
小単元１（３５時間） 資質・能力 小単元２（２０時間） 資質・能力 小単元３（１５時間） 資質・能力

【小単元１のめあて】日本遺産について調べよう

【単元のめあて】

自分たちが住んでいる地域が日本遺産に認定されて
いることについて，知っていることや知らないこと等を
出し合い共有し，単元のめあてを設定する。

【情報収集】
・日本遺産に認定されたわけを調べる。
・ゲストティーチャーの話を聞く。
・身近な文化財等の見学
・出前講座による見学や体験と講話

【整理分析】
・体験活動やGTの話などについて，マトリックス等で
視点を決めて整理する。

・どのような情報がどの程度集まっているか確認する。

【まとめ・表現】

・体験活動等で得た情報について，「日本遺産じまん
新聞」にまとめる。

【振り返り】

・日ごろはあまり意識していなかったけど，自分たち
の住んでいる地域には自慢できるものがたくさんある
ことが分かった。地元の人たちや，このあたりを訪れ
る観光客の方たちは，この地域のいいところを知って
いるのかな？

【単元を通した課題】

★実際に歩いたり，体験したりして，自分たちの住ん
でいる地域には自慢できるものがたくさんあった。こ
のことを，もっとたくさんの人に知ってもらおう！

地域の現状等をふまえ
て課題を設定する。

解決方法や手順を考え，
見通しを持って追究する。

目的に応じて手段を選
択し，情報を収集したり，
必要な情報を選んだりし
ている。

視点を明確にして問題
状況における事実や関
係と，整理した情報を関
連付けたり，多面的に考
察したりする。

目的や意図に応じ，工
夫してまとめ，表現して
いる。

学習の仕方をふり返り，
学習や生活に生かそう
としている。

学習を振り返り中で，次
の活動の見通しや課題
意識を持つ。

【小単元２のめあて】日本遺産についての調査を
して，発信する相手と内容を決めよう

【情報の収集】

・お店や道の駅、商店街などで，日本遺産や自分
たちが体験してきたことについて，知っているかど
うか調査する。

【課題の設定】

・自分たちの地域の自慢を，もっと多くの人たちに
知ってもらうためには，誰にどのような内容を伝え
ればよいか。

【情報の収集】

・小単元１で体験したことについて，「これは絶対
伝えたい！広めたい」ことを絞り込むために，GT
に話を聞いたり，再度体験したりする。

【整理分析】

・伝えたいことがら（鬼が仏になっていること、修
正鬼会、文化財等）ごとに，伝えたい内容をピラ
ミッドチャート（ランキング）で絞り込む。

【まとめ・表現】

・伝えたい内容が決まったら，伝えるための効果
的な方法を考える。（国語科との関連）

・より効果的に伝えるための素材を収集する。（写
真，動画など）

【振り返り】

・日本遺産について，よく知っている人と知らない
人がいた。もっとよく知ってもらうために，伝えた
いことと方法をみんなで考えた。これから伝える
ための準備をして，多くの人たちに日本遺産のす
ばらしさを伝えていきたい。

