
「わらじ音頭」と「リズムダンス」を融合したキャリア教育プログラム（７時間）

指導計画

時間数 学習活動・授業目的 つけたい力・態度 授業内容

１時間

・オリエンテー
ション

・リズムダンス
の授業

・全７時間をかけて学
習する目的を理解する
・全身を使ってリズムに
乗ることを学ぶ
・チームを作りチーム内で
リーダーを決める

■自己表現力
■人の話を聞く
■チームワーク力

・授業の目的と流れを説明
・リズムダンスの指導
・リズムダンスに込められた想いを汲み取る
・ダンスを楽しむために，ハイタッチ，拍手，手拍子，掛け声を
かけて盛り上げることを伝える
・ペア，チームで協力してダンスを完成させ発表する
・授業のまとめをワークシートへ記入する

２時間

・リズムダン
スの発表

・わらじ音頭の
学習

・わらじ音頭と
リズムダンス
のミックスにチ
ャレンジ

・前の時間に学習したリズ
ムダンスをわらじ音頭の
指導者の方へ披露する

・わらじ音頭の指導者の方
からわらじ音頭について
学ぶ

・わらじ音頭の起源や，わ
らじ音頭にまつわる伝説
や歴史から地域の伝統
や歴史，文化の背景を
学ぶ

・わらじ音頭の所作を学ぶ

・わらじ音頭の指導者の方
と一緒にわらじ音頭とリ
ズムダンスをミックスする

■自己表現力
■人の話を聞く力
■コミュニケーション力
■チームワーク力
■想像力
■地域社会に対する
誇りと愛情

■役割分担の
大切さの理解

■役割を果たす

・前の時間に学習したリズムダンスをわらじ音頭の指導者の
皆さんへ発表する
・わらじ音頭の指導者の皆さんから地域に伝わる踊りの起源
や伝説に秘められた地域の伝統や歴史，文化などの背景を
学ぶ

・わらじ音頭の指導者の皆さんから，わらじ音頭の代表的な
所作や大切な想いが込められた所作を学ぶ
・わらじ音頭の指導者の皆さんの協力を得て，「わらじ音頭」と
「リズムダンス」をミックスしてオリジナルダンスを創作する
・リーダーを中心にチームで振付シートを確認しながらミックス
にチャレンジする
・わらじ音頭をミックスする箇所を振付シートに記入する
・授業のまとめをワークシートへ記入する

２時間

・わらじ音頭と
リズムダンス
をミックスした
創作ダンスの
ブラッシュア
ップ

・グループで
話し合い

・発表の練習

・わらじ音頭とリズムダン
スをミックスした創作ダン
スのブラッシュアップをお
こなう

・チーム名，ダンスのテー
マ，発表の際の気合いの
言葉，立ち位置をグルー
プで相談して決める

・発表会での心構えを学ぶ

■人の話を聞く力
■自己表現力
■コミュニケーション力
■チームワーク力
■想像力
■相手を認めること
■役割分担の

大切さの理解
■役割を果たす

・グループのリーダーを中心にわらじ音頭とリズムダンスをミッ
クスしたダンスのブラッシュアップをおこなう
・チーム名，ダンスのテーマ，発表の際の気合いの言葉，立ち
位置をグループで相談して決める
・発表を観る際の応援の仕方を学び，お互いのグループを賞
賛し合うとこで発表会自体も盛り上げることを学ぶ
・まとめた事をワークシートへ記入する

２時間

・わらじ音頭の
指導者の方へ
創作したダン
スを発表

・わらじ音頭の
指導者の方と
交流

・学習のまとめ

・発表のリハーサル

・わらじ音頭の指導者の方
へミックスしたダンスをお
披露目する

・わらじ音頭の指導者の方
と交流をする

・学習のまとめをする

■自己表現力
■チームワーク力
■コミュニケーション力
■人の話を聞く力
■お互いを認め合うこと
■役割分担の

大切さの理解
■役割を果たす
■地域社会に対する
誇りと愛情

・グループごとにわらじ音頭とリズムダンスをミックスしたダン
スを発表するためにリハーサルをする
・わらじ音頭の指導者の方へ創作したダンスを発表する
・踊りに対する更なるアドバイスや，児童からの質問，オリジナ
ルダンスを一緒に踊るなどの取り組みを通し，わらじ音頭の
指導者の方と交流を深める
・ワークシートに沿って学習のまとめをする



①リズムダンスを学ぶ １日目

＜授業の概要＞

・リズムダンスの基礎となる，音楽に合わせて体を動かすことを体感します。
・ペア，グループで協力し合い学んだリズムダンスの振付を完成させます。

＜詳細＞
・リズムダンスの基礎となるカウントや，音楽のリズムに合わせて体を動かすことを学習しました。また，ペアやグル
ープでタッチを入れた振付に取り組むことで，チームワーク力も養いました。
・リズムダンスの振付に込められた想いについても伝えました。
・リズムダンスの授業は５年生と合同でおこないました。

【活用教材など】

ワークシート，ダンス音源CD

ワークシート（リズムダンスの振付解説） ワークシート（オリエンテーション時）

【授業の様子】

インストラクターによる指導の様子

【児童のワークシートへの記述内容紹介】

Q.リズムダンスの授業で心に残っていることを書きましょう。
また，リズムダンスの振付にはどんな思いが込められていましたか？

A.・みんなで協力して、盛り上げよう！という想い。
・みんなを喜ばせる想いがある
・みんなが元気になれるように、チャレンジ精神、たくましさ、楽しさ、チームワークとか
・みんなにこんなに楽しかったよ！とつたえられるようにしました。

Q.リズムダンスの授業で自分なりに工夫できたことや，うまくできたこと，チームで協力できたことを書きましょう。

A.・リズムダンスをおぼえるのはむずかしかったけど、楽しく体をうごかしてたのしかった。
・話し合いながら、仲良く行動する工夫ができた。
・みんなでわからない所を教え合った。難しいリズムもがんばってできました。

学習の流れ



②わらじ音頭の学習 ２日目

＜授業の概要＞

・わらじ音頭の歴史（踊りの起源や踊りにまつわる伝説，歴史）について学習し，地域の歴史についても学習する
・わらじ音頭の所作，踊りの学習

＜詳細＞

・わらじ音頭の歴史の学習では，わらじ音頭にまつわる伝説，わらじ音頭の歴史についてまとめた台本を作成し，
わらじ音頭の指導者の方とダンスインストラクターが対話形式で学習を進めていきました。
・わらじ音頭の踊りの指導の際には，実際に踊りで使用されるうちわを児童にお配りいただき，うちわを活用しなが
ら指導をしていただきました。
・足の運び，手の動きを別々に指導していただき，児童にとって理解しやすくしていただきました。盆踊りでも踊ら
れる踊りのため，輪になって踊っていきました。

【活用教材など】
ダンス音源CD，わらじ音頭の音源CD，うちわ（わらじ音頭用），わらじ音頭の歴史授業台本

わらじ音頭の歴史授業台本

【授業の様子】

わらじ音頭についての講義 わらじ音頭の所作，踊りの学習

【児童のワークシートへの記述内容紹介】

Q.「わらじ音頭」はどのようにして踊られるようになり、どのような歴史があることがわかりましたか？こころに
残っていることを書きましょう！

A.・様々な人の苦労があって、今のわらじ音頭があることに気づけた。
・足の病気にかからないためにおどられるようになった。無事でかえってこられるように。

Q.「わらじ音頭」の動きの中でこころに残っている動きはどのような動きですか？

A.・頭の上で、わっかをつくるところ
・手を２回まわす動き
・手で円をかくうごき
・ゆっくりできれいなふりつけ

学習の流れ



③わらじ音頭とリズムダンスのミックスに取り組む ２日目

＜授業の概要＞

・前回の授業で取り組んだリズムダンスのおさらい
・わらじ音頭の指導者の皆さんにもアドバイスをいただきながら，わらじ音頭の所作をリズムダンスにミックスをして
いく。

＜詳細＞

前回のリズムダンスの授業から日数が経過していましたので，リズムダンスの振付のおさらいをしました。その後，
リーダーを中心に振付シートを確認しながら，リズムダンスのどの動きをわらじ音頭へ入れ替えていくか，相談しな
がら決めていきました。

【活用教材など】
ワークシート，ダンス音源CD

学習カード（振付シート） わらじ音頭の授業の振り返り
【授業の様子】

わらじ音頭とリズムダンスのミックスに取り組む様子

【児童のワークシートへの記述内容紹介】

Q.「リズムダンス」と「わらじ音頭」のミックスの学習を通して，自分なりに工夫できたことや，うまくできたこと，
チームで協力できたことを書きましょう。

A.・自分達で考えをだしあってたのしかった。
・割り当てを考えた！息ぴったりにおどれた。
・みんなで協力して笑いをとれたのがよかった。
・みんなが笑顔になれるように工夫しました。
・大きく声をだして「やー」といったり、大きくうごいて見やすくした。

学習の流れ



④発表を目指し，練習をする ３日目

＜授業の概要＞

・わらじ音頭とリズムダンスをミックスしたダンスの完成度を高めるために練習を繰り返しました。
・チーム名，チームの掛け声，踊りのテーマをグループで相談しながらまとめました。
・発表の際に応援するチームの姿勢を学びました。

＜詳細＞

・リーダーを中心に，わらじ音頭とリズムダンスをミックスしたダンスの練習に励みました。
・チーム名，チームの掛け声，踊りのテーマをグループで相談させて決めました。
・チーム名や掛け声，テーマ以外にも，振付で難しいところはないか，つまずいているところはないか，チーム内
で話合いをする時間を設けました。
・発表会の際，発表を見ているチームはしっかりとエールを送る，手拍子や拍手をすることを伝え，発表を応援す
るチームがあってこその発表だということを伝え，学年ごとに発表をし，応援し合いました。
・発表チームも，発表の後はチーム内でハイタッチをしてお互いの頑張りを讃えるようにしました。

【活用教材など】

ワークシート，ダンス音源CD

ダンス発表会での心構え わらじ音頭とリズムダンスの
ミックス授業の振り返る

学習の流れ



⑤わらじ音頭の指導者の皆さんに，ミックスしたオリジナルダンスを発表 ４日目

＜授業の概要＞

・わらじ音頭とリズムダンスをミックスしたオリジナルダンスをわらじ音頭の指導者の皆さんにお披露目しました。

＜詳細＞

・１校時目（４５分間）に各グループで創作したオリジナルダンスのダンスの練習をし，発表のリハーサルをしました。
・２校時目にわらじ音頭の指導者の皆さんに発表をしました。
・各グル―プでダンスを発表しました。 発表の後，わらじ音頭の指導者の皆さんから感想をお伝えいただきまし
た。
・発表の後，わらじ音頭の指導者の皆さんに各グループを周っていただきながら，わらじ音頭をミックスした部分の
更なるアドバイスや児童からの質問にお応えいただくなどをして，交流を深めていきました。

【活用教材など】

ダンス音源CD

【授業の様子】

わらじ音頭の指導者の皆さんに創作したダンスを披露する児童

学習の流れ



⑥今までの学習を振り返り，学んだことをまとめる ４日目

＜授業の概要＞

・担当教諭の主導で，ワークシートをもとに今までの学習を振り返り，まとめました。

＜詳細＞

・ワークシートに沿って学習のまとめをしました。

【活用教材など】
ワークシート

【児童のワークシートへの記述内容の紹介】

Q.わらじ音頭の学習を通して、自分たちが住む町について新しく発見したことを書きましょう。

A.・羽黒神社の伝説など、自分が知らなかったことも学べた。
・福島から京とまでの道のりの安全をねがうおねがいするおどりがわらじおんどだと思った。

Q.地域の方にわらじ音頭を教わったり，一緒にダンスを作ったりする中で心に残っていること，感じたことを書き
ましょう。

A.・手先まで美しくおどっている地域の人が、すごくきれいだった。
・地域の人とふれあうことができて良かった。
・わらじの歴史やダンスをりかいしておどれたのがよかったです。

Q.授業全体を通して，一番楽しかったこと，心に残っていること，自分が一番頑張ったことを書きましょう。

A.・ダンスを発表するときがたのしかった。自分達の考えたダンスを見てもらってたのしかった。
・みんなで踊れたことが最高に楽しかった。
・ダンスの先生やみんなを楽しませることができてよかった。
・はずかしがらずに、おどった。

学習の流れ



＜担当教諭の感想＞
・今回，学習発表会や何かの機会に発表ができるようにと思って申込みをさせていただきました。まだ，どんな機会
に発表をしようかと具体的には決めることができていないのですが，取り組みの中で，子供達が積極的に参加す
ることができて，本当に良かったなと思いました。
・どうやってリズムダンスとわらじ音頭をミックスしていくのか，やってみないとわからないというところはありました
が，実際に授業をしていただき，子供達の発 想や，柔軟な考えにも驚かされました。
・地元の踊りについて，詳しく話を聞くことができたことや，地域の方々との交流ができてよかった。
事前に子どもたちに調べ学習させておくこともよかったのではないかと思う。
・踊りとダンスの融合については，ワークシートに分かりやすく示されていることで，組み合わせをすれば曲に合わ
せて自分達で練習することができた。
・ワークシートでは，６時間の中で，書き込む時間がなかったので，児童の実態にあわせ，他に時間を取った。
・ダンスに対する一人一人の思いがありグループ作りでは，子どもたちの声に耳を傾けてくださりどうにか発表会
までできた。
・体育の授業でも，ワークシートの使い方で悩んでいる。４５分や９０分の授業の中で，話し合いと実技の配分を考
えていきたい。

＜わらじ音頭の指導者の皆さんの感想＞
楽しみながら授業を受けてもらっていたのが印象的でした。
みんなが積極的に取り組んでいる姿が非常に微笑ましかったです。
この機会を通して，さらにわらじ音頭も身近に感じてもらうことができればと思います。

＜NSSA事務局の所見＞

６年生対象ということで、少し恥じらいも出てくる時期ですので不安な面もありましたが、積極的に参加してもらえて
よかったです。創意工夫をしているチームが多く，児童が自ら，わらじ音頭を入れるパートを３つ設定し，６人チーム
のうち前３人がわらじ音頭，後ろ３人がリズムダンスを踊る構成にしたり，自分達で考えたオリジナルの掛け声をダン
スの中に入れたりと，積極的に楽しんで授業に参加していました。

担当のダンスインストラクターが常に，授業を楽しむように声をかけ,わらじ音頭とリズムダンスをミックスする際も，
「課題」というより，「楽しいダンスを創作する取り組み」になるように導いていったのが良かったのではないかと思いま
す。リズムダンスもわらじ音頭も覚えなくてはならない，上手くミックスしなくてはならない，という考えから，間違っても
良いから自分が思うようにチャレンジしてみよう！見ている人も楽しませよう！というふうに発想を転換させることがで
きたのが良かったのではないかと思います。

わらじ音頭の歴史の学習については，インストラクターが介入し，踊りの指導者の方に一任するのではなく，指導
者の方へ踊りの歴史や伝説についてのヒアリングをした後、こちらで台本を作成し、台本に合わせて踊りにまつわる
伝説や歴史についての学習を進めました。
踊りの所作、動きは指導できるが、大勢の児童を前にして話をすることに慣れていない指導者の方の負担を軽減す
るためにも、学校側の教員と対話形式、インタビュー形式で進めることが有効だと感じました。

まとめ


