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１－６ 評価基準
学習活動 評価規準 学習活動における 評価資料 評 価 基 準

具体的な評価規準 Ａ（３） Ｂ（２） Ｃ（１）
１毎日の食事に 関心・意 家庭での食事に関 振り返り 栄養、バランス 栄養、バランス 栄養、バランス
ついて見直す 欲・態度 心を持とうとす カード① 好み、味付け等 好み、味付け等 好み、味付け等

① る。 など３つ以上書 など２つ以上書 など１つ書いて
いている。 いている。 いる。

２ 毎日の食事 関心・意 １食分の食事作り 振り返り 既習の学習事項 既習の学習事項 既習の学習事項
作りについて、 欲・態度 に関心をもち、調 カード② を生かし３つ以 を生かし２つ書 を生かし１つ書
話し合い学習問 ② 理しようとする。 上書いている。 いている。 いている。
題を考える。

創意工夫 １食分の食事が、 振り返り 毎日の食事作り 毎日の食事作り 毎日の食事作り
① 調和のよい食事と カード② の考えの中に既 の考えの中に既 の考えの中に既

なるよう、食品の 習の事項や情報 習の事項や情報 習の事項や情報
組み合わせなどを アドバイスを３ アドバイスのう アドバイスのう
考えたり、情報や つ生かしてい ち２つ生かして ち１つ生かして
アドバイスを入れ る。 いる。 いる。
たりして計画を自
分なりに工夫でき
る。

３ １食分の食 創意工夫 １食分の食事が、 計画カー 調和のよい食事 調和のよい食事 調和のよい食事
事作りについて ② 調和のよい食事と ド① になるように情 になるように情 になるように情
考え、学習計画 なるように、自分 報やアドバイス 報やアドバイス 報やアドバイス
を立てる。 なりに組み合わせ を３つ以上入れ を２つ入れて書 を１つ入れて書

を考え、情報やア て書いている。 いている。 いている。
ドバイスを入れた
り、計画を自分な
りに工夫したりす
る。

知識・理 １食分の食事が栄 計画カー 食品の組み合わ 食品の組み合わ 食品の組み合わ
解① 養的に調和がとれ ド① せを「体をつく せを「体をつく せを「体をつく

るよう、食品を組 る食品 「熱や る食品 「熱や る食品 「熱や」 」 」
み合わせてとるこ 力のもとになる 力のもとになる 力のもとになる
との必要性を理解 食品 「体の調 食品 「体の調 食品 「体の調」 」 」

」 」する。 子を整える食 子を整える食品 子を整える食品
品」から３つを から２つを入れ から１つを入れ
入れて作ってい て作っている。 て作っている。
る。

４調理の計画を
、 。立て 実習する

①調理の計画を 創意工夫 具体的に調理実 計画カー 実習計画の中に 実習計画の中に 実習計画の中に
立てる。 ② 習に向け、１食分 ド② 既習の学習や情 既習の学習や情 既習の学習や情

の食事が、調和の 報やアドバイス 報やアドバイス 報やアドバイス
良い食事になるよ を３つ生かして のうち２つ生か のうち１つ生か
既習の学習や情 いる。 している。 している。
報、アドバイスを
自分なりに工夫し
て計画を立てるこ
とができる。

②準備をする。

③調理実習をす 技能① 衛生や安全に配慮 場面観察 準備、調理、後 準備、調理、後 準備、調理、後
る。 して、調理器具を ① 片付けなどの３ 片付けなどの２ 片付けなどの１

使用することがで つの場面で衛生 つの場面で衛生 つの場面で衛生
きる。 や安全に配慮し や安全に配慮し や安全に配慮し

。 。て学習してい て学習している て学習している
る。

技能② 食材の扱い方や調 場面観察 食材の扱い方、 食材の扱い方、 食材の扱い方、
理の仕方を正しく ② 調理の仕方、盛 調理の仕方、盛 調理の仕方、盛
行ったり、出来た り付け方などを り付け方などを り付け方などを
料理を考えて盛り ３つ考えて学習 ２つ考えて学習 １つ考えて学習
付けたりすること している。 している。 している。
ができる。

④実習のまとめ 創意工 計画を振り返り、 感想カー 役立てるのに身 役立てるのに身 役立てるのに身
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をする 夫① 自分なりにできた ド① に付いたこと、 に付いたこと、 に付いたこと、
、 、ことや、問題にな 役に立った情 役に立った情報 役に立った情報

ったことを自分な 報、これから実 これから実行す これから実行す
りに考えることが 行する意欲など る意欲などのう る意欲などのう
できる。 のうち３つ書い ち２つ書いてい ち１つ書いてい

ている。 る。 る。
５家庭で実行し 知識・理 家族との生活で食 感想カー 実習してわかっ 実習してわかっ 実習してわかっ、
その感想を話し 解② 事作りの大切さや ド② たこと、家族に たこと、家族に たこと、家族に
合う。 団らんの楽しさを 食べてもらった 食べてもらった 食べてもらった

理解する。 時の感想、家の 時の感想、家の 時の感想、家の
人の感想文から 人の感想文から 人の感想文から
考えたことのう 考えたことのう 考えたことのう
ち３つ書いてい ち２つ書いてい ち１つ書いてい
る。 る。 る。

関心・意 友達の感想発表か 相互評価 友だちの感想発 友だちの感想発 友だちの感想発
欲・態度 ら、家族の食事作 カード① 表から家族の食 表から家族の食 表から家族の食
① りの大切さに関心 事作りの大切さ 事作りの大切さ 事作りの大切さ

を持とうとする。 が３つ以上書い が２つ書いてい が１つ書いてい
ている。 る。 る。