解決方法や手順を考え，
見通しを持って追究する。

目的に応じて手段を選択
し，情報を収集したり，必
要な情報を選んだりしてい
る。

情報を整理する中で、解
決すべき問題を見出す。

課題の解決に必要な情報
を収集する。

視点を明確にして問題状
況における事実や関係と，
整理した情報を関連付け
たり，多面的に考察したり
する。

相手や目的，意図に応じ，
工夫してまとめ，表現して
いる。

学習を振り返り中で，次の
活動の見通しや課題意識
を持つ。

【小単元３のめあて】今まで調べたり
体験したりして見付けた日本遺産の
自慢を発信しよう

【課題の設定】

・自分たちの発表をもっとよくするに
は，どうすればよいか。

【情報収集】

・グループごとに発表を見合い，意
見交換をする。

・自慢を伝えるためにつくったチラシ
や新聞などを多くの人に見てもらい，
意見をもらう。

【整理分析】

・意見交換をしたり，多くの人の意見
をKJ法等でまとめ，解決すべき事柄
を見出す。
・解決すべき課題と改善策を，P&S
シートを用いて考える。

・チラシやポスターなど，日ごろ目に
しているものと自分たちのものと比
較し，効果的な表現について考える。

【まとめ・表現】
・GT，体験活動でお世話になった
方々，地域の方などを招いて日本遺
産の自慢発表会を行う。

・実際に体験活動を行うブースを設
ける。
・伝統的な踊りを披露する。

・チラシやポスター，パンフレットなど
を観光協会の方にプレゼンする。

解決方法や手順を考え，
見通しを持って追究す
る。

目的に応じて手段を選
択し，情報を収集したり，
必要な情報を選んだり
している。

視点を明確にして収集
した情報を関連付けた
り，多面的に考察したり
する。

目的や意図に応じ，工
夫してまとめ，表現して
いる。

学習の仕方をふり返り，
学習や生活に生かそう
としている。

単元のねらい：

単元のめあて：

【単元の振り返り】（期待する姿）

・１年間学習してきて，自分たちにはたくさん自慢できることがあった。日本遺産をどんどん活用してもっと広げていこうとしている人たちが，どんな思いで働いているのかも分かった。地域のすばらしさにつ
いて，伝えたいことや方法をみんなで考えて，多くの人たちに伝えられたと思う。自分たちの住んでいる地域がとてもいいところなんだということがわかったから，これからもっと大事にしていきたいし、地域
で行われる行事などにも積極的に参加していきたい。 など

私たちの日本遺産の自慢を発信しよう

自分たちの地域の日本遺産についての探究的な学習や，その維持と発展に向けてて尽力する人々に関わる活動を通して，自分たちの地域にある日本遺産
のすばらしさやよさを理解し，これからも郷土を大切にしようとするようにする。

探究課題（例）： 日本遺産のストーリーや地域に根付く文化財等の価値、その維持・継承に向けて取り組む人々の思いや願い

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第６学年：７０時間】



本単元と関連して育成を目指す各教科等の資質・能力

単元名： 日本遺産の自慢を発信しよう

時期 ５月～９月 １０月～１２月 １月～２月

探究の過
程

日本遺産について調べたり体験したりしたこ
とや考えたことをまとめる。（３５時間）

日本遺産について発信する内容や方法を
考える（２０時間）

日本遺産の自慢を発信する
（１５時間）

課題設定 【単元のめあて】

自分たちが住んでいる地域が日本遺産に認定され
ていることについて，知っていることや知らないこと
等を出し合い共有し，単元のめあてを設定する。

★実際に歩いたり，体験したりして，自分たちの住んでいる地域
には自慢できるものがたくさんあった。このことを，もっとたくさん
の人に知ってもらおう！
【情報の収集】

・お店や道の駅、商店街などで，日本遺産や自分たちが体験し
てきたことについて，知っているかどうか調査する。
【課題の設定】

・自分たちの地域の自慢を，もっと多くの人たちに知ってもらうた
めには，誰にどのような内容を伝えればよいか。

今まで調べたり体験したりして見付けた日本遺産
の自慢を発信しよう

・自分たちの発表をもっとよくするには，どうすれ
ばよいか。

情報収集 ・日本遺産に認定されたわけを調べる。
・ゲストティーチャーの話を聞く。
・身近な文化財等の見学
・出前講座による見学や体験と講話

・小単元１で体験したことについて，「これは絶対伝えたい！広
めたい」ことを絞り込むために，GTに話を聞いたり，再度体験し
たりする。

・グループごとに発表を見合い，意見交換をする。

・自慢を伝えるためにつくったチラシや新聞などを
多くの人に見てもらい，意見をもらう。

整理分析 ・体験活動やGTの話などについて，マトリックス等
で視点を決めて整理する。

・どのような情報がどの程度集まっているか確認す
る。

・伝えたいことがら（鬼が仏になっていること、修正鬼会、文化財
等）ごとに，伝えたい内容をピラミッドチャート（ランキング）で絞り
込む。

・意見交換をしたり，多くの人の意見をKJ法等でま
とめ，解決すべき事柄を見出す。
・解決すべき課題と改善策を，P&Sシートを用いて
考える。

・チラシやポスターなど，日ごろ目にしているもの
と自分たちのものと比較し，効果的な表現につい
て考える。

まとめ
表現
振り返り

・体験活動等で得た情報について，「日本遺産じま
ん新聞」にまとめる。

・日ごろはあまり意識していなかったけど，自分た
ちの住んでいる地域には自慢できるものがたくさん
あることが分かった。地元の人たちや，このあたり
を訪れる観光客の方たちは，この地域のいいところ
を知っているのかな？

