
中学校第３学年 総合的な学習の時間の単元計画 【７０時間】 （例）

単元のねらい：

単元のめあて：

【導入】

・地域の観光客数
のデータを示し，そ
の推移から「地域
のよさや課題」につ
いて話し合う。

【情報の収集①】

・地域の人や観光客の
思いや考えを尋ねる。

・実際にアンケート等の
調査を行う。

【整理・分析】

・アンケート結果を視
点を決めて分類，整理
する。

・自分たちがもつ「地域
のよさ」と異なるよさを
見出す。

【情報の収集②】

・「異なるよさ」につい
て，地域の文化財等
を見学したり，日本遺
産を観光している
人々にインタビューし
たりする。

【まとめ・表現】

・情報の収集②を踏ま
え，もう一度「地域の
よさ」「課題」について
話し合う。

【情報の収集】

・行政機関や各業種
の事業所へ体験や
インタビューに出か
ける。

・日本遺産活用の現
状について調べる。

【まとめ・表現】

・調査結果や体験結果をレ
ポートや新聞などにまとめる。

・事業所や住民に対して日本
遺産を活用した地域活性化の
ためのイベントについてプレゼ
ンテーションを行う。

【振り返り】

・調査活動や職場体験で，
地域の現状や働くことにつ
いて考えることができた。
自分たちで考えたイベント
にも意見をもらったので，
内容を考え直してイベント
を企画したい。

【課題の設定】

・イベントを成功させ
るための内容と準備
をどうするか

【情報収集】

・地域に密着したイベントに
ついて，他地域の情報を集
める。

・イベントに対する住民等の
思いや願いを尋ねる。

【整理分析】

・「実現可能」「準備が簡
単」「みんなが楽しめる」
「住民の意見を反映」など
の視点で，イベントの内容
を話し合う。

【振り返り】

・イベントを実行できてよかった。住民のみなさんや
事業所のみなさんの意見も参考にしたので，地域
のよさがわかるイベントになったと思う。
・住民や事業所の方へお礼の手紙を書く。

【単元の振り返り】（期待される姿）

・自分たちの地域のよさや現状が分かった。そこで暮らしている人々や日本遺産を活用して地域の活性化につながる活動をしている事業所の方との交流を通して，地域を大切にすることや自分たちから積
極的に関わっていくことの大切さが分かった。１年間地域のことや職業のことについて学んだことで，地域と自分とのつながりや，これからの自分の将来について考えることができた。 など
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【小単元２のめあて】日本遺産を活用して，地域の活性化につながるようなイベントを企画しよう
小
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元
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【小単元３のめあて】日本遺産をはじめとした，地域のよさを実感できるイベントにしよう

小
単
元
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【小単元１のめあて】自分たちの地域の「よさ」「課題」は何だろうか？
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【振り返り】

・自分たちの地域のよさは「自然」だと思っ
ていたけど，いろいろな人に尋ねてみて
「日本遺産」があることや，「日本遺産」に
関わる人々の思いもわかった。地域のよさ
を生かし，課題を少しでも解決できるような，
自分たちも参画できるイベントを考えてみ
たい。

【課題の設定】

・地域の現状についてイ
メージを広げ，友達の考
えと比較する（ウェビン
グ）

・地域の現状の調査に
出かける。（産業，イベン
ト等）

【整理分析】

・体験活動や働くことの意
義について話し合う。

・住民の思いや願い，地
域の現状を踏まえ，イベン
トの内容について考える。

【整理・分析】

・住民や事業所の方の
意見を踏まえ，自分た
ちのイベントの内容に
ついて，視点を決めて
見直す。

実
行
！

【まとめ・表現】
・イベントを実行する。

・イベントの記録を
とっておく。

単元全体を通した課題を設定する

国語科・外国語科との
関連

日本遺産を活用した地域の活性化に向けて，自分たちにできることを考え実行しよう

日本遺産を活用した地域活性化に携わっている組織や人々についての探究的な学習を通して，地域の魅力を発見するとともに，自分たちと日本遺産のつながりを
理解し，地域の活性化のためにできることを考え行動しようとするようにする。

探究課題： 日本遺産を活用した地域活性化に取り組んでいる組織や人々の思いや願い
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地域社会に貢献できる
イベントを企画・実行しよう

例）日本遺産ガイド



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： 日本遺産を活用して，地域の活性化につながるイベントを企画して実行しよう（中学校第３学年：７０時間）

