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Ⅳ－２－１ 単元「オリジナルえびせんべい作りに挑戦」

（一色町立一色西部小学校 第３学年）

１ 単元指導計画

１－１ 単元名 「オリジナルえびせんべい作りに挑戦 （全６０時間）」

担当者 尾崎京子

１－２ 単元設定の理由

（１）子どもの実態

本学級の子どもたち２６名（男子１２名，女子１４名）に，一色町の名産であるえびせ

んべいについてアンケートをとった。すると，大好きと答えた子は１２名，好きな子は１

０名，普通と答えた子は３名，嫌いな子は１名であった。嫌いな子は，えびが好きではな

いこととパサパサしているところがおいしくないという理由で，好きになれないと答えて

いる。また，家族がえびせんべいを買い，おやつとしてよく食べている家庭は１４軒あっ

た。自分でもよく買うという子どもも１０名いた。なかには，ふりかけのように細かくし

てご飯の上にかけ，おかずとして食べている家庭もあった。

これらのことから，本学級の子どもたちにえびせんべいがよく受け入れられていること

がわかる。しかし，今までにえびせんべいを作った経験のある子はいない。えびせんべい

屋さんの子が１名，親戚がえびせんべい屋さんの子が１名，祖母がえびせんべい工場に勤

務している子が１名あるが，その子たちもえびせんべいを焼いた経験はない。そこで，一

色町の名産であるえびせんべいによりいっそう親しむことができ，嫌いと答えたＡ子や普

通と答えたＢ男・Ｃ子・Ｄ子らがえびせんべいを好きになってくれることを願い，えびせ

んべいを自分たちの手で作って食べる経験を授業の中で取り入れていきたいと考えた。

子どもたちは，２年生でトマトの栽培をし，収穫したトマトをよりおいしく食べる学習

をしてきている。子どもたちは野菜を食べると健康によいことは学習してきているが，な

ぜ健康によいのかということについて学習していない。具体的にどの食品にどんな栄養が

含まれており，どんな効果があるかについて理解している子はいない。そこで，手作りの

えびせんべいの中に，いろいろな食品を入れることで，えびせんべいの味がよくなるばか

りでなく，栄養価が高まることに気付かせていきたい。

子どもたちは，昨年も１昨年も３年生の子が本校の代表として一色町のさかな広場で開

催される「みかわベイフェスティバル」に参加していることを知っている。えびせんべい

の学習に入るや否や自分たちも「みかわベイフェスティバル」に参加したいと希望した。

会場でえびせんべいを焼くところを披露し，学習したことを発表したいと考えている。ま

た，１２月に本校で行われる「食のフェスティバル」も楽しみにしている。今年で３年目

にあたる「食のフェスティバル」は，子どもたちが入学当初から開催されており，毎年３

年生はえびせんべいを通して学んだことを発表し，えびせんべいの実演をしてきている。

自分たちの力でさらに工夫を加えたオリジナルのえびせんべいを，参加してくださった家

族や地域の人に味わってもらいたいという願いをもっている。そこで，子どもたちが納得
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のいく粘り強い追究ができるように支援していきたい。

（２）教師の願い

本単元では まず １学期のしあわせ学習 ふるさと発見 で子どもたちが制作した 一， ， 「 」 「

色の民話」の中の「一色のえびせんべい」の紙芝居を読み，一色では昔からえびせんべい

が作られていることを再確認する。そして，今も多くの人に食べられていることに気付か

せたい。そこから，子どもたちは 「えびせんべいはどうやって作るのだろう 「どんな， 。」

材料を使っているのだろう 「えびせんべい屋さんが教えてくれるかな 「どのえびせ。」 。」

んべいが一番おいしいか，食べてみたいな 「えびせんべいを自分たちも作ってみたい。」

な 」などと，さまざまな知りたいことややってみたいことを見つけ，調べようとする意。

欲をもつであろう。

次に，これらの子どもたちが知りたいことのなかから一番追究したい課題を選ばせ，追

究方法を考えさせたい。子どもたちは，それぞれの課題を解決するためにいろいろなえび

せんべいを試食したり，家族や地域のえびせんべい屋さんに聞き取りに行ったりして調べ

ようとするであろう。特に校区にあるえびせんべい屋さんや保護者のなかのえびせんべい

工場で働く方に意欲的に聞き取りをさせたい。

子どもたちはえびせんべいについて調べていくうちに，自分たちも焼いてみたいと気持

ちが高まり，実際に作っている様子を見たいと考えるであろう。そこで，えびせんべい工

場の見学をし，えびせんべい作りの工程を学び，えびせんべい作りの情報を多く集めよう

とする姿勢を育てたい。そして，えびせんべい工場の さんに協力していただいて実際M

に焼かせていただくとともに，家庭や学校でも手軽にえびせんべいを焼ける方法を考えさ

せ，焼く機会をもちたい。また，一色町にあるえびせんべい工場について詳しく調べよう

としている一色南部小学校の４年生と出会わせ，お互いにえびせんべいについて話し合お

うとする気持ちを育てたい。こうした学び合いを通して，地域と産業の密接なつながりを

知り，さらに詳しくえびせんべいを調べていこうとする気持ちと一色町のえびせんべいを

誇りに思う気持ちが育っていくものと期待する 〈産業・経済（ア 〉。 ）

市販されているえびせんべいの中にも，じゃがいも澱粉とえびが主原料というだけでな

く，胡麻やわかめ，梅干しなどさまざまな食品が加えられている。えびせんべいの作り方

の学習に終わらせないために，えびせんべいの材料やそこに含まれる栄養にも目を向けさ

せていきたい。そして，体のためになる健康を考えたオリジナルえびせんべい作りに挑戦

させたい。そのえびせんべいは，どんなふうに体によいのか，誰のための健康を考えてい

るか，材料に含まれる栄養が，体にどんな影響を与えるのかなどを調べさせる。そして，

えびやじゃがいもの栄養ばかりでなく，そこに付け加えられる食品の栄養についても詳し

く調べさせていきたい。家族に聞いたり，本やインターネットで調べたりすることで，子

どもたちは多くの知識を得るであろう。しかし，科学的に裏付けられた生きた知識を学ば

せるためにも，自分たちでは解決できない疑問などを解決するためにも一色町給食セン

ターの管理栄養士に出会わせたい。子どもたちには単なるえびせんべい作りの活動に終わ

，「 」 。らせるのではなく 健康によい栄養のあるえびせんべい作り をめざすことをさせたい

そして，自己の健康を考えた食生活を営んでいこうとする態度を育てたい。えびせんべい

の中にいろいろなものが入り，食感や味わいばかりでなく，健康面にも工夫がなされてい
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ることに気づいていくものと期待する 〈命・生き方（イ 〉。 ）

えびせんべいの中に，いろいろな食品を入れることで，栄養価が高まることに気付いた

子どもたちは，自分たちの家族の健康を考えたえびせんべいを作ってあげたいと考えるで

あろう。そこでお年寄りや幼児に対して思いやりの心をもってえびせんべいを焼いてあげ

ようとする気持ちをもたせたい。お年寄りや幼児に喜んでもらうためにはどんな食品を入

れるべきか，聞き取りを盛んに行うであろう。焼いたえびせんべいを喜んで食べてくれる

お年寄りや幼児に対し，さらに健康を考えたえびせんべいを焼いてあげたいと考えるであ

ろう。お年寄りや幼児のために自分が役立てることを見つけ，思いやりをもってかかわっ

ていくことの大切さに気付き，より深いかかわり合いを求めていく子が育つことを期待し

たい 〈福祉・社会（ア （イ 〉。 ） ）

こうした子どもたちの学びや活動は，地域に発信するという活動に発展していくであろ

。 ， 「 」う そこで １０月に行われる一色町の産業イベントである みかわベイフェスティバル

や１２月に行われる西部小の「食のフェスティバル」で地域の人々や家族に発表したり，

一色南部小学校で同じようにえびせんべいの学習をしている４年生との交流学習会で意見

交換をしたりして発信させていきたい。これまで地域から学んできたことを地域に返す活

動を通して，ふるさと一色に対して愛着をもたせるとともに，自己の体の健康を考えた食

事をとっていくことや地域の人々と家族の健康を考えていく子どもが育っていくものと期

待する 〈命・生き方（イ 〉。 ）

１－３ 単元の目標

オリジナルえびせんべい作りをすることを通して，ふるさとの名産「えびせんべい」に

目を向け，えびせんべいの材料やそれに含まれる栄養，健康に与える影響について考え，

自分のおやつのとり方を見直し，さらに健康を向上させていくことができるようになる。

１－４ 単元の評価規準

○ 関心・意欲・態度

①えびせんべいの歴史・材料・栄養・作り方など知りたいことややってみたいことを

見つけ，進んで調べようとする。

②友だちや一色南部小学校の子と協力し，学び合いながら，えびせんべいについて調

べたり，焼いたり，発表したりしようとする。

○ 思考・判断

①えびせんべいについて知りたいことややりたいことのなかから追究したい課題を決

めて，課題に迫るための追究方法を考えることができる。

②見学や聞き取り，本やインターネットで集めた情報のなかから必要なものを選び，

えびせんべいの材料に含まれる栄養と体に与える影響について関連づけて考えるこ

とができる。

③自分たちの調べたことや活動を多くの人に伝える方法を考えることができる。

④えびせんべいについて調べてわかったことやオリジナルえびせんべいを作る活動を

通して学んだことをもとに，自分のおやつの取り方を見直すことができる。

○ 技能・表現
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①見学に行ったり，聞き取りをしたりして調べたことを絵や図や文を用いてまとめる

ことができる。

②えびせんべいについて調べてわかったことを相手にわかりやすく伝えることができ

る。

○ 知識・理解

①えびせんべいの材料，そこに含まれる栄養や作り方について理解する。

②えびせんべいの材料に含まれる栄養が体に与える影響について理解する。

１－５ 学習過程と評価計画
評 価 規 準

学 習 活 動 支 援 関心 評価資料
・ 思考 技能 知識

（方法・内容） 意欲 ・ ・ ・
・ 判断 表現 理解
態度

１一色のえびせんべ

。い作りに挑戦する

（２０時間）

①ふるさと自慢の え ・一色のえびせんべいについて調 ① 行動観察１「

びせんべい」につ べたいという気持ちを高めさせ

いて確認する。 るために，１学期に子どもたち

が制作した紙芝居「一色のえび

せんべい」を見て，一色ではえ

びせんべいが昔から作られてい

たことを確認する。

②一人調べをするた ・材料や焼き方について考えさせ ① 学習カード１

めの課題を決める るために，いろいろなえびせん。

べいを集めて試食する。

③一人調べをする方 ・より多くの人からえびせんべい ① 学習カード２

法を考える。 の情報を得るために，家の人や

えびせんべい屋さんに聞き取り

をする方法があることを助言す

る。

④一人調べをする。 ・えびせんべいの材料や焼き方に ② 学習カード３

加え，えびせんべいの歴史や店

の様子などえびせんべいのよさ

に目を向けさせるために，資料

を用意したり，学校の近くのえ

びせんべい屋さんの さんにM
出会わせたりする。

⑤工場見学をする。 ・実際に焼いてみたいと考えてい ① 学習カード４

る子どもたちにえびせんべいが

できる工程を理解させるため

に，工場見学をさせる。

・一色南部小学校の４年生の子と

出会わせるために， さんにM
一色南部小学校の４年生の子に

もえびせんべいについて教えて

いることを話してもらう。

⑥工場で焼いてみる ・ さんに教えていただいたよ ① 学習カード５。 M
うに焼けるか確かめるために，

工場で焼かせていただく。

⑦えびせんべいにつ ・今まで調べてきたことで自分た ① まとめた用紙１

いて調べたことを ちの力でえびせんべいが焼ける

まとめる。 かを考えながら絵にまとめさせ

る。

⑧自分たちの力でえ ・えびせんべいを焼く目標をはっ ① 学習カード６

びせんべいが焼け きりさせるために，自分たちの
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るか考える。 力でえびせんべいが焼けるかど

うかを話し合わせる。

⑨自分たちの力でえ ・今まで調べたことを出し合って ② 行動観察２

びせんべいを焼く 子どもの力で焼かせ，困ってい。

るときには助言する。

⑩一色南部小学校の ・本単元を通して一色南部小の子 ② 学習カード７

４年生と出会う。 とともに学び合うために，今ど

んなことを調べているか情報交

換する機会をもつ。

⑪えびせんべいの焼 ・えびせんべいの焼き方を理解さ ① 学習カード８

き方をふり返る。 せるために，本校４年生の子ど

もたちに去年どのように焼いた

（１） かを聞き取る機会を設ける。

２オリジナルえびせ

んべい作りに挑戦

する （１１時間）。

①オリジナルえびせ ・子どもたちのオリジナルである ① まとめた用紙２

んべい作りの計画 えびせんべいであるところを出

を立てる。 すために，特に中に混ぜる材料

と焼き方に工夫をさせる。

・工場ではなく自分の力で焼きた

い子どもの気持ちを生かすため

に，道具の用意とその使い方を

工夫させる。

②オリジナルえびせ ・さらに工夫されたオリジナルえ ② 行動観察３

んべいを焼く。 びせんべいを焼くために，焼い

たえびせんべいを家族や先生な

どに試食してもらう。

③オリジナルえびせ ・さらによりよいものにするため ① 学習カード９

んべいの出来具合 に焼き上がったえびせんべいを

をふり返る。 試食させ，材料と道具と焼きぐ

あいの観点で話し合わせる。

④一色南部小学校の ・オリジナルえびせんべいを工夫 ② 行動観察４

４年生のためにオ させるために，一色南部小学校

リジナルえびせん の４年生のためにえびせんべい

べいを焼く。 を焼く機会をもつ。

⑤一色南部小学校の ・さらに工夫されたオリジナルえ ② 学習カード１０

４年生と交流する びせんべいを焼くために，一色。

南部小学校の４年生がどんなえ

びせんべい焼いているかを教え

てもらう機会をもつ。

⑥オリジナルえびせ ・ふり返りを踏まえ，さらに栄養 ② まとめた用紙３

んべい作りの計画 を考えたオリジナルえびせんべ

を練り直す。 い作りに挑戦させるために，焼

いた経験を自己評価させ，それ

を次回に生かすように助言す

る。

・より栄養を考えたえびせんべい

を考えさせるために，前時の話

し合いでの栄養士さんの助言を

参考にさせる。

３一般の人たちを対

象にしたベイフェ

スティバルで調べ

。たことを発表する

（ ）１６時間

①オリジナルえびせ ・自分たちの調べたことや活動し ③ 学習カード１１

んべいを多くの人 たことを一般の人に伝えるため

に知ってもらう方 に，紙芝居やえびせんべいレシ

法を考える。 ピ集などを作らせ，地域の人に
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大きな声で伝える方法を考えさ

せる。

②ベイフェスティバ ・ベイフェスティバルに参加し， ③ 学習カード１２

ルの計画を立てる これまでに学んだことを一般の。

人に伝える方法を工夫させる。

③ベイフェスティバ ・ベイフェスティバルを成功させ ① 行動観察５

ルの準備をする。 るために，参加してくれた一般

の人に配布するえびせんべいの

数やその人たちの前で実演する

ための道具や材料などの準備を

させる。

④ベイフェスティバ ・ベイフェスティバルでお客さん ② 学習カード１３

ルでオリジナルえ に自信をもって発表させるため

， 。びせんべいについ に 発表練習の時間を設定する

て発表する。

⑤ベイフェスティバ ・次に予定されている食のフェス ② 学習カード１４

ルのふり返りをす ティバルを成功させるために，

る。 ベイフェスティバルについて，

準備から発表，片付けまで，て

いねいにふり返らせる。

・ベイフェスティバルで一色南部

小学校の発表と比較し，よかっ

た点と改善すべき点をはっきり

させる。

・食のフェスティバルを自分たち

の手で成功させるために，一色

南部小学校の工夫を学ぶ機会を

設定する。

４家族や地域の人を

対象にした食のフ

ェスティバルを成

功させる。

（ ）１１時間

①食のフェスティバ ・ベイフェスティバルよりも内容 ③ 学習カード１５

ルの計画を立てる 面でさらにパワーアップした発。

表ができるように，自分たちの

ふり返りと町の先生の助言と南

部小学校の子どもたちの助言を

生かすようにさせる。

②食のフェスティバ ・食のフェスティバルを成功させ ① 行動観察６

ルの準備をする。 るために，家族の健康を考えて

作ったえびせんべいを用意させ

る。

・参加していただいた地域の人々

や家族に配布するえびせんべい

の数やその人たちの前で実演す

るための道具や材料などの準備

をさせる。

③食のフェスティバ ・食のフェスティバルでお客さん ② 学習カード１６

ルでオリジナルえ に自信をもって発表させるため

， 。びせんべいについ に 発表練習の時間を設定する

て発表する。

④食のフェスティバ ・食のフェスティバルのふり返り ② 学習カード１７

ルのふり返りをす ばかりでなく，栄養が体に及ぼ

る。 す影響について考えながら，今

後の自分の食生活についても見

つめさせる。

５えびせんべい新聞 ・ふり返ったことを今後の子ども ④ えびせんべい新聞

を作り，学習のま たちの食生活に生かさせるため １
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とめをする。 に，調べる活動，オリジナルえ

２時間 びせんべいを作る活動，家庭や（ ）

地域への発信の３つの観点でえ

びせんべい新聞を書かせ，話し

合わせる。

１－６ ルーブリック
学習活動 評価 学習活動における 評価 評 価 基 準

規準 具体的な評価規準 資料 （３） （２） （１）A B C
１ 一色の 関心・ 一色のえびせんべ 行動観察 一色のえびせんべ 一色のえびせん 一色のえびせん

えびせんべ 意欲・ いについて関心を １ いについて歴史・ べいについて味 べ い に つ い て

い作りに挑 態度 もち 歴史・材料・ 材料・作り方・味 つけ・道具など 知っていること，

戦する。 ① 作り方・道具など つけ・道具など 知っていること を発言するまで

①ふるさと 進んで調べようと 知っていることを を発言している には至っていな。

自慢の「え する。 進んで発言してい い。

びせんべい る。」

について確

認する。

②一人調べ 思考・ えびせんべいにつ 学習カー えびせんべいにつ えびせんべいに えびせんべいに

をするため 判断 いての知りたいこ ド１ いて知りたいこと ついて知りたい ついて知りたい

の課題を決 ① とややりたいこと とやりたいこと， こととやりたい こと，やりたい

める。 の中から追究した 工場で聞きたいこ ことか工場で聞 こと，工場で聞

い課題を決めるこ とを書いている。 きたいことのど きたいことのい

とができる。 ちらかを書いて ずれかを書いて

いる。 いる。

③一人調べ 思考・ えびせんべいにつ 学習カー 調べる方法として 調べる方法とし 調べる方法とし

をする方法 判断 いての課題に迫る ド２ 見学や聞き取り， て見学や聞き取 て見学や聞き取

を考える。 ① ための追究方法を 本やインターネッ り 本やインター り 本やインター， ，

考えることができ トを書いている。 ネットのどちら ネットのいずれ

。 。る。 かを書いている かを書いている

④一人調べ 思考・ 見学や聞き取り， 学習カー 見学や聞き取り， 見学や聞き取り 見学から自分に

をする。 判断 インターネットな ド３ インターネットか から自分に必要 必要な情報を集

② どを使って自分に ら自分に必要な情 な情報を集めて めている。

必要な情報を集め 報を集めている。 いる。

ることができる。

⑤工場見学 知識・ えびせんべいの材 学習カー えびせんべいにつ えびせんべいに えびせんべいに

をする。 理解 料・栄養・焼き方 ド４ いて材料・分量・ ついて材料・焼 ついて機械・工

① などについて理解 焼き方・機械・工 き方・機械・工 場の様子など学

する。 場の様子など学ん 場の様子など学 んだことを書い

だことともっと知 んだことを書い ている。

りたいことを書い ている。

ている。

⑥工場で焼 関心・ 友だちと協力しな 学習カー 工夫したことと友 工夫したことと えびせんべいを

いてみる。 意欲・ がら，工夫してえ ド５ 達と協力したこと 友達と協力した 焼いたことを書

態度 びせんべいを焼こ の両方を書いてい ことのいずれか いている。

① うとする。 る。 を書いている。

⑦えびせん 技能・ えびせんべいにつ まとめた 調べたことを，表 調べたことを， 調べたことを，

べいについ 表現 いて調べたことを 用紙１ や図，絵と言葉を 絵と言葉を使っ 言葉でまとめて，

て調べたこ ① 表や図，絵を使っ 使ってまとめてい てまとめている いる。。

とをまとめ てまとめることが る。

る。 できる。

⑧自分たち 思考・ これまでに調べた 学習カー 自分たちの力で焼 自分たちの力で 自分たちの力で

の力でえび 判断 ことで自分たちの ド６ けるかどうかの判 焼けるかどうか 焼けるかどうか

せんべいが ① 力でえびせんべい 断とそう考えた理 の判断を書いて 書くまでに至っ

焼けるか考 が焼けるかを考え 由を書いている。 いる。 ていない 。。

える。 ることができる。

⑨自分たち 関心・ 今までの学習の成 行動観察 えびせんべいを進 えびせんべいを 友だちがえびせ

の力でえび 意欲・ 果を生かし，えび ２ んで焼いている。 焼いている。 んべいを焼くと
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。せんべいを 態度 せんべいを焼こう ころを見ている