・伝えたい内容が決まったら，伝えるための効果的な方法を考え
る。（国語科との関連）
・より効果的に伝えるための素材を収集する。（写真，動画など）

【期待する振り返り】

・日本遺産について，よく知っている人と知らない人がいた。もっ
とよく知ってもらうために，伝えたいことと方法をみんなで考えた。
これから伝えるための準備をして，多くの人たちに日本遺産のす
ばらしさを伝えていきたい。

・GT，体験活動でお世話になった方々，地域の方
などを招いて日本遺産の自慢発表会を行う。
・実際に体験活動を行うブースを設ける。
・伝統的な踊りを披露する。

・チラシやポスター，パンフレットなどを観光協会
の方にプレゼンする。

【社会】「国の成り立ち」

・遺物を観察，当時の暮らし体
験などの際に，今の自分の暮
らしと比べながら，縄文時代
の暮らしの様子を想像する。
（思・判・表）

・米作りが始まったことによる
人々の暮らしや社会の様子の
変化について理解する。（知・
技）

【社会】「都市の発
展と江戸の文化」

・江戸時代の人々
の暮らしや文化に
ついて，その担い
手や文化が人々の
生活に果たした役
割について考える。
（思・判・表）

【理科】「生物どうしの関わり」

・生物は，水及び空気を通して
周囲の環境と関わって生きて
いることを理解する。（知・技）

・人は，環境と関わり，工夫して
生活していることを理解する。
（知・技）

・生物と環境について追究する
中で，生物と環境との関わりに
ついて，より妥当な考えをつくり
だし，表現する。（思・判・表）

【国語】「学級討論会
をしよう」（話す・聞く）

・自分の主張・根拠と
対比しながら聞いて
いる。（思・判・表）

・話題に対する肯定･
否定両方の立場で自
分の考え方，感じ方
をもっている。（思・
判・表）

【国語】「未来がよりよくあるた
めに」（話す・聞く／書く）

・自分の考えや意見とは異な
る立場に立つ他者の存在を
意識し，構成を工夫して書く。
（思・判・表）

・互いの立場や意図をはっき
りさせながら，質問や助言を
入れて，計画的に話し合う。
（思・判・表）

【国語】「自然に学ぶ暮らし」（読
む）

・筆者の考えについて，経験や
知識と照らし合わせて，自分の
考えをまとめる。（思・判・表）

【国語】「今、私は、ぼくは」（話
す・聞く）

・伝えたい話題を決め，必要な
資料を準備している。（思・判・
表）

・適切に内容を組み立て，印象
深く伝わるように話し方を工夫
して，スピーチしている。（思・
判・表）

・話し手が，何を，誰に，どんな
思いで伝えようとしているかを
聞いている。 （思・判・表）

【家庭】「共に生きる生活」

・身近な人びととのかかわりに
ついて見直し，快適に生活する
ための方法について考えたり，
自分なりに工夫したりしている。
（思・判・表）

・自分の生活を見直し，環境に
配慮した物の使い方などにつ
いて考えたり，自分なりに工夫
したりしている。（思・判・表）

【家庭】「くふうしようおいしい食
事」

・材料や目的に応じたゆで方や
いため方について考えたり，自
分なりに工夫している。（思・
判・表）

【社会】「歴
史新聞を作
ろう」

・これまでに
学習した内
容を適切に
盛り込んで
新聞にまと
める。（思・
判・表）

【国語】「ようこそ、私た
ちの町へ」（書く）

・文章全体の効果を考
えて構成するとともに
キャッチコピーを付け
るなど，表現を工夫し
て書く。 （思・判・表）

・目的や相手の知りた
い情報に応じて，文章
の内容を考えている。

【国語】「伝
えられてき
たもの」（読
む）

・現代でも
親しまれて
いる伝統文
化について
理解する。
（知・技）