時期 ５月～９月 １０月～１２月 １月～２月

探究の
過程

自分たちの地域の「よさ」について調べる
（２０時間）

地域社会に貢献できるイベントを企画する
（３０時間）

地域のよさを実感できるイベントを実行する
（２０時間）

課題設定 ・地域の観光客数のデータを示し，その推移か
ら「地域のよさや課題」について話し合う。

・地域の現状についてイメージを広げ，友達の考えと比
較する（ウェビング）
・地域の現状の調査に出かける。（産業，イベント等）

・イベントを成功させるための内容と準備をどうす
るか

情報収集 【情報の収集①】

・地域の人や観光客
の思いや考えを尋ね
る。

・実際にアンケート等
の調査を行う。

【情報の収集②】

・「異なるよさ」につい
て，地域の文化財等
を見学したり，日本
遺産を観光している
人々にインタビューし
たりする。

・行政機関や各業種の事業所へ体験やインタビューに
出かける。
・地域の現状について知りたいことを，住民に尋ねる。

・地域に密着したイベントについて，他地域の情
報を集める。
・イベントに対する住民等の思いや願いを尋ねる。

整理分析 ・アンケート結果を視点を決めて分類，整理す
る。

・自分たちがもつ「地域のよさ」と異なるよさを
見出す。

【整理分析①】

・体験活動や働くことの意義
について話し合う。

・住民の思いや願い，地域
の現状を踏まえ，イベントの
内容について考える。

【整理分析②】

・住民や事業所の方の
意見を踏まえ，自分た
ちのイベントの内容に
ついて，視点を決めて
見直す。

・「実現可能」「準備が簡単」「みんなが楽しめる」
「住民の意見を反映」などの視点で，イベントの
内容を話し合う。

まとめ
表現
振り返り

・情報の収集②を踏まえ，もう一度「地域のよ
さ」「課題」について話し合う。

【期待する振り返り】

・自分たちの地域のよさは「自然」だと思ってい
たけど，いろいろな人に尋ねてみて「日本遺
産」があることや，「日本遺産」に関わる人々の
思いもわかった。地域のよさを生かし，課題を
少しでも解決できるような，自分たちも参画で
きるイベントを考えてみたい。

・調査結果や体験結果をレポートや新聞などにまとめ
る。

・事業所や住民に対して日本遺産を活用した地域活性
化のためのイベントについてプレゼンテーションを行う。

【期待する振り返り】

・調査活動や職場体験で，地域の現状や働くことにつ
いて考えることができた。自分たちで考えたイベントに
も意見をもらったので，内容を考え直してイベントを企
画したい。

自分たちの地域に日本遺産があることを，もっと多くの
人たちに知ってもらいたい。

【まとめ・表現】
・イベントを実行する。
・イベントの記録をとっておく。
・住民や事業所の方へお礼の手紙を書く。
【期待する振り返り】

自分たちの地域のよさや現状が分かった。そこで
暮らしている人々や日本遺産を活用して地域の
活性化につながる活動をしている事業所の方と
の交流を通して，地域を大切にすることや自分た
ちから積極的に関わっていくことの大切さが分
かった。１年間地域のことや職業のことについて
学んだことで，地域と自分とのつながりや，これ
からの自分の将来について考えることができた。
など

※これまでに身に付けた情報
収集の方法

※考えるための技法の活用

【国語】「社会との関わりを考えよう」（話す・聞く）

・自分の体験や知識を基にスピーチの話題を決め，場面や
目的，相手に合った話し方をする。（思・判・表）

１

３

２

１
２

準備

【社会】「私たちの生活と文化について考えよう」
・身近な地域社会のなかから,伝統文化を受け継いでい
る事例を取り上げ,これからも継承することの意義を考
え表現する。 （思・判・表）

【特別活動】「学校行事：勤労生
産・奉仕的行事」

・勤労生産や奉仕に関して自
分のできることを判断し，多様
な他者と協力して実践する。
（思・判・表）

【家庭】「世代を超えた人々と交流して」

・地域との関わりについて考え，人々と協力しなが
ら行動することの大切さが分かる。（知・技）

【国語】「魅力的な紙面を作ろう」（書く）

・文章を読み返し，形態に合った文章構成や効果的な表現
になるよう，紙面の体裁を整える。（思・判・表）

【国語】「推敲して文章を整え
る」（書く）

・示された観点に沿って文章を
見直し，文章全体を整える。
（思・判・表）

【国語】「話し合って提案をまと
めよう」（話す・聞く）

・社会生活の中から話題を決
めて資料などを活用して提案
する。（思・判・表）

・観点に沿って論点を整理し，
長所を生かしてよりよい結論に
なるように話し合いを進行する。
（思・判・表）

【国語】「観点を立てて分析す
る」（書く）

・観点を立てて分析することで，
課題について論じたり評価した
りする。（思・判・表）

【国語】「説得力のある文章を書こう」（書く）

・分析のための観点を示し，判断や批評の根拠
を明確にし，資料を適切に引用して，説得力のあ
る構成で批評文を書く。（思・判・表）

・友達の書いた批評文から参考になる部分や表
現を指摘し，自分の表現に役立てる。（思・判・
表）

【国語】「話し合いの方法」（話
す・聞く）

・話し合う目的や人数に応じて，
適切な方法を選ぶ。（思・判・
表）

【国語】「いろいろな文章形態」
（書く）

・伝えたい内容や目的に応じた
形態を選んで書く。（思・判・表）

【家庭】「伝統文化を受け継ぎ，生活に生かす」

・自分の住んでいる地域の文化を知るとともに，他の地
域についても理解し，生活に生かす。（知・技）

【社会】「持続可能な社会について考えよう」
・持続可能な社会を形成するために解決すべき課題を見いだし,対立と合意,効率と公正などの視点から多面的・多角的
に考察し,判断して,その過程や結果を適切に表現する。（思・判・表）
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