焼く。 ② とする。

⑩一色南部 関心・ 一色南部小学校の 学習カー 一色南部小学校の 一色南部小学校 一色南部小学校

小学校の４ 意欲・ 子と一緒にえびせ ド７ ４年生の子のよい の４年生の子の の４年生の子と

年生と出会 態度 んべいについて学 ところと交流に よいところを書 の交流の感想を

う。 ② ぼうとする。 よって学んだこと いている。 書いている。

を書いている。

⑪えびせん 知識・ えびせんべいの材 学習カー えびせんべいにつ えびせんべいに えびせんべいに

べいの焼き 理解 料・分量・作り ド８ いて材料・分量・ ついて材料・分 ついて材料・分

方をふり返 ① 方・道具の使い方 作り方・道具の使 量・作り方・道 量・作り方・道

る。 などについて理解 い方など改善した 具の使い方など 具の使い方など

する。 ことと注意点を書 改善したことを 改善する前のこ

。いている。 書いている。 とを書いている

２ オリジ 思考・ オリジナルえびせ まとめた 材料・分量・作り 作り方を書き， オリジナルの材

ナルえびせ 判断 んべいを作るとき 用紙２ 方・手順を書き， オリジナルの材 料で焼く準備を

んべい作り ① の材料と手順，作 オリジナルの材料 料で焼く準備を している。

に挑戦する り方を考えること で焼く準備をして している。。

①オリジナ ができる。 いる。

ルえびせん

べい作りの

計画を立て

る。

②オリジナ 関心・ 各自の計画に合わ 行動観察 オリジナルえびせ オリジナルえび 友達がオリジナ

ルえびせん 意欲・ せてオリジナルえ ３ んべいを進んで焼 せんべいを焼い ルえびせんべい

べいを焼く 態度 びせんべいを焼こ いている。 ている。 を焼くところを。

② うとする。 見ている。

③オリジナ 思考・ オリジナルえびせ 学習カー オリジナルえびせ オリジナルえび オリジナルえび

ルえびせん 判断 んべいの味や焼き ド んべいを焼いてよ せんべいを焼い せんべいを焼い

べいの出来 ① 具合をふり返り， ９ かった点とさらに てさらに工夫し た感想を書いて

具合をふり さらに工夫したい 工夫したい点を書 たい点を書いて いる。

返る。 ことを考えること いている。 いる。

ができる。

④一色南部 関心・ 各自の計画に合わ 行動観察 一色南部小学校４ 一色南部小学校 一色南部小学校

小学校の４ 意欲・ せて一色南部小学 ４ 年生との交流学習 ４年生との交流 ４年生との交流

年生のため 態度 校の４年生のため に備え，オリジナ 学習に備え，オ 学習に備え，友

にオリジナ ② にオリジナルえび ルえびせんべいを リジナルえびせ 達がオリジナル

ルえびせん せんべいを焼こう 進んで焼いてい んべいを焼いて えびせんべいを

べいを焼く とする。 る。 いる。 焼くところを見。

ている。

⑤一色南部 技能・ 一色南部小学校の 学習カー 一色南部小学校の 一色南部小学校 一色南部小学校

小学校の４ 表現 ４年生に自分たち ド ４年生と交流した の４年生と交流 の４年生と交流

年生と交流 ② の力で焼いたえび １０ 感想と相手が納得 した感想と相手 した感想を書い

する。 せんべいを紹介し するまで自分が工 に伝えたことを ている。，

工夫を伝えること 夫し，説明できた 書いている。

ができる。 ことを書いてい

る。

⑥オリジナ 知識・ オリジナルえびせ まとめた 栄養と味や食感を 栄養を考えに入 栄養を考えては

ルえびせん 理解 いの材料に含まれ 用紙３ 考えたオリジナル れた，オリジナ いないが，オリ

べい作りの ② る栄養が体に与え えびせんべいを考 ルえびせんべい ジナルえびせん

計画を練り る影響について理 えたことを書いて を考えて書いて べいを考えて書

直す。 解する。 いる。 いる。 いている。

３ 一般の 思考・ 自分たちの調べた 学習カー 紙芝居やえびせん 紙芝居やえびせ 伝えることの具

人たちを対 判断 ことや活動を多く ド べいレシピ集など んべいレシピ集 体的な方法を書

象にしたベ ③ の人に伝えるため １１ にするとよいこと などにするとよ くまでに至って

イフェステ に，なぜその方法 とその理由を書い いことを書いて いない。

ィバルで調 で伝えるとよいか ている。 いる。

べたことを 理由も一緒に考え

発表する。 ることができる。

①オリジナ

ルえびせん
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べいを多く

の人に知っ

てもらう方

。法を考える

②ベイフェ 思考・ 自分たちの調べた 学習カー ベイフェスティバ ベイフェスティ ベイフェスティ

スティバル 判断 ことや活動を多く ド ルの準備と発表の バルの準備や発 バルの準備や発

の計画を立 ③ の人に伝える準備 １２ 仕方を多くの人に 表の仕方を書い 表の仕方の記述

てる。 や発表の仕方を考 伝える方法を書い ている。 までに至ってい

えることができる ている。 ない。。

③ベイフェ 技能・ ベイフェスティバ 行動観察 配布するえびせん 配布するえびせ 配布するえびせ

スティバル 表現 ルを成功させるた ５ べいや実演するた んべいや実演す んべいや実演す

の準備をす ① めに参加してくれ めの発表資料や道 るための発表資 るための発表資

る。 た一般の人に配布 具などを中心と 料や道具などを 料や道具などを

するえびせんべい なって準備してい 準備している。 準備するところ

や実演するための る。 を見ている。

発表資料や道具な

どを準備すること

ができる。

④ベイフェ 技能・ えびせんべいにつ 学習カー 発表後のふり返り 発表後のふり返 発表後のふり返

スティバル 表現 いて調べたことの ド で，自分の発表し りで，自分の発 りで，自分の発

でオリジナ ② 中で聞き手に伝え １３ た内容と発表でよ 表した内容と発 表した内容か，

ルえびせん たいことを相手に かった点と改善点 表でよかった点 自分の発表でよ

べいについ 伝えることができ を書いている。 を書いている。 かった点を書い

て発表する る。 ている。。

⑤ベイフェ 思考・ 南部小４年生との 学習カー 食のフェスティバ 食のフェスティ 食のフェスティ

スティバル 判断 交流をもとに，食 ド ルで発表するえび バルで発表する バルで発表する

のふり返り ② のフェスティバル １４ せんべいはこれで えびせんべいは えびせんべいは

をする。 で発表するえびせ あるということを これであるとい これであるとい

んべいを対象に合 相手を意識して書 うことを相手を うことを書いて

わせて考えること き，その理由を書 意識して書いて いる。

ができる。 いている。 いる。

４ 家族や 思考・ 一色南部小の子の 学習カー 食のフェスティバ 食のフェスティ 食のフェスティ

地域の人を 判断 意見を参考にして ド ルで発表する方法 バルで発表する バルで発表する，

対象にした ③ 食のフェスティバ １５ とその理由を書い 方法を書いてい 方法を考えてい

食のフェス ルで発表する方法 ている。 る。 るが，記述まで

。ティバルを を考えることがで に至っていない

成功させる きる。。

①食のフェ

スティバル

の計画を立

てる。

②食のフェ 技能・ 食のフェスティバ 行動観察 発表する資料や配 発表する資料や 発表する資料や

スティバル 表現 ルを成功させるた ６ 布するえびせんべ 配布するえびせ 配布するえびせ

の準備をす ① めに発表する資料 い，実演するため んべい，実演す んべい，実演す

る。 や参加してくれた の発表資料や道具 るための発表資 るための発表資

人に配布するえび などを進んで準備 料や道具などを 料や道具などを

せんべい，実演す している。 準備している。 準備するところ

る道具などを準備 を見ている。

。することができる

③食のフェ 技能・ えびせんべいにつ 学習カー 発表後のふり返り 発表後のふり返 発表後のふり返

スティバル 表現 いて調べたことの ド で，自分の発表し りで，自分の発 りで，自分の発

でオリジナ ② なかで聞き手に伝 １６ た内容と発表でよ 表した内容と発 表した内容か，

ルえびせん えたいことを相手 かった点と改善点 表でよかった点 自分の発表でよ

べいについ に伝えることがで を書いている。 を書いている。 かった点を書い

て発表する きる。 ている。。

④食のフェ 知識・ えびせんべいの材 学習カー 栄養が体によいこ 栄養が体によい おやつのとり方

スティバル 理解 料に含まれる栄養 ド とを考えに入れ ことを考えに入 で改善したいこ

。のふり返り ② が体に与える影響 １７ て，おやつのとり れて，おやつの とを書いている

をする。 について理解する 方で改善したいこ とり方で改善し。
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ととその理由を書 たいことを書い

いている。 ている。

５ えびせ 思考・ えびせんべいにつ えびせん 学んだことと自分 学んだことをえ えびせんべい新

。んべい新聞 判断 いて調べてわかっ べい新聞 の食生活に生かす びせんべい新聞 聞を書いている

を作り，学 ④ たことやオリジナ １ 方法の両方をえび に書いている。

習のまとめ ルえびせんべいを せんべい新聞に書

をする。 作る活動を通して いている。

学んだことをもと

に，自分のおやつ

の取り方を見直す

ことができる。

２ 授業と評価の実践

２－１ 指導と評価の一体化の実践

学習活動１ 一色のえびせんべい作りに挑戦する。

① ふるさと自慢の「えびせんべい」について確認する。

（１）指導・学習の過程

１学期には，総合学習「ふるさと発見」単元で，子どもたちは「一色の民話」のなかの

「一色のえびせんべい」を紙芝居にし，一色町では昔からえびせんべいが作られているこ

とやえびせんべいを考案した人の思いを学んだ。この学習を通して，子どもたちは，自分

たちもえびせんべいを焼いてみたいと思うようになった。そこで，２学期になってまず，

， 。 ，一色のえびせんべいのことを思い出すために その紙芝居の読み聞かせを行った その後

えびせんべいについて知っていることを発表し合った。

（２）評価結果

。えびせんべいについて知っていることを発表し合う様子を観察することにより評価した

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度① 一色のえびせんべいについて関心 １０人 ５人 １１人

をもち，歴史・材料・作り方・道

具など進んで調べようとする。

えびせんべいについての紙芝居の読み聞かせを３回行ってきたので，子どもたちはもっ

とたくさんのことを知っており，積極的に発言をすることを期待していた。Ａ評価の１０

人は，読み聞かせされた紙芝居からわかったことやえびせんべいを食べた経験から知って

いることを意欲的に発言することができたが，Ｃ評価の １人は，発言することができな1

かった。

（３）指導の改善と実施

そこで，Ｃ評価の子どもたちに個々に知っていることを聞いてみた。すると，どの子も

一色町のえびせんべいの歴史や材料など，友だちが授業中に発言していたことを答えるこ
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とができた。しかし，友だちの前で自信をもって発言できない状態であるので，今後，学

習を進めるなかで，調べたことを自信をもって発言できる子に育てていきたいと考えた。

そのためにまず，一人一人がえびせんべいについての課題をもち，その課題を解決するた

。 ， 。めの方法を見つけることが必要である そこで 次に一人調べの課題を決めることにした

学習活動１ ② 一人調べをするための課題を決める。

（１）指導・学習の過程

一色町のえびせんべいに興味・関心を示した子どもたちにえびせんべいについて知りた

いことややりたいことを聞いてみた 「えびせんべいはどうやって作るのだろう 「どん。 。」

な材料を使っているのだろう 「えびせんべい屋さんが教えてくれるかな 「どのえび。」 。」

せんべいが一番おいしいか，食べてみたいな 「えびせんべいを自分たちも作ってみた。」

いな 」などと，さまざまな知りたいことややってみたいことを見つけ，調べようとする。

意欲をもっていった。

（２）評価結果

えびせんべいについて調べたいことを学習カード１に書かせて評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断① えびせんべいについての知りたい １０人 １６人 ０

ことややりたいことのなかから追

究したい課題を決めることができ

る。

Ｂ評価の１６人は，授業の発表のときには調べたいことを発表していた子どもたちであ

る。知りたいことややりたいこと，工場で聞きたいことのどちらかは書けているので，今

後調べていくための課題を決めることができたと考えた。

（３）指導の改善と実施

子どもたちはどの子も調べたいことを１つ以上もっていたので，調べる方法に気付くこ

とで調べ学習を進めていくと考えた。そして，調べ学習を進めるにあたっての疑問や問題

点はそのつど教師が支援していくことにした。

学習活動１ ③ 一人調べをする方法を考える。

（１）指導・学習の過程

えびせんべいについての知りたいことややりたいことのなかから追究したい課題を決め

た後，各自１学期のしあわせ学習で調べた方法を思い出させることで，次にどこでどのよ

うに調べてくるかを考えさせることにした。
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（２）評価結果

調べる方法を学習カード２にまとめさせることで評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断① えびせんべいについての課題に迫 ９人 １７人 ０

るための追究方法を考えることが

できる。

１学期に一色町の民話を調べる学習で，調べる方法について学んでいるので，全員がＡ

評価，Ｂ評価であった。

（３）指導の改善と実施

， ， ，子どもたちは えびせんべいについて知りたいことを調べるために 店の人に聞いたり

インターネットで調べたりするとよいことに気付いた。なかには，家族がえびせんべい工

場を経営している子や工場で働いている子もいた。その子たちは，お父さんやお母さんに

聞いてくると意気込みを示した。

学習活動１ ④ 一人調べをする。

（１）指導・学習の過程

家の人に聞いてきた子は，家族から聞いてきたことを発表した。家族が工場を経営して

いる子は 父親から 材料は でんぷん えび 調味料 水であること アイロンとホッ， ，「 ， ， ， ， 。

トプレートで焼くとよいことと温度は１７０℃で，時間は１分くらいであること 」を聞。

いてきて紹介した。母親がえびせんべい工場で働いている子は，えびせんべいにかかわる

資料を用意し，手焼きの道具の使い方や機械で焼いている様子を紹介した。インターネッ

トで調べてきた子は，さらに分量やフライパンで挟んで焼けること，プレス（圧縮）して

焼くことを知った。他の子も家族に聞き取りをしてきた。しかし，えびせんべいの材料や

作り方となると，ふつうの家族にはわからないことであった。その上インターネットで資

料が準備できない子どもには，十分な調べ学習をさせることができなかった。そこで，え

びせんべい屋さんのＭさんの工場を見学し，質問に答えていただくことにした。工場で大

量のえびやかたくり粉などを練り合わせたものから，えびせんべいが次々と作られる様子

を初めて見た子どもたちは感嘆の声を上げた。

（２）評価結果

工場見学や聞き取り，本やインターネットで調べたことを学習カード３に書かせること

により評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断② 見学や聞き取り，本やインターネ １０人 １２人 ４人

ットなどを使って自分に必要な情

報を集めることができる。
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Ｃ評価の４人は，家庭で聞き取りをしてきたり，インターネットで資料を集めてきたり

して学んだことを書くことができなかったが，Ｍさんの工場見学で学んだことは学習カー

ドに書くことができた。

（３）指導の改善と実施

身近にえびせんべい屋さんがあるという利点を生かし，今後も学習のよりどころとして

Ｍさんの工場に行って疑問を解決させるようにしていきたいと考えた。

Ｍさんの工場見学ができたことは，子どもたちにえびせんべいをより身近なものに感じ

させることができた。そして，学習に入った当初から子どもたちが感じていたえびせんべ

いを自分の手で焼いてみたいという気持ちはよりいっそう強くなった。

学習活動１ ⑤ 工場見学をする。

（１）指導・学習の過程

子どものなかで，さらに詳しくえびせんべい工場でえびせんべいの作り方を学びたいと

いう気持ちが強くなった。そこで，２回目の工場見学を計画した。工場見学の後，これま

での調べの疑問を解決する時間がほしいという子どもの希望を叶え，Ｍさんにえびせんべ

。 ，いのねりの作り方やせんべいの焼き方などを詳しく教えていただくことにした Ｍさんは

子どもたち一人一人の質問にていねいに答え，できるだけわかりやすく説明をしてくだ

さった。そのおかげで，さらに詳しくえびせんべいを調べたいという気持ちをもつことが

できた。

（２）評価結果

２回目の工場見学の感想を学習カード４に書かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

知識・理解① えびせんべいの材料・栄養・焼き １５人 ９人 ２人

方などについて理解する。

Ｃ評価の２人は，えびせんべい工場の様子やえびせんべいの材料を学習カード４に書く

ことができたが，消してしまった。

（３）指導の改善と実施

なぜ消したのかと聞いたところ，本当にこのことを書くことでよかったのかと自信がな

かったと答えた。よく書けていたことを認め，自信をもつように励ました。もう１人は，

何を書いてよいのか全くわからなかったと答えた。みんながいっぱい質問したし，Ｍさん

もどんどん答えてくれたので，難しくなってしまったと答えた。

ことばによって表現することの苦手な子にとって，えびせんべいを焼くということをこ

とばで説明を受けていても，イメージしづらいのだということに気付いた。実際に焼いて

みると，ことばでは理解できない子にもわかっていくのではないかと考え，Ｍさんの工場

でえびせんべいを焼く体験をさせていただくことにした。
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学習活動１ ⑥ 工場で焼いてみる。

（１）指導・学習の過程

Ｍさんの工場でえびせんべいを焼

く日，子どもたちは，朝から何度も

「今日はＭさんで，えびせんべいを

焼くんだよね 」と確認していた。。

どの子も大変楽しみにしていた。ど

の子も身支度を調え，早速焼く準備

に取りかかった。大きなボールでね

りを作り始めた。歓声が上がった。

従業員にねりを分けてもらい，焼き

始めた。やけどをしないこと，ふざ

けないことを合いことばに何枚も焼

いた。機械の間から，急に１回ずつ

ねりが飛んでくるので，子どもたちは危険を感じ，焼くことに怯えることがあった。しか

し，大小さまざまなえびせんべいが次から次へと焼けていくおもしろさの虜となっていっ

た。ねりが無くなるまで，およそ１時間子どもたちは友だちと協力し合い，夢中になって

焼いた。

（２）評価結果

工場で焼いた後の感想を学習カード５に書かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度① 友だちと協力しながら，工夫して １７人 ７人 ２人

えびせんべいを焼こうとしてい

る。

Ｃ評価の１人は，工場見学のときの評価もＣ評価であった子である。一度焼いた感想を

書くことができたが，前回と同じように消してしまった。Ｃ評価のもう一人は，全く書け

てなかった 学習に入る前のアンケートではえびせんべいが嫌いだと答えていたＦ子も 少。 「

しだけえびせんべいが好きになってきた 」と書いた。。

（３）指導の改善と実施

感想を消してしまった１人に教師は，とてもよいことが書いてあることをほめ，消して

しまったことをもう一度書き直すことを進めた。すると 「Ｍさんの工場に行って来まし，

た。それで」とまで書いた。どのように書くとよいのか，わからないと答えた。消した内

容を見ても，記述にふさわしい内容が書けているので，今後も励ましていき，この子が自

信をもって記述できるように育てていきたい。

また，全く書くことができなかった子の焼いているときの様子を思い出してみると，進
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。 。 ，んで焼いていた 何を書いていいのかがわからないと言った 焼いたことは楽しかったし

また焼きたいとも答えた。そのことを書けばよいと言ってあげても，違うことを書くべき

だと言う。支援の難しさを痛感した。

ほとんどの子は，感想や意見を文章で書き表すことができる。しかし，それを得意とし

ていない子もいる。そこで，学んだことや調べたことを絵や図も使って伝える方法を取り

。 。 ， ，入れることにした 絵や図の好きな子は多い しかし これも不得意とする子もいるので

あくまでもまとめる手段の一つとして取り入れることにした。

学習活動１ ⑦ えびせんべいについて調べたことをまとめる。

（１）指導・学習の過程

工場で焼かせてもらった子どもたちは 「自分たちの力で焼いてみたい 「学校で焼い， 。」

てみたい。焼けるかな 」と言うようになった。学校で作るときの材料やその分量，ねり。

。 ， 。の作り方は教えてもらった しかし 問題は焼く道具であることに子どもたちは気付いた

すると，昨年度も３年生がえびせんべいを通して食の学習をしていたこと，そのときえび

せんべいをこてやフライパン，ホットプレートとフライパン，ホットプレートとアイロン

で押さえながら焼いていたことに気付いた子がいた。具体的な方法を兄弟や友だちに聞い

てくることで，道具についての問題を解決していった。そして，今まで調べてきたことを

絵や図に表すことで学校でえびせんべいが焼けるかどうかを考えるとよいことに気付か

せ，材料や分量，ねりの作り方，道具，焼く時間など，思いつくものを描かせることにし

た。子どもたちはまとめの用紙に色を付けながら楽しんでまとめた。

（２）評価結果

えびせんべいについて調べたことをまとめた用紙１に書かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現① えびせんべいについて調べたこと １０人 １６人 ０

を，表や図，絵を使ってまとめる

ことができる。

Ｂ評価の１６人は，学級のみんなで検討し合った道具のことが強く印象に残り，そのこ

とだけしか描けなかった３人も含まれる また 文章は書けるが 絵を描くとなるとかえっ。 ， ，

て躊躇してしまう子もいた。材料や分量，時間や道具などえびせんべいを自分の力で焼く

ためにその全体像をとらえ，まとめることのできたＡ評価の子は１０人であった。

（３）指導の改善と実施

そこで，再度，自分の力で焼くために必要なことをまとめの用紙にきちんと記述する時

間をとった。不足している情報に気付かせ，まとめの用紙に補足するように促した。友だ

ちの記述や工夫を見ながら，Ｂ評価の子どもたちもＡ評価に近づくように書き加えていっ

た。実際に道具を使ったことのない子から，具体物を見てみたいという希望が出た。そこ

で，教師はえびせんべい工場から手焼きの道具を借りて来た。そして，学校にある道具も



- 16 -

教室に持ち込んで，熱源は使わずに実演させた。

学習活動１ ⑧ 自分たちの力でえびせんべいが焼けるか考える。

（１）指導・学習の過程

道具の使い方を理解した子どもたちはすぐにでもえびせんべいを焼きたいと願った。し

かし，ここは，調べ学習のまとめの段階であるので，これまでの調べでほんとうに自分た

ちの力で焼けるかどうかを子どもたちに判断させる必要があると考えた。そこで，子ども

たちに，焼くことができるかを判断する時間を設けることにした。まず，各自焼けるか，

焼けないかの判断をし，それを書かせた。自分の判断をはっきりさせることで，理由の記

述もきちんと書けると考えたからである。

（２）評価結果

自分たちの力でえびせんべいを焼くことができるか判断を学習カード６に書かせること

により評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断① これまでに調べたことで自分たち ２３人 ２人 １人

の力でえびせんべいが焼けるかを

考えることができる。

Ｃ評価の子は，自分たちの力で焼けるかどうか全く書いていなかったので，どう考えて

いるかを直接教師が尋ねた。すると，焼いてみなければわからないという答えが返ってき

た １０名の子が焼ける １５名の子が焼けないと答えた 焼けると考えている子は Ｍ。 ， 。 ，「

さんから作り方をしっかり教えてもらった。学んだことを守れば焼ける。道具の使い方が

よくわかった 」という理由で焼けると考えた。。

（３）指導の改善と実施

教師の発問の悪さに気付かされた。焼けるかと可能性のように発問しているが，焼くた

めの情報は十分得ることができたか，次に焼く活動に入ってもよいかという意味で発問し

ていたのだが，この子にとっては，上手に焼けるかどうかは，やってみなければわからな

い，つまり焼いてみたいということであった。

その後，今の段階で，自分たちの力で焼けるか，焼けないかの話し合いを行った 「学。

校にはえびせんべい工場のような乾燥機が無く，乾燥の仕方がわかっていない 「塩の分。

量が曖昧である 「役割分担がしっかり決めていない 「工場では，焼けた時間を赤い。」 。」

ランプで知らせていたが，学校にはそれがない。何分焼くかがはっきりわかっていない。

Ｍさんに聞いた方がよい 」など疑問が出された。。

このままではえびせんべいを焼くことができないので，出された疑問点の解決方法を話

し合う時間を設けることにした。乾燥機の代わりに電子レンジで温めること，焼けたこと

を知らせるランプの代わりに時間を３分間計ること，塩味は，少し薄目の３０ｇにするこ

とに決まった。係分担も決まった。次の時間に焼くことになった。
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学習活動１ ⑨ 自分たちの力でえびせんべいを焼く。

（１）指導・学習の過程

まず，子どもたちはねりを作った。材料を計量し，順に混ぜ合わせていった。算数でま

だ「重さ」を学習していない３年生の子どもにとって計量も一つ一つていねいにやってい

く必要があった。どの係も自分の責任においてきちんと計量しようと努力していた。ねり

ができあがるまでに３０分を要した。

ねりができあがり，焼くことになった。こてやフライパンにはじめに油を塗って焼くこ

とすら知らない子ばかりであった。こてやフライパンに焦げ付いてしまい，できあがった

えびせんべいは， さんの工場で焼いたものとはほど遠い惨めな焼き具合となってしまっM

た。どうしたらよいのか困った子どもたちは，そこで初めて油を引くことの必要性を学ん

だ。

こてを使って焼く子たちは，きれいに焼けるので，たいへん満足げであった。ホットプ

レートとアイロンで焼く子たちは，うまく温度が上げることができなったために生焼けに

なってしまった。一生懸命押すのであるがねりがぱらぱらになり，えびせんべいの丸い形

にならない。なかなか焼けない。それが繰り返されてしまった。２枚のフライパンで挟ん

で焼く子たちは，コンロの火力が強いために，少し焼くだけでも焦げてしまった。火力を

調節することも３年生の子にとっては難しいことであった。１枚焼くごとにコンロの火を

止めてしまうので，調整できた火力を再度調整しなければならなくなる。子どもたちが理

想としているえびせんべいが焼けない。教師は，巡回し火力の調節に追われた。しかし，

子どもたちは，えびせんべいができていくことが楽しくて夢中で焼いていた。

（２）評価結果

子どもたちがえびせんべいを焼いている様子を観察することにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度② 今までの学習の成果を生かし，え ２２人 ３人 １人

びせんべいを焼くこうとする。

Ｃ評価の１人は，友だちの焼いているところを見ていることが多かった。みんなと一緒

に焼くことを進めると焼くが，しばらくするとまた友だちの焼くところを見ているという

状態が続いた。しかし，この子をよく観察してみると，焼いている子に寄り添い，自分の

気付いたことを伝えていた。積極的には焼かないが，この子なりにえびせんべいを焼く活

動に参加していることがわかった。

（３）指導の改善と実施

ねりが続く限り焼き切らせ，最後にえびせんべいの試食をさせた 「焦げてしまったが，。

自分たちの焼いたえびせんべいはおいしかった 「こてで焼いたらとてもうまく焼けた。。」

これなら，食のフェスティバルで家の人に喜んでもらえるえびせんべいが焼けそうだ 」。

という感想が出された。さらにおいしいえびせんべいを焼くためには，Ｍさんに聞き取り
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をしたり，家で練習したりするとよいことに気付いていった。そして，Ｍさんの工場にえ

びせんべいをうまく焼くこつを聞きに行った子どもたちは，一色南部小学校４年生もＭさ

んの工場へえびせんべいを調べに来ていることをＭさんから知らされた。

学習活動１ ⑩ 一色南部小学校の４年生と出会う。

（１）指導・学習の過程

自分たちと同じようにえびせんべいを調べている一色南部小学校４年生がどんなことを

調べているのか，子どもたちは関心をもった。そこで，両校の子どもたちが一緒にえびせ

んべいについて学ぶ場を設定することにした。

本校に来た一色南部小学校４年生は，一色町にあるえびせんべい工場の１９社を訪れた

のであるが，その中で，本学級の子どもたちに伝えたいえびせんべい工場を５つ選んで，

模造紙にまとめ，紹介した。また，えびせんべいの実物を準備し，試食させてくれた。子

どもたちは大喜びであった。そして，一色南部小学校４年生に今度は自分たちがおいしい

えびせんべいを食べさせてあげたいと考えるようになった。おいしいえびせんべいを用意

してくれたお礼として，一緒にえびせんべいを焼くことにした。南部小の子は焼くのは初

めてであったが，かなり上手に焼くことに驚くとともに感心していた。

（２）評価結果

一色南部小学校４年生の子のよいところと交流によって学んだことを学習カード７に書

かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度② 一色南部小学校の子と一緒にえび １８人 ８人 ０

せんべいについて学ぼうとする。

南部小学校の子の実物を出しての発表は，どの子も印象に残った。一緒に焼いたことも

心に焼き付いた。一色南部小学校の子のよさを見つけ，学習カードに記述することができ

たため，全員がＡ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

子どもたちは，南部小学校の子と出会ったことで，さらに詳しくえびせんべいのことを

調べたいと考えるようになり，今度は自分たちが南部小学校の子においしいえびせんべい

を焼いてあげることで満足してもらったり，えびせんべいについてきちんと調べ，よい発

表を聞かせたりしたいと考えるようになった。そこで，次回南部小に交流授業に行くとき

には，西部小３年１組特製オリジナルえべせんべいを考えさせ，それを模造紙にまとめさ

せ，南部小の子どもたちに発表させたいと考えた。さらにそのえびせんべいを事前に焼い

て，南部小の子への贈り物として用意させたいと考えた。

学習活動１ ⑪ えびせんべいの焼き方をふり返る。
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（１）指導・学習の過程

子どもたちは，一人調べやＭさんの工場での聞き取りを通して学んだことを使ってえび

せんべいを焼いた。また，南部小学校の子と一緒に焼く経験をした。焼いている途中でも

「うまく焼けない。どうしたらいいか 「これはうまく焼けた。おいしい 」などいろい。」 。

ろな感想を聞いたが，次の段階でさらによいえびせんべいを焼けるようになることと子ど

もたちのアイデアから生まれたオリジナルのえびせんべいを工夫させたいと考え，ふり返

りを書かせることにした。

（２）評価結果

えびせんべいを初めて焼いたふり返りを学習カード８に書かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

知識・理解① えびせんべいの材料・分量・作り １８人 ６人 ２人

方・道具の使い方などについて理

解する。

Ｃ評価の２人は，焦げてしまったことや形が悪かった事実を書くことはできたが，それ

をどのように改善していくと次によいせんべいが焼けるのかを書くことができなかった。

（３）指導の改善と支援

えびせんべいを上手に焼くための改善点や注意点が書けている子の意見を出し合わせる

。「 ， ， 。」ことにした 粉が多くなって えびせんべいが粉っぽかったので 分量をきちんと量る

「こてやフライパンには必ず油を塗ってから焼かなければいけない 「時間を計ると焦げ。」

なくていい 「生焼けがあったので，もっとしっかり焼く 「えびせんべいを焼いた後に。」 。」

のせるお皿がいる 「もっと調べる 「家で作ってみる 「隠し味も入れたい 」などの。」 。」 。」 。

意見が出た。自分たちの力で焼いてみたが失敗をしている子どもたちは，もっときちんと

えびせんべいの作り方を調べようと，Ｍさんに聞いたり，上級生に焼き方を聞いたりして

調べたいと考えるようになった。そして，もう一度きちんとえびせんべいの作り方を調べ

た後，えびせんべいを焼くことになった。

学習活動２ オリジナルえびせんべい作りに挑戦する。

① オリジナルえびせんべい作りの計画を立てる。

（１）指導・学習の過程

隠し味を入れたいという考えを出した子に影響され，次には，ねりの中に唐辛子や梅干

しなどを加えて焼きたいという意見が出た。去年の３年生も隠し味として入れていること

を知っている子どもたちは，自分たちもオリジナルのえびせんべいを焼きたいという気持

ちをもった。まだ，上手にえびせんべいを焼くことのできない子どもたちに早急かとも考

えたが，去年の子ができたことで，自分たちも必ず成功すると意気込みを示したので，オ

リジナルえびせんべいの計画を立てることにした。オリジナルを考えるとき，なかに入れ

る食品の栄養も考えさせたかったが，この段階では，自分たちの入れたいものを入れ，味
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わわせることにした。また，失敗を繰り返すことも懸念されたが，教師が入れる食品の分

量を支援することで解決できると考え，計画を立てさせた。

（２）評価結果

オリジナルえびせんべいの材料，分量，作り方，手順をまとめ用紙２に書かせることに

より評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断① オリジナルえびせんべいを作ると １９人 ６人 １人

きの材料と手順，作り方を考える

ことができる。

， ， ，Ｃ評価の子は ねりの材料と分量を書くことはできたが オリジナルの材料を書いたり

手順を書いたりすることはできなかった。

（３）指導の改善と実施

オリジナルの材料を確認するために，班で誰が何を準備するのかを話し合わせ，できる

だけ班でオリジナルの材料を準備させることにした。全員がなにがしかの食品を準備する

ことになった。また，手順を確認するために，火を使わずに，友だちの前で実演させり，

班に分かれて練習させたりした。

また，まとめのなかで，かたくり粉１００ｇに対して水の分量を４ｍｌと書いている子

が多かった。正確には２０ｍｌ必要である。Ｍさんの聞き取りとインターネットでの調べ

とがやえてしまっていた。このこともまとめの用紙に書かせることできちんとわかった。

Ｍさんの情報を再確認し，かたくり粉１００ｇにつき，水は２０ｍｌであることに気付か

せた。

学習活動２ ② オリジナルえびせんべいを焼く。

（１）指導・学習の過程

各自の計画に従ってオリジナルえびせんべいを焼いた。１回目に焼いたときは，教師が

計量を手伝ったが，今回は子どもたちの手で計量した。自分たちのえびせんべいの味や焼

き具合に責任をもつことができた。

（２）評価結果

オリジナルえびせんべいを焼く様子を観察することにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度② 各自の計画に合わせてオリジナル ２３人 ２人 １人

えびせんべいを焼こうとする。

Ｃ評価の子は，１回目に焼いたときにも，友だちの焼く様子を見ていた子どもである。

今回も教師は，ぜひ焼いてみるとよいことを話し，焼き方を子ども同士で教え合うように
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助言した。そのときにはやるのだが，すぐに友だちの焼く様子を眺める位置に移動してし

まう。

厳しい目で見てもＡ評価の２３人は，たいへん意欲的にえびせんべいを焼いていた。な

かには自分の順番がなかなか回ってこないということを理由にもめ事が起こってしまう班

まであった。

（３）指導の改善と実施

えびせんべいを焼きながら，試食をした。互いに自分たちの焼いたせんべいを他の班に

勧めながら味わった。１回目に焼いたときよりも格段に見栄えのよいえびせんべいを焼き

上げた。そこで，でき上がったえびせんべいの出来具合をふり返ることにした。

学習活動２ ③ オリジナルえびせんべいの出来具合をふり返る。

（１）指導・学習の過程

， ， ， ，オリジナルえびせんべいの試食をした後 オリジナルえびせんべいの作り方 味 食感

見た目などよかった点について 「じょうずに焼けたのでよかった 「いろいろなえびせ， 。」

んべいの中身を工夫していたね 「最初は，うまくいかなかったけど，練習していくう。」

ちにおいしくなったよ 「最初はしなしなで，こげていてまずかったけど，Ｍさんにいっ。」

て教えてもらったら，ぱりぱりでおいしくなったよ 」など班のなかで意見を出し合って。

いた。その後，友だちの意見を参考にさせて，さらによかった点や工夫すべき点のふり返

りを書かせることにした。

（２）評価結果

オリジナルえびせんべいを焼いてよかった点とさらに工夫したい点を学習カード９に書

かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断① オリジナルえびせんべいの味や焼 ２０人 ６人 ０

き具合をふり返り，さらに工夫し

たいことを考えることができる。

焼いているときには，友だちの様子を見ていた子も，ふり返りではさらに工夫したいこ

ととして味や隠し味について書くことができたので，全員がＡ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と支援

子どもたちは「さらに味を変えたい 「青じそやごまなどにおいのよいものを入れて。」

。」「 。」「 。」みたい 半生でふにゃふにゃのせんべいはやめたい ぱりぱりのせんべいにしたい

「辛すぎたところがあったので，もう少し分量に気をつけたい 「油を塗りすぎない 」。」 。

など改善点を出していった そして 南部小学校の子においしいえびせんべいを焼いていっ。 ，

てあげることを計画しようと考えた。
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学習活動２ ④ 一色南部小学校の４年生のためにオリジナルえびせんべいを焼く。

（１）指導・学習の過程

２回目は，１回目よりも見違えるほど焼く姿が様になってきた。道具を持つ手も自信に

あふれるようになった。一色南部小学校の４年生に自分たちのオリジナルえびせんべいを

， ， 。焼いて 食べさせてあげたいという思いから さらに味や作り方を工夫することになった

各班で，ねりに入れる食品を考え，準備を整え，オリジナルえびせんべいを焼いた。子ど

もたちは，一色南部小学校の４年生に何とかしておいしいと言ってもらえるオリジナルえ

びせんべいを焼こうとした。２回目の失敗も改善され，市販のえびせんべいと比べても見

劣りのしないえびせんべいが焼けるようになった。

（２）評価結果

一色南部小学校の４年生のためにオリジナルえびせんべいを焼く様子を観察することに

より評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

関心・意欲・態度② 各自の計画に合わせて一色南部小 ２３人 ３人 ０

学校の４年生のためにオリジナル

えびせんべいを焼こうとする。

一色南部小学校の４年生のためにオリジナルえびせんべいを焼いてあげたいという気持

ちが表れ，焼く意欲を示し，全員がＡ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

子どもたちは，南部小学校の子と一緒にえびせんべいを焼く機会をもちたいと考えるよ

うになった。贈り物としてオリジナルえびせんべいを持って行き，さらに一緒に焼くこと

で，自分たちのえびせんべいの工夫をしっかり伝えたいと考えた。そこで，３回目の交流

会を計画した。

学習活動２ ⑤ 一色南部小学校の４年生と交流する。

（１）指導・学習の過程

子どもたちは，自分たちの力で焼いたオリジナルえびせんべいとそのえびせんべいの材

料や分量，作り方を書いた模造紙を持って南部小学校に行き，発表をし，えびせんべいを

試食してもらった。南部小の子どもたちは，どの子もおいしそうに食べていた。いろいろ

な食材を入れ，思いもよらない味に味付けられたえびせんべいを食べ，どのように作った

のかにたいへん興味・関心をもった。何が入っているかやどのように作ったかを説明する

姿が多く見られた。一方，南部小の子は自分たちの作ったねりで一分でも早くえびせんべ

いを焼きたがっていたので，焼くことにした。西部小と南部小の焼き競争となった。次に

は，互いにベイフェスティバルで発表・実演・えびせんべいの配布を行う計画になってい
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る。そこで発表・実演・えびせんべいの配布を競い合うことになる。そこで，互いの焼き

， ， 。方のよさや直した方がよいところを見つけ合い 画用紙にまとめ 発表し合うことにした

焼き方の共通点とねりの違い，互いにぱりぱりの食感のおいしいえびせんべいを求めてい

ることなどに気付くことができた。共通点と相違点を学び合うことができた。

（２）評価結果

一色南部小学校の４年生に自分たちのオリジナルえびせんべいについて伝えたことの

ふり返りを学習カード１０に書くことにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現② 一色南部小学校の４年生に自分た １３人 ９人 ４人

ちの力で焼いたえびせんべいを紹

， 。介し 工夫を伝えることができる

Ｃ評価の４人のうち，１人は自分たちがカレー味のえびせんべいを焼き，相手が醤油味

のえびせんべいを焼いたことのみを書いた。他の３人も南部小の子がどのように焼いてい

たかを書くことができたが，相手に何を伝えたかを書くことができなかった。

（３）指導の改善と実施

自分の入れたいものを好きなだけ入れるという，きちんとした根拠のないオリジナルえ

びせんべいを焼いているので，伝えることの内容のよさに自信がもてないのではないかと

考えた。そこで，オリジナルえびせんべいの中に入れるものの栄養面に目を向けさせ，そ

のえびせんべいを食べることで人間の体の中にどのような影響があるのかを調べさせるこ

とにした。

学習活動２ ⑥ オリジナルえびせんべい作りの計画を練り直す。

（１）指導・学習の過程

どのように調べるかを子どもに尋ねたところ，インターネットで調べたいという希望を

強くもったので，早速コンピューター室に行き，調べた。カルシウム，タンパク質，ビタ

。 ， 。ミン類は多くの子がことばだけは知っていた 次から次へと検索し 資料を出していった

読めない文字やわかりにくい意味は，教師が支援し，保護者にも協力していただいた。

子どもたちが見つけた資料には，その栄養が体に入ったときの効果と不足したときの疾

， 。 ， ，病 その栄養を多く含む食品名が書かれていた 子どもたちは その食品名を参考にして

次にどの食品を自分たちのオリジナルえびせんべいに入れていくかを考えるようになっ

た。そこで，栄養について学んだことと味や食感を考えに入れたオリジナルえびせんべい

， 。 「 」を工夫し まとめ用紙に書くことにした さらに次の発表の みかわベイフェスティバル

に来る人がどんな人たちであるかも確認した。おじいさんおばあさん（お年寄り ，お父）

さんやお母さん（働き盛りの人 ，お兄さんお姉さん（中高生 ，そして弟や妹（保育園） ）

児 ，それらの人たちの合った栄養のあるオリジナルえびせんべいを考えることにした。）
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（２）評価結果

各自考える対象にあったオリジナルえびせんべいをまとめ用紙に書くことにより評価し

た。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

知識・理解② オリジナルえびせんべいの材料に １３人 １２人 １人

含まれる栄養が体に与える影響に

ついて理解する。

Ｃ評価の子は，栄養を考えに入れてえびせんべいを考えるのは難しく，何をどう書いた

らいいのか考えあぐねていた。Ａ評価の子のほとんどが，それぞれの年齢層すべてのえび

せんべいを工夫していた。

（３）指導の改善と実施

Ｃ評価の子は，保育園の子たちのために栄養のあるえびせんべいを考えていたので，自

分の弟の体がどうなってほしいかを考えさせ，その後，資料を示しながら入れる食品を考

えさせた。また，お年寄りは歯が弱ってくる人が多いので，カルシウムを多く含む食品の

えびの皮をそのまま細かく砕いて入れるとか，目が見えにくくなっている人もいるので，

ビタミンＡを多く含むほうれん草やしその葉を入れたりするなど工夫をした。

そして，それぞれの家族で，誰の健康を考えたいかによって班決めをし，班ごとに対象

者に合ったオリジナルえびせんべいを１つにしぼり，焼いていくことにした。どこがどの

ようにオリジナルであるかをはっきりさせるために，オリジナルえびせんべいの材料と分

量，栄養，おすすめポイントを模造紙にまとめさせた。

学習活動３ 一般の人たちを対象にしたベイフェスティバルで調べたことを発表する。

① オリジナルえびせんべいを多くの人に知ってもらう方法を考える。

（１）指導・学習の過程

「みかわベイフェスティバル」で，今まで学んできたことを発表するとき，どんな方法

で発表していくとよいか，その理由は何か，その方法はより多くの人に自分たちの学びを

伝えることができるかなどを話し合わせた。子どもたちは，役割分担を決める形で，方法

を出していった。発表係は，栄養について調べてきたことをお客さんに教えてあげたいの

で，紙芝居を作って発表する。焼き係は，えびせんべいが家庭でも手軽に焼けることを伝

えたいので，お客さんの前で焼く。配布係は，当日十分焼けないので，事前にオリジナル

えびせんべいを焼いておき お客さんに食べてもらって 自分たちのせんべいのよさを知っ， ，

てもらうことと喜んでもらうために配布する。それぞれの班が工夫したオリジナルえびせ

んべいは，レシピ集にして会場に来てくれた人に渡すなど，全員が一役を担って発表して

いくことになった。

（２）評価結果
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「みかわベイフェスティバル」に来る人のためにどんな方法で伝えるとよいか，その理

由も学習カード１１に書かせることで評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断③ 自分たちの調べたことや活動を多 ２３人 ３人 ０

くの人に伝えるために，なぜその

方法で伝えるとよいか理由も一緒

に考えることができる。

全員が，自分の分担した仕事をもち，その仕事の意味や価値に気付いていたので，Ａ評

価かＢ評価であった。Ａ評価の子のなかには，５つ以上の方法とその方法が発表にふさわ

しい理由を書いている子もいた。

（３）指導の改善と実施

自分の役割ばかりでなく 他の役割も大切であることに気付いている子がいることで み， ，「

かわベイフェスティバル」の発表では，互いに助け合いながら発表ができていくのではな

いかと思った 「みかわベイフェスティバル」の発表の方法が決まったので，次に具体的。

な準備や発表の順番などを決めていくことになった。

学習活動３ ② ベイフェスティバルの計画を立てる。

（１）指導・学習の過程

話し合いの結果，発表の順番を①紙芝居②各班のえびせんべいの発表③焼く実演④えび

せんべいの配布とアンケート，レシピ集の配布に決めた。栄養のことをお客さんに知らせ

てから，各班の栄養を考えたオリジナルえびせんべいを知らせ，最後にどのように焼くと

よいか実演をまじえて解説するという順番である。

発表に伴って準備するものを考えた。実演の道具，模造紙のまとめ，紙芝居作り，レシ

， ， 。ピ集作り アンケートの項目を考えるなど どの子も手落ちの無いように気を配っていた

疑問に思ったことは教師に尋ねてくるので，他の子どもたちにも意見を聞くように促しな

がら，教師支援をしていった。

（２）評価結果

「みかわベイフェスティバル」で自分たちの調べたことや活動を多くの人に伝える準備

や発表の仕方を学習カード１２に書かせることにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断③ 自分たちの調べたことや活動を多 ２２人 ４人 ０

くの人に伝える準備や発表の仕方

を考えることができる。

どの子も「みかわベイフェスティバル」には多くの人が訪れ，自分たちの発表を聞いて

くれることを意識して，準備や発表の仕方を書いていたので，Ａ評価かＢ評価であった。
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（３）指導の改善と実施

発表の仕方を決めた後，早速練習を始めた。効果的に練習を進めさせたいと考えた。そ

こで 「みかわベイフェスティバル」に来てくれた人にきちんと調べたことを伝えるため，

に注意することを確認した。大きな声で発表する。ゆっくりと話す。上手に間違えないよ

うに読む。レシピ集やえびせんべいを多くの人にもらってもらうために挨拶をしてからあ

。 。げる 家でもさらに練習をして来てくれた人にわかりやすく伝えるなどの考えが出された

学習活動３ ③ ベイフェスティバルの準備をする。

（１）指導・学習の過程

各自発表の分担の練習をした。その後，学級全体で通し練習をした。

また 「みかわベイフェスティバル」で配布するえびせんべいをＭさんのご協力を得て，

Ｍさんの工場で焼かせていただくことにした。そのおかげで延べ１０００枚以上のせんべ

いを約２時間で準備することができた。手際よく焼き，１枚ずつ袋詰めをする子どもの姿

を見て，Ｍさんがほめてくださった。そのことがさらに子どもたちにやる気を奮い起こさ

せた。もっと読む練習をしたいので時間がほしいと言ってきたり，紙芝居や模造紙の書き

直しをしたいと言ってきたりして，自分たちで発表していくという気持ちを強くさせた。

（２）評価結果

「みかわベイフェスティバル」を成功させるために参加してくれた人に配布するえびせ

んべいや発表資料，道具などを準備する様子を観察することにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現① ベイフェスティバルを成功させる １９人 ７人 ０

ために参加してくれた一般の人に

配布するえびせんべいや実演する

ための発表資料や道具などを準備

することができる 。。

どの子も「みかわベイフェスティバル」には多くの人が訪れ，自分たちの発表を聞いて

くれることを意識して準備をしていたので，Ａ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

「みかわベイフェスティバル」の当日が近づくにつれ，ますます練習に身が入るととも

に，つい遊び心の出てしまう友だちを注意するようになった。自分たちの発表という意識

が強くなったからだと考えられる。子ども同士声をかけ合って練習することができた。

学習活動３ ④ ベイフェスティバルでオリジナルえびせんべいについて発表する。
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（１）指導・学習の過程

「みかわベイフェスティバル」の当日は，あいにくの雨であったが，全員参加し，発表

。 ，することができた 配布の係は発表のテントから 外に出て配らなければならなかったが

配りやすくするために傘もささずに配るという意欲を見せた。会場に来ていた保護者や一

般の人たちが，その熱意に傘をさしかけてくださった 「よく頑張っているね 「声が大。 。」

きいからよくわかったよ 「これからも頑張ってね 」という励ましから，自分たちの進。」 。

めてきた準備や発表に満足することができた。また，南部小学校の４年生の発表を熱心に

聞き，アンケートに答えていた。

（２）評価結果

「みかわベイフェスティバル」に来ていた人たちに自分の発表した内容と，発表でよか

った点と改善点を学習カード１３に書くことにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現② えびせんべいについて調べたこと ２４人 ２人 ０

のなかで聞き手に伝えたいことを

相手に伝えることができる。

どの子も「みかわベイフェスティバル」に来た人に対して，自分たちの発表を意識し，

， 。聞いてもらってよかったと満足してふり返りを書いていたので Ａ評価かＢ評価であった

なかには，南部小学校の４年生の発表と比較し，次の食のフェスティバルで直していくこ

とを書いていた子もいた。

（３）指導の改善と実施

発表は大きな声で間違えずにでき，お客さんによかったと言われたので，子どもたちは

かなり満足したふり返りを書いた。しかし，改善点として，えびせんべいの袋に名前を書

けば「あれは，あのせんべいだな 」とすぐにわかったかもしれない。南部小の子は袋に。

名前が書いてあったので，どういうせんべいかすぐにわかった。もう少しレシピ係が景気

よく行くと早く終わっていたかもしれない お客さんに聞きづらいので もっと読むスピー。 ，

ドを遅くするといい。食べてもらってない人に聞いてもお客さんが答えに困ってしまうか

ら，アンケート係が，オリジナルえびせんべいを食べている人に直接聞いた方がいい。南

部小の子は発表を見に来た人に手焼きの道具をやらせてあげていたから，南部小の子の発

表はよかったなど，自分たちの発表をふり返って直すところばかりでなく，南部小の発表

を見て，自分たちの発表を改善していこうとする動きがみられた。そこで，次の発表に向

けて南部小の子とともに学び合う機会をもっていくことにした。

学習活動３ ⑤ ベイフェスティバルのふり返りをする。

（１）指導・学習の過程

そこで，南部小の担任の先生と相談をし，南部小と西部小のベイフェスティバルでのそ

れぞれの発表の良さと改善点を出し合う授業を設定した。南部小からは，栄養のことがよ
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く調べてあること，発表の声が大きかったこと，おいしいえびせんべいをたくさん配って

