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食生活への意識や実践力を高める家庭科教育

研究主題 設定の理由
課題 : 

食生活の乱れや食生
活への意識の低さが
ある

よさ ：

食生活に関する学習
への意欲が高い



１ 研究主題（副主題）
自らの生活をよりよくしようと工夫する子の育成
～食生活への意識や実践力を高める家庭科教育～

２ 研究内容
〔視点１〕 食生活への意識や実践力を高める指導計画の工夫
〔視点２〕 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導

の工夫
〔視点３〕 食生活への意識や実践力を高める学習評価の工夫
〔視点４〕 家庭・地域との連携

３ 研究の成果と課題

４ 今後の取組



研究構想図



研究内容
〔視点１〕

食生活への意識や実践力を高める指導計画の工夫

〔視点２〕

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた学習指導の工夫

〔視点３〕

食生活への意識や実践力を高める学習評価の工夫

〔視点４〕

家庭・地域との連携



〔視点1〕

食生活への意識や実践力を

高める指導計画の工夫



〔視点1〕 「食生活」の内容における２学年間の題材の指導計画見直し
B衣食住の生活 「食生活」における２学年間を見通した題材配列と指導内容

◎･･･重点項目
○･･･くり返し指導する項目

基礎→応用
簡単→複雑
一品→一食分



〔視点１〕 「食生活」の内容における２学年間の題材の指導計画見直し
学習過程を工夫した題材の指導計画

各題材で育成すべき
資質・能力

学習のゴール

問題解決的な学習

見方・考え方



（指導案）

〔視点１〕 「食生活」の内容における２学年間の題材の指導計画見直し
指導計画等の指導案への位置付け

◎･･･重点項目



〔視点１〕 「食生活」の内容における２学年間の題材の指導計画見直し
問題解決的な学習の充実を図るための学習カードの活用

学習のゴール

問題解決的な学習

解決すべき課題

学習の見通しをもたせる手立て

学習カード(外側)

学習カード(内側)

ワークシートを
貼りためる。

学習の振り返り

学習したことを振り返らせる手立て



〔視点２〕

主体的・対話的で深い学びの

実現に向けた学習指導の工夫



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

「安全に気を付けて、ゆでる調理について学
んだことを生かして、オリジナルゆで野菜サ
ラダを作ろう！」

学習のゴールの提示

オリジナルゆで野菜サラダを作るのか～。
どうやって作るのかなあ。作ってみたいけ
れど、作り方が分からないぞ。

・野菜をゆでるにはどうしたらよいのだろう。
・野菜はどのように切るとよいのだろう。
・ガスこんろを使って安全にお湯をわかすには、どうすればよいの
だろう。
・包丁を安全に使うにはどうしたらよいのだろう。

課題

問題

児童の設定した課題を把握し、題材指
導計画に位置付ける。

計画に沿って指導

やったー！
自分で作れたよ。

https://1.bp.blogspot.com/-may__7pt5KQ/UZ2U9V7WBSI/AAAAAAAATrI/xtRYNlLMzB8/s800/job_sensei.png
https://1.bp.blogspot.com/-may__7pt5KQ/UZ2U9V7WBSI/AAAAAAAATrI/xtRYNlLMzB8/s800/job_sensei.png


〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

変化や差異に目を向けながら二つのゆでる調理動画を視聴し、

問題意識をもつ

・どうして熱湯でゆでる野菜と水からゆで
る野菜があるの？

・野菜によってゆで時間がちがうの？

・かぶるくらいの水とたっぷりの水の違いは？

・ガスこんろってどうやって使うの？

・野菜を切るのは、ゆでる前？ゆでた後？
それとも、種類によって違うの？

二つのゆで方のちがいに注目してもいいね。



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

対話的な活動（伝え合い）によって、問題意識を共有する

Ａさん
「どうして水からゆでる野菜やお湯からゆでる野菜があるのか疑問に
思いました。なぜならお湯からゆでるイメージが強いからです。」

Ｂさん
「ぼくもそれは疑問に思いました。野菜によってゆで方が違うことが
分かったけれど、『水からゆでる野菜』と『お湯からゆでる野菜』に
は、どんな違いがあるのか知りたいです。」

Ｃさん
「ぼくは、かぶるぐらいの水とたっぷりの水の違いが
気になりました。なぜかというと、野菜の種類によっ
て水の量が変わるのが不思議だと思ったからです。」

Ｄさん
「なるほど。水の量が違うのは、たしかに不思議です
ね。ぼくはガスこんろを使ったことがないので、どう
やって使うのかが知りたいです。」



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

全体交流によって、問題を分類・整理し、

課題設定をするための手がかりをつかむ

ぼくは、ガスこんろを使ったことがないので、使えるようになり
たいです。
野菜によって「かぶるぐらいの水」でゆでたり、「たっぷりの水
」でゆでたりすることが分かったので、どんな水の量でも安全に
ゆでられるようにガスこんろの使い方を知りたいです。

私は、「水からゆでる野菜」と「お湯からゆでる野菜」があるの
はなぜだろうと疑問に思いました。Ｂくんも同じことを疑問に思
っていて、交流を通して「水からゆでる野菜」と「お湯からゆで
る野菜」にはどんな違いがあるのか知りたいと思いました。

なぜだろう？たしかめてみたいな。



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

課題を設定する

課題 課題設定の理由

熱湯でゆでる野菜と水
からゆでる野菜がある
のはどうしてだろう。

学習したことを使って家で「ほうれ
んそうのