
「さんさ踊り」と「リズムダンス」を融合したキャリア教育プログラム（８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

２時間

・オリエンテー
ション

・リズムダンス
の授業

・全８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

・さんさ踊りの
学習

・さんさ踊りと
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
ムダンスをさんさ踊り清流
の皆さんへ披露する

・さんさ踊り清流の皆さん
からさんさ踊りについて
学ぶ

・さんさ踊りの起源や所作、
掛け声から地域の伝統
や歴史、文化の背景を
学ぶ

・さんさ踊りの所作を学ぶ

・さんさ踊り清流の皆さん
と一緒にさんさ踊りとリズ
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さんさ踊り清流の皆さん
へ発表する
・さんさ踊り清流の皆さんから地域に伝わる踊りの起源や所
作、掛け声に秘められた地域の伝統や歴史、文化などの背
景を学ぶ
・さんさ踊り清流の皆さんから、さんさ踊りの代表的な所作や
大切な想いが込められた所作を学ぶ
・さんさ踊り清流の皆さんの協力を得て、「さんさ踊り」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
・さんさ踊り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

・さんさ踊りと
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

・さんさ踊りとリズムダン
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さんさ踊り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

・さんさ踊り清流
の皆さんへ
創作したダン
スを発表

・さんさ踊り清流
の皆さんと交
流

・学習のまとめ

・発表のリハーサル

・さんさ踊り清流の皆さん
へミックスしたダンスを
お披露目する

・さんさ踊り清流の皆さん
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

・グループごとにさんさ踊り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
・さんさ踊り清流の皆さん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、さんさ踊り清流
の皆さんと交流を深める
・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。

【活用教材など】

ワークシート，ダンス音源CD

ワークシート（オリエンテーション時） リズムダンス授業の振り返り

【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。

A.・最初は難しかったけどだんだんなれてきました。
・みんなでダンスをするのが楽しかった。
・チームで協力できたのでよかった。
・リズムにのってダンスができたし、少しチームワークがよくなったような気がします。

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.・きめポーズがきちんとできてよかった。
・決めポーズ
・きちんと意見をとりいれてダンスをおどってみたり、リズムよくおどれたのでよかったです。
・話し合いのときにそれぞれ意見をだせました。
・みんなでそろえて踊るようにがんばりました。

学習の流れ



②さんさ踊りの学習 ２日目

＜授業の概要＞
・前の授業で学習したリズムダンスをさんさ踊り清流の皆さんへ披露する

・さんさ踊りの歴史（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
・さんさ踊りの所作，踊りの学習

＜詳細＞

・さんさ踊りの歴史の学習では，踊りの伝説・歴史についてお話いただく中で，岩手県の県名の由来など，児童
が興味を惹く話題を取り上げていただきました。
・掛け声の意味，衣装の意味などもお話いただきました。
・さんさ踊りの実技ではひとつの踊りを５つのパートに分けていただき、パートごとに指導していただき、最後に
５つのパートをつなげて指導していただきました。
→リズムダンスとミックスをする際に、さんさ踊りの１～５のパートの中からどのパートをミックスしようかと考えやす
くなりました。

・さんさ踊りの掛け声も付けて指導をしていただきました。

【活用教材など】
ダンス音源CD

【授業の様子】

さんさ踊りについての講義 さんさ踊りを披露していただきました さんさ踊りの所作、踊りの学習

【児童のワークシートへの記述内容紹介】

Q.「さんさ踊り」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.・さんさおどりは、おにをたいじしたから、おまつりとしてさんさおどりができたことがわかりました。
・さんさおどりをするときにきるきもの（ゆかた）に７色の色のおびはまよけのためにつけていることがわかりま
した。
・さんさ踊りの歴史を知ったらもっとさんさ踊りが楽しくなりました。
・昔からうけつがれている踊りだということがわかりました。

Q.「さんさ踊り」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.・ハラセハラセ、サッコラーチョイサワッセということばをいいながら踊るところが心にのこっています。
・「はらせはらせ」、「さっこらちょいわやっせ」のところが、いろいろジャンプしたり手を大きく動かしていて、かっ
こよかったです。

学習の流れ



③さんさ踊り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＞

さんさ踊り清流の皆さんにもアドバイスをいただきながら，さんさ踊りの所作をリズムダンスにミックスをしていく。

＜詳細＞

各学年４グループに分かれ，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さんさ踊り
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） さんさ踊りの授業の振り返り
【授業の様子】

さんさ踊り清流の皆さんにもミックスのアドバイスをいただきました

【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「さんさ踊り」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.・きれいにおどりを入れることができるように工夫しました。
・自分で意見を考え、発表して、動いてみたりできました。
・チームでいろいろなことを考えられたし、動いてみたりして、「この動きいいね」といったりしていてよかったです。
・決めポーズをみんなでかっこよくできたこと
・みんなでどこにさんさおどりをいれるかを考えて、チームで協力しました。
・リーダーを中心に、みんなで意見を出し合って、ダンスをみんなで上手にできました。

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＞

・さんさ踊り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，さんさ踊り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。
・iPadの中にリズムダンスの振付模範映像を入れ，リズムダンスの振付を確認したいグループは，リーダーが代表
でiPadに収録した振付を確認できるようにしました。
・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 さんさ踊りとリズムダンスの
ミックス授業の振り返る

【授業の様子】

チーム名，チームの掛け声などグループで相談しながら決めていきました

学習の流れ



⑤さんさ踊り清流のみなさんに，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＞

・さんさ踊りとリズムダンスをミックスしたオリジナルダンスをさんさ踊り清流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校時目にさんさ踊り清流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，さんさ踊り清流の皆さんから感想をお伝えいただきました。
・発表の後，さんさ踊り清流の皆さんに各グループを周っていただきながら，さんさ踊り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】

さんさ踊り清流の皆さんに創作したダンスを披露する児童

発表後の交流の様子

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.さんさ踊りの学習を通して、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.・岩手のなまえのゆらいがおにが岩に手形をしたからいわてになったことがはじめてしりました。
・岩手県には昔からでんとうのおどりがあることがわかりました。
・さんさ踊りは昔の人から受けついだ宝物の踊りだと思います。
・でんとうのさんさおどりには、神やおになどが出てくるすごいれきしがあったなんてはじめて知りました。

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.・さんさとダンスをまぜたダンスがとても楽しかったです。
・がんばったことは、えがおでおどったことです。みんなの前でおどるときにえがおでおどると楽しかったです。
・ダンスとさんさのミックスでさんさ踊りのれきしや楽しいダンスをしっかりと学ぶことができて楽しかったです。
・３年生といっしょにリズムダンス、さんさおどりをがんばってできてはっ表までできてよかったです。
・リーダーとしてがんばったと思います。
・ダンスを全力でおどりました。
・さんさ踊りのかよさんが教えてくれたからさんさ踊りがうまくなれました。
・自分たちのチームに名前をつけて一緒におどって楽しかったです。

学習の流れ



＜担当教諭の感想＞
今回，このような取り組みをしていただきありがとうございます。
さんさ踊りの指導をしてはいましたが、プロの指導者の方にしっかりと指導していただく機会はなかったので、良い
機会でした。
リズムダンスとミックスするという新しい取り組みに児童も積極的に取り組めたのではないかと思います。

＜さんさ踊り清流の皆さんの感想＞
一生懸命練習していただいたのだと思いますが，前奏部分はもちろんのこと、ちゃんとさんさ踊りの振りだと分か
るように踊っていました。 また、掛け声をきちんと入れてくださり，見ている生徒さんたちも一緒に掛け声を掛ける
など，全体として各グループを応援している姿も一体感があり良かったです。
発表全体としては，グループごとにチーム名を決めたり，気合入れをしていたり、結束力を高める工夫がされてい
るなと感じました。児童さんと私たちの交流の中では，踊りのことよりは，衣装に興味があったり，私たちの芸歴な
どの質問がありました。伝統さんさ踊りの衣装を間近で初めて見たとの話もあり，郷土芸能に興味を持っていただ
けたのが有難い経験でした。
今回の経験を通じ，子供たちが何を感じこれがどう生かされていくのかはとても興味があります。踊りの習得だけ
ではない何かに，きっと気付きがあったのではないかと思います。そして，これからも気軽に踊りに親しんでもらえ
たらと思います。 有難うございました。

＜NSSA事務局の所見＞

・運動会での発表を目指す過程の中で，本プログラムを活用いただきました。
・運動会での発表を目指すという具体的な目標があり、児童も先生も積極的に取り組んでいただきました。
・子ども達は、さんさ踊りを踊った経験があっても、さんさ踊りの歴史について学習する機会がなっかったとのことで
したので、今回の取り組みではさんさ踊りの歴史についても学習し、さらには指導者のみなさんとも触れ合う機会
を持つことでさんさ踊りについてより身近に感じることができたのではないかと思います。
・リズムダンスとさんさ踊りをミックスするためのグループ内の話し合いで、自分の意見を通そうと喧嘩をした児童、意
見をまとめようと努力していた児童、努力する仲間を見てフォローに入った児童など、たくさんのドラマがありました。
そのような過程があり、最終的にグループで１つの作品として発表できたことで、子供達が達成感を持ったりお互い
を尊重し合う態度も育むことができたのではないかと考えます。

まとめ