。 ， ，いたことなどをよい点として評価してもらった 改善点として 声の小さい子がいたこと

レシピ集の数が少なく，南部小の子でもらった子が限られてしまったことなどがあげられ

た。また，南部小の子には，模造紙にしっかりと調べて記入されていること，大きな声で

発表できていたことを発言することができた。

次に南部小で学習する機会に南部小と西部小で一緒に学びたいことは何かを話し合っ

た それまでに十分調べていない内容について互いによく調べておき 教え合うことになっ。 ，

た。その後，おいしくて栄養のあるえびせんべいを工夫し，南部と西部で一緒に焼き合う

ことに決まった。南部小の子から調べるように依頼されたことは，栄養についてさらに詳

しく調べておいてほしいということであった 学校に帰った子どもたちは 早速コンピュー。 ，

タ室にいって調べたり，本や資料で調べたりした。調べたことを画用紙にまとめ，南部小

の子にわかりやすく伝えようと工夫した。

南部小で，栄養についてまとめたことを発表し，質問に答えた。その後それぞれの学級

のそれそれの班が工夫したオリジナルえびせんべいの焼き比べをした。本学級の子どもた

ちは，お年寄り，父母，中高生，そして保育園児とそれぞれの年齢や生活条件に合ったえ

びせんべいを工夫した。それを模造紙にまとめ，発表した。これまで学んできたえびせん

べいの焼き方のすべてを出し切って焼き，南部小の子に味わってもらった。材料を入れす

ぎていること，分量をきちんと量ることが大切なことなどが指摘された。

（２）評価結果

食のフェスティバルで発表するえびせんべいはこれだということとその理由を学習カー

ド１４に書くことにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断② 南部小４年生との交流をもとに， １３人 ５人 ８人

食のフェスティバルで発表するえ

びせんべいを対象に合わせて考え

ることができる。

Ｃ評価の８人は，食のフェスティバルで発表するえびせんべいを考えることはできたが

その理由が書けなかった子が２人，南部小の子と一緒にえびせんべいを焼けたことの感想

や南部小の子のえびせんべいのよさを書いていた子が５人，全く書けなかった子が１人で

あった。

（３）指導の改善と実施

えびせんべいに入れる食材を考えついた子には，入れる理由を聞いた。栄養が入ってい

る食品であることを答えることができた。また，感想を書いていた子や全く書けなかった

子にも食のフェスティバルで発表するえびせんべいをどう考えているかを聞いた。それぞ

れの年齢にあったと判断できる食品をえびせんべいに入れるように考えていた。食のフェ

スティバルでどんなえびせんべいを出すことにしたかを全員が考えることができたと判断

した。また，西部小の子は，栄養を考え，おすすめポイントを押さえていることを交流の
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授業の中で南部小の子に認められたので，食のフェスティバルで発表する内容に自信をも

つことができた。そこで，次に食のフェスティバルの計画を立てることにした。

学習活動４ 家族や地域の人を対象にした食のフェスティバルを成功させる。

① 食のフェスティバルの計画を立てる。

（１）指導・学習の過程

食のフェスティバルの計画は，みかわベイフェスティバルの反省を生かして進めた。配

， ，るえびせんべいの袋に名前とおすすめポイントを書いた紙をつけること アンケート係が

オリジナルえびせんべいを食べている人に直接意見を聞くこと，発表資料や紙芝居を読む

スピードをゆっくりにすること，発表を見に来た人に手焼きの道具をやらせてあげる，発

表を見に来た人に手焼きの道具をやらせてあげるなどを配慮して計画した。紙芝居もみか

わベイフェスティバルのものを見直し，新たに作ることにした。さらに，係を前半後半で

決めた。食のフェスティバルは教室で行うので，机の配置と係の配置を考えた。

（２）評価結果

食のフェスティバルで発表する方法とその理由を学習カード１５に書くことにより評価

した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断③ 一色南部小の子の意見を参考にし １９人 ７人 ０

て，食のフェスティバルで発表す

る方法を考えることができる。

どの子も「食のフェスティバル」には多くの人が訪れ，自分たちの発表を聞いてくれる

ことを意識して，準備や発表の仕方を書いていたので，Ａ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

Ｂ評価の子どもたちも理由は書けなかったが，準備する物や発表の方法など書くことが

できた。どの子も自分の仕事をよく把握したと考え，準備を始めることにした。発表の準

備として，模造紙への書き込みと実物の提示，声出しをさせたいと考えた。また，発表を

スムーズに進行させるために，司会者の準備を十分させたいと考えた。さらに，実演をス

ムーズに行わせるためには，実物の道具を使っての練習と解説を加えることにした。

学習活動４ ②食のフェスティバルの準備をする。

（１）指導・学習の過程

各班に分かれて発表の練習した。声を大きくすることに注意し，実演を入れて練習をし

。 。 ，た 実物を用意して発表内容がよりわかりやすくお客さんに伝われように工夫した また

みかわベイフェスティバルのときと同様，Ｍさんの工場で当日配布するえびせんべいを焼

かせていただいた。みかわベイフェスティバルのとき以上に手際よく作業する姿を見て，
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Ｍさんはほめてくださった。子どもたちもさらに自信をもつことができた。

（２）評価結果

発表する資料を準備し，練習する様子や参加してくれた人に配布するえびせんべい，実

演する道具などを準備する様子を観察することにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現① 食のフェスティバルを成功させる ２２人 ４人 ０

ために発表する資料や参加してく

れた人に配布するえびせんべい，

実演する道具などを準備すること

ができる。

どの子も「食のフェスティバル」には多くの人が訪れ，自分たちの発表を聞いてくれる

ことを意識して，準備や発表の練習をしていたので，Ａ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

友だち同士で声を掛け合って練習したり，自分の仕事が済むと友だちを助けて準備する

姿が多くみられた。自分たちの計画した準備以上に不足したところに気付く子が少なかっ

た。そこで，教師が支援の言葉をかけた。すると，意欲的に準備を進めた。教室の飾り付

けで必要な物を考えていたとき，テーブルクロスをＭ子や教室の出入り口に看板を作ろう

と考えたＡ子などがいた。机の配置にもこだわりをみせたＨ男やお客さんの呼び込みをし

た方がみんなに来てもらえると考えたＹ男もいた。子どもたちの食のフェスティバルの成

功を強く願う気持ちが教師に伝わってきた。子どもたちは，食のフェスティバルの日を心

待ちにしていた。

学習活動４ ③食のフェスティバルでオリジナルえびせんべいについて発表する。
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（１）指導・学習の過程

食のフェスティバルの当日，早

々と準備をすませ，率先して練習

をする姿が見られた。登校すると

すぐに自分の仕事の場所へ行き，

不備がないかを確かめる姿も見ら

れた。しかし，前半と後半に分か

れたために，後半の子で準備の状

態を確かめる子はほとんどいな

かったのは残念である。

フェスティバル開始の合図か

ら，司会者から堂々と始めた。ど

の子も生き生きと発表した。実演

になってからもお客さんの質問に

きちんと答えていた。えびせんべいの試食品を早々と持ってしまったためにお客さんが殺

到してしまったという事態が起こった。初めての経験に驚いていた。２回目は，注意深く

配布するようになった。失敗によって学ぶことができた。後半の子どもたちが前半へ，前

半の子が後半へ自分の学級の様子を見に行くという温かい行動があった。学級内で互いに

励まし合う姿が見られた。また，南部小学校の子も参加し，試食して満足してくれた。ア

ンケート係は，直接お客さんのところへ行き，に答えてもらっていた。保護者や地域の人

から「みかわベイフェスティバルよりもよくなった 「焼きたてのおいしいえびせんべ。」

いを初めて食べた。おいしかった。もう一度食べたい 「実際焼いているところを見て。」

やりたくなりました。始めてみました 」などと言う声を多く聞き，子どもたちもたいへ。

ん満足することができた。

（２）評価結果

食のフェスティバルの後，ふり返りを学習カード１６に書くことで評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

技能・表現② えびせんべいについて調べたこと ２３人 ３人 ０

のなかで聞き手に伝えたいことを

相手に伝えることができる。

どの子も「食のフェスティバル」で意欲的に発表ができ，自分の発表したことと自分の

発表で良かった点か改善点を書くことができたので，Ａ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

全員が自分の係の仕事をふり返り，よかった点を書くこととできた。さらに次の機会に

はどうするか，改善点も書くことができていた。しかし，内容面の記述は少なかった。そ

こで，自分たちはこの学習を通して，何を学び，何を地域の人たちに伝えたかったかをふ

り返り，今後の自分たちの食生活でどのようにこの学習を生かしていくかを考えさせるこ
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とにした。

学習活動４ ④食のフェスティバルのふり返りをする。

（１）指導・学習の過程

子どもたちは，この学習で１番に学んだこととして，いろいろな材料を入れて，オリジ

ナルえびせんべいを作ったことをあげた。次にそれを作るための道具というように体験し

たことをまずあげた 「なぜいろいろな材料を入れたえびせんべいを考えたのか 」と切。 。

り返したところ 「材料の中にたくさんの栄養が入っているから 」と答えることができ， 。

た。体験学習は，子どもの心に残り，多くのことを学ぶことができる。しかし，それだけ

に終わってしまうと学ぶべき事柄がはっきり認識されないで終わってしまうことがわかっ

た。体験の後，ふり返りをきちんと行い，ふり返りの中で認識されていない事柄は，教師

が押さえることで，知恵として子どもたちの生活に生きて働くと思った。そこで，子ども

たちの生活の中で欠かすことができない「おやつ」を食べるときにこの学習で学んだこと

をどう生かすかを考えさせることにした。子どもたちの好きなチョコレートやクッキーに

他の食品を加えることことで，１つの食品ではとれない栄養がとれることを理解していっ

た。

（２）評価結果

おやつのとり方で改善したいこととその理由を学習カード１７に書くことで評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断③ 一色南部小の子の意見を参考にし １９人 ４人 ３人

て，食のフェスティバルで発表す

る方法を考えることができる。

Ｃ評価の３人はおやつのとり方でおいしく食べる工夫や自分の好みを書いており，改善

点を書くことはできなかった。Ｂ評価の４人は体のことを考えておやつを考えている様子

はうかがえるが，理由をはっきりと書くことができなかった。

（３）指導の改善と実施

Ｃ評価のとＢ評価の子どもが合わせて７人もいたことを考え，学習のまとめを行う必要

性を強く感じた。子どもたちが意欲的にまとめをし，さらにこの単元を通して学んだこと

の中でポイントとなる「調べる活動 「オリジナルえびせんべいを作る活動 「家庭や地」 」

域への発信」の３つの観点を網羅したまとめをさせたいと考えた。そこで，子どもたちに

どのようにまとめをしていくとよいかを考えさせることにした。

学習活動５ えびせんべい新聞を作り，学習のまとめをする。

（１）指導・学習の過程

これまでもよく取り入れてきた模造紙のまとめや画用紙にまとめる方法も提案された
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が，それでは校内にいる人だけが見ることになる。多くの人に自分たちの学びを伝えたい

と考えた子が，えびせんべい新聞作りを提案した。新聞の中に入れたい内容を考えさせ，

どんな記述ができるか把握させ，制作に取りかかった。

（２）評価結果

えびせんべい新聞を制作することにより評価した。

評価の観点 学習活動における 評 価 基 準

具体的な評価規準 (３) (２) (１)A B C

思考・判断④ えびせんべいについて調べてわ １８人 ８人 ０

かったことやオリジナルせんべい

を作る活動を通して学んだことを

もとに，自分のおやつの取り方を

見直すことができる。

どの子もえびせんべいについて学んだことを思い出しながら，意欲的に新聞を作ったの

で，Ａ評価かＢ評価であった。

（３）指導の改善と実施

， ， 。子どもたちは ところどころに写真やカットを入れながら 思い思いの新聞を仕上げた

「えびせんべいの作り方 「栄養 「フェスティバル 「Ｍさんの工場見学 「これからの」 」 」 」

食生活について」など盛りだくさんの内容を整理しながらまとめていった。なかには「え

びせんべいの作り方」にこだわった子や「フェスティバルの感想」だけになってしまった

子もいた。しかし，どの子も何を書いたらよいのかとまどうこともなく仕上げることがで

き，満足できた。

２－２ 自己学習力の向上に向けた評価の工夫

（１）第１レベルの工夫

１学期には 総合学習 ふるさと発見 単元で 子どもたちは 一色の民話のなかの 一， 「 」 ， 「 「

色のえびせんべい」を紙芝居にし，一色町では昔からえびせんべいが作られていることや

えびせんべいを考案した人の思いを学んだ。２学期になってまず，一色のえびせんべいの

ことを思い出すために，その紙芝居の読み聞かせを行った。その後，えびせんべいについ

て知っていることを出し合うことにした （学習活動１－①）そして，後で友だちから教。

えてもらったことも含め，えびせんべいについて知っていることを学習カードにまとめ，

どれほどよく学ぶことができたかを自己評価（関心・意欲・態度）することも伝えた。学

習のめあてと評価基準を子どもたちと一緒に決めた。次の表がその学習のめあてと評価基

準である。

学習のめあて 子どもたちと考えた評価基準

えびせんべいについて友だ ３ ５個以上学習カードに書くことができる。

。ちの発表からたくさん知ろう ２ ３個から４個学習カードに書くことができる

。１ １個から２個学習カードに書くことができる
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学ぶことのできたことの内容面も重要であると思ったが，本単元では初めて考える学習

