際にやっている方(ＧＴ)

に来てもらい、祭りで行われている

ことで出来そうなことを教えてもら

う。 

継いでいくための取り組みや工夫について、各

資料や携わる人たちへの聞き取り調査を活用

して考えることができている。 

 (思考・判断・表現) 

３ 

い

か

す 

８

９ 

○知識構成ジグソー法を用いて、社

会参画学習の観点から、南越谷阿

波踊り祭りを続けていくにはどう

したらいいかを考える。 

 

自分たちの調べた祭りについて、歴史的背景や

インタビューを通して分かったことを活用し、

他の人に分かりやすく伝わるようにまとめる

ことができる。           (技能) 

 

 

 

６．本時の学習活動 (第３次 ８、９/９時) 

(１) 本時の目標 

・南越谷阿波踊り祭りを続けていくにはどうしたらよいかを、実社会での役割を理解しながら、自

分には何ができるかを考えることができる。                                  

 

(２) 準備 

・インタビュー用紙、資料（公：市役所の活動について、共：振興会について、商：経済活動につ

いて）、ワークシート 

 

(３) 本時の展開 

過程 ステップ 学習活動 指導上の留意点〇と評価基準◆ 

導入 

10分 

1. 自分で

考える 

1 前時までの振り返りを行う。 

 

 

 

 

2 南越谷阿波踊りをこれからも続けて

いくにはどうしたらよいのかを考え

る。 

 

 

3 本時の見通しを持つ 

○  今までは南越谷阿波踊りが

「これまで、どうあったか」を

学んできたが本時では「これか

ら、どうしていくか」を考えて

いくことを強調する。 

○  この段階では、思い浮かばな

いことが予想される。しかし、

思い浮かばないからこそ、調べ 

○  

 

てみなで協力して考えていか

なければならない課題である

ことに気づかせる。 

○  授業のまとめでここでの考

南越谷阿波踊りを続けていくために、 わたしたちが出来ることを考えよう。  

 

 



えを振り返ることができるよ

うワークシートに記入する。 

展開 

70分 

2. エキス

パート活

動（25分） 

4 教師の説話を聞き、社会にはいくつ

もの社会的役割があることを理解す

る。 

 

5 南越谷阿波踊りに関わる人を挙げ、

板書をし、公―共―商―私の圏域に

分類する。 

 

6 エキスパート班にわかれ、課題につ

いて、資料をもとに、もし自分がこ

の立場の人ならばどうするかを、班

のメンバーと共に考える。 

  自分たちの調べた祭りにつ

いて、歴史的背景やインタビュ

ーを通して分かったこと、エキ

スパート活動で学んだことを

活用し、他の人に分かりやすく

伝わるようにまとめることが

できる。【資料活用の技能】 

 

 

○  ここではタームは使用しな

い（大学生向けに使用してもよ

い）。 

 

 

○  公―共―商の 3部門、6班に

わかれる（計 18名を想定） 

3. ジグソ

ー活動(25

分) 

7 ジグソー班に組み替え、課題につい

てそれぞれの立場からわかったこと

を伝え、話し合う。 

○  エキスパート活動で学んで

きたことは「私しか知らない」

ことを強調し、「伝えたい」「聞

きたい」という自覚を高め、仲

間と共に答えを作っていくと

いう意識を持たせる。 

  エキスパート班で学んだ内

容を他のメンバーに伝えるこ

とができる。【思考・判断・表

現】 

4. クロス

トーク活

動(20分) 

8 ジグソー活動でつくりあげた考え

を、教室全体で交流する。 

○  他の班の考えの表現を聞き

ながら、納得できる表現の仕方

や異なる発想を聞き、理解を深

める。 

○  ジグソー活動を通じて十分

な答えに行きつかなったとし

ても、「わからない」ことを自

覚できているからこそ、クロス

トークが有効な学びの場面に

なる。 



まとめ 

10分 

5. 自分で

再び考え

る 

9 課題について、もう一度自分で答え

を出す。 

○  本時で考えたことを自分な

りに統合して、もう一度自分の

ことばで表現することで、自分

がどこまで理解したのかを自

覚する。 

○  また、導入で最初に書いた答

えと比較することで、自身の考

えが深まっていることを自覚

し、話し合うことの意義を理解

する。 

  自分の考えが導入の段階の

時より具体的になっている【思

考・判断・表現】 

 

７． 板書計画 

のこしたいもの つたえたいもの 

                        ○それぞれの専門家たちが集まり、会議をしよう 

                         ・先ほどの話し合いでわかったこと 

                         ・その立場からできること 

                         ・それぞれの専門家が協力してできること 

○お祭りには誰が関わっている？          

市役所（公） 振興会（共） 

周りのお店（商） わたし（私） 

 

 

○それぞれの専門家になって話し合おう  

 ・資料から読み取れること 

 ・わからないこと、疑問に思うこと 

 ・私がその立場だったら何ができるか

南越谷阿波踊り祭りを続けていくため

に、 わたしたちが出来ることを考えよ

う。 



 