のめあてと評価基準であったこと，３年生の子には，数で示した方がわかりやすいこと，

今後の学習で友だちの意見をよく聞くという態度を身につけさせたいと考えたので，多く

書くことができたときをよりよい評価とすることにした。どの子も友だちの発表をしっか

り聞こうとした。えびせんべいの歴史や材料，道具や作り方などについて発表された。子

どもたちは学習カードに記述された様子を見ながら，次のように評価した。

３ ５個以上学習カードに書くことができる。 ・・・ １３人

２ ３個から４個学習カードに書くことができる。 ・・・ ８人

１ １個から２個学習カードに書くことができる。 ・・・ ５人

本時の授業での達成率は８１％でほぼ達成できたと考える 「３」の評価を付けた子の。

なかには１０個以上の内容を書いた子もいた 「１」の評価の子のなかには一つも書くこ。

とのできなかった子も２人いる。この２人の子には，朱書きとともに励ましの声をかけ，

次には２や３の評価になろうとする意欲をもたせるようにした。知っていることをまとめ

ることで，逆に知らないことの多いことに気付いた。もっとえびせんべいのことをよく知

りたい，しっかり調べたいという意欲につながった。

（２）第２レベルの工夫

えびせんべいについて１人調べをし，南部小の子との交流学習をしながら，一色町産業

課主催のみかわベイフェスティバルにも参加した。そのふり返りをふまえて本校で行われ

る「食のフェスティバル」で出品するえびせんべいを班で何にするかということを決める

場面（学習活動３－⑤）で子どもたちは自己評価基準を自分たちで次のように決めた。

Ａ児の場合

学習のめあて 子どもたちの考えた評価基準の例

食のフェスティバルのえび ３ うまく話し合いでえびせんべいを決めて，Ｂ

せんべいを決める 紙のまとめに取りかかる。

２ えびせんべいを決める。

１ えびせんべいを決めることができない。

Ａ児は 「３」に○をつけた。その理由として 「えびせんべいを渡す中学生のことを， ，

考えたえびせんべいを決めることができ，Ｂ紙のまとめに取りかかることができたから」

と評価した。

Ｂ児の場合

学習のめあて 子どもたちの考えた評価基準の例

食のフェスティバルのえび ３ うまくＢ紙のまとめができた。

せんべいを決める ２ Ｂ紙にまとめることができた。

１ Ｂ紙にまとめることができなかった。

Ｂ児は，やはり「３」に○をつけた。その理由として 「てきぱきとＢ紙に書くことを，

決めて，友だちとうまく書くことができたから」と評価した。

Ｃ児の場合
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学習のめあて 子どもたちの考えた評価基準の例

食のフェスティバルのえび ３ 下書きができている。

せんべいを決める ２ 下書きが少しできている。

１ 下書きがぜんぜんできていない。

Ｃ児は 「２」に○をつけた。その理由として「えびせんべいを決めるのに時間がかか，

り，Ｂ紙の下書きが少ししか書けなかったから」と評価した。

それぞれ個人に応じて評価基準は異なるが，学級全体で「３」と評価したのは１３人，

「２」と評価したのは１２人 「１」と評価したのは１人であった。達成率は９６％で，，

目標はほぼ達成されていると言える。

「食のフェスティバルのえびせんべいを決める」という具体的なめあてだったことと子

どもたちの楽しみにしている「食のフェスティバル」に出品するえびせんべいを決めるこ

とが学習内容であったために評価基準も決めやすかったために，比較的早く話し合いが進

み，Ｂ紙へのまとめに早く取り組むことができていた。

子どもたちは，その授業のなかで自分のできる範囲をよく見極め，評価基準を自分の力

で無理のないところで決めることができていた。それぞれが自分の可能性を見つめ，それ

に向かって努力することは子どもたちの成長にとって必要な学習であると考える。今後も

自己評価を取り入れていきたい。

２－３ 外部のへの説明責任に向けた評価の工夫

（１）単元の総括的評価結果

本単元における観点別の総括的評価は 「関心・意欲・態度」については学習活動１－，

⑥，⑩，学習活動２－②，④の評価結果の総和で 「思考・判断」については学習活動１，

， ， ， ， ， ， ，－② ⑧ 学習活動２－３ 学習活動３－① ⑤ 学習活動４－① 学習活動５の総和で

「技能・表現」については学習活動１－⑦，学習活動２－⑤，学習活動３－④，学習活動

４－②の総和で 「知識・理解」については学習活動１－⑤，⑪，学習活動２－⑥，学習，

活動４－④の総和で，それぞれ行うことにした。

①関心・意欲・態度

単元における個人ごとの総括的評価結果を基にみると，Ａは２４人，Ｂは１人，Ｃは１

人であった。Ｂ以上は合計２５人となる。このため，クラス全体としては９６％以上が目

標を達成したと考えられる。したがって，単元を通して，関心・意欲・態度は目標を達成

したと判断できる。

②思考・判断

単元における個人ごとの総括的評価結果を基にみると，Ａは２０人，Ｂは６人，Ｃは０

人であった。Ｂ以上は合計２６人となる。このため，クラス全体としては１００％以上が

目標を達成したと考えられる。したがって，単元を通して，思考・判断は目標を達成した

と判断できる。
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③技能・表現

単元における個人ごとの総括的評価結果を基にみると，Ａは２０人，Ｂは６人，Ｃは０

人であった。Ｂ以上は合計２６人となる。このため，クラス全体としては１００％以上が

目標を達成したと考えられる。したがって，単元を通して，技能・表現は目標を達成した

と判断できる。

④知識・理解

単元における個人ごとの総括的評価結果を基にみると，Ａは１８人，Ｂは６人，Ｃは２

人であった。Ｂ以上は合計２４人となる。このため，クラス全体としては９２％以上が目

標を達成したと考えられる。したがって，単元を通して，知識・理解は目標を達成したと

判断できる。

（２）単元における個人内評価結果

次に、Ａ児，Ｂ児，Ｃ児の３名を事例にしながら，個人内評価の特質について検討する

にする。そのために，まず、３名の＜個人評価結果表＞を紹介すると、次のようである。

個人評価結果表
評学習活動１ 学習活動２ 学習活動３ 学習活動４ 5

①②③ ⑩ 定④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑪①②③④⑤⑥①②③④⑤①②③④
3 3 3 2 3 3 A関心意欲態度

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 AＡ 思考・判断

3 2 3 3 3 3 A児 技能・表現

3 3 3 3 A知識・理解

1 3 3 2 3 3 A関心意欲態度

2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 AＢ 思考・判断

2 3 2 3 3 3 A児 技能・表現

2 1 2 3 B知識・理解

1 1 1 3 1 2 C関心意欲態度

2 2 1 1 3 2 3 3 1 2 2 BＣ 思考・判断

2 2 3 2 2 3 B児 技能・表現

1 2 2 1 C知識・理解

（注）総括的評価（評定）に用いた評価結果には下線を付した。評定は総括的評価

結果に基づき， は 以上相当， は 相当， は 以下相当の達A 80% B 60~79% C 59%

成状況を示している。

① 観点間経時的評価

， 「 」 、「 」Ａ児は 学習活動１では 関心・意欲・態度 はほぼ３のままに推移し 思考・判断

は２かれ３へと上昇し 「技能・表現 「知識・理解」はともに３という構造的な発達特、 」

質を示している。学習活動２では 「技能・表現」が２へと下降していることが気になる、

が、他の「関心・意欲・態度 「思考・判断 「知識・理解」はともに３という高い発達」 」

。 ， ， ，のまま推移しているという構造的な発達特質がみられる 学習活動３ ４ さらに５では
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「思考・判断 「技能・表現 「知識・理解」ともに３という高い発達の水準のまま推移」 」

するという構造的な発達特質を示している。評定も４観点ともＡとなっている。

なお、Ａ児と同様な構造的な発達特質を示す児童は、他にクラスに５名いた。実は、こ

れらの児童が友だちをリードし，グループ活動や全体思考の場で学習を深めるきっかけを

つくったのであった。

Ｂ児は，学習活動１では「関心・意欲・態度」は１から３へ、さらに２へと出入りの激

しい発達を見せているが 「思考・判断」は２と３の間を上昇・下降しつつも３となり、，

「技能・表現」は２ 「知識・理解」は２から１へと下降するといった、全体的に不安定、

な構造的な発達特質がみられる。学習活動２では 「思考・判断」が３から２へとと下降、

するが 「知識・理解」は２へと 「関心・意欲・態度 「技能・表現」は３へと上昇する、 、 」

という構造的な発達特質がみられる。学習活動３，４，さらに５では 「思考・判断 「技， 」

能・表現 「知識・理解」ともに２から３へと上昇し、高い水準のまま学習を終了すると」

いった構造的な発達特質を示している。評定はＡ・Ａ・Ａ・Ｂであった。

なお、Ｂ児と同様な構造的な発達特質を示す児童は、他にクラスに３名いた。

Ｃ児は，学習活動１では「関心・意欲・態度」は１から３へ 「思考・判断」は２から、

１へ 「技能・表現」は２ 「知識・理解」は１から２へというように出入りの激しい構、 、

造的な発達特質がみられる。学習活動２では 「関心・意欲・態度」は１へと下降したと、

思うと２へ上昇し、また「思考・判断」は３へと急上昇の後２へ、さらに「技能・表現」

と「知識・理解」は２というように、４観点ともに２の水準に落ち着くといった構造的な

発達特質がみられる。学習活動３，４，さらに５では 「思考・判断」は３から１へ、さ，

らに２へ 「技能・表現」は３から２へ、さらに３へとそれぞれ出入りを繰り返し 「知、 、

識・理解 は１へ下降しつつ落ち着くといった構造的な発達特質をみせている 評定はＣ・」 。

Ｂ・Ｂ・Ｃであった。

② 観点内経時的評価

「関心・意欲・態度」に関してみれば，Ａ児は３→３→３→２→３→３というように，

学習過程を通じて高い水準で推移しており，評定もＡであった。Ｂ児は１→３→３→２→

３→３というように，最初は１であったが、すぐに３へと急上昇し、その３を維持すると

いった発達特質をみせており、評定もＡであった。Ｃ児は１→１→１→３→１→２と学習

過程を通じて出入りの激しい発達傾向をみせており、評定はやや低い水準のＣとなってい

る。

「思考・判断」では，Ａ児は２→２→３→３→３→３→３→３→３→３→３というよう

に，学習過程を通じて高い水準で推移しており，評定もＡであった。Ｂ児は２→３→２→

３→３→２→２→２→２→３→３というように，２と３の間を繰り返しながら最後は３と

いう高い発達の水準で学習を終了しており、評定もＡであった。Ｃ児は２→２→１→１→

３→２→３→３→１→２→２というように、１から３までの発達の出入りが激しく、最後

は２の発達の水準で学習を終了している。評定はＢであった。

「技能・表現」では，Ａ児は３→２→３→３→３→３というように，学習過程を通じて

高い水準で推移しており，評定をＡであった。Ｂ児は２→３→２→３→３→３というよう

に，学習活動３の前半までは２と３を上昇・下降しているが、後半は３という高い水準を
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維持するという発達傾向をみせている。評定もＡであった。Ｃ児は２→２→３→２→２→

３というように、２と３の発達の間を繰り返しながら推移しており、評定はＢであった。

「知識・理解」では，Ａ児は３→３→３→３というように，学習過程を通じて高い水準

で推移しており，評定をＡであった。Ｂ児は２→１→２→３というように，２から１へ下

降し、次には２へ、さらに３へと上昇し学習を終了している。評定はＢであった。Ｃ児は

１→２→２→１というように、一旦は１から２へ上昇するものの、最後は１へ下降すると

いう発達特質をみせており、評定はＣであった。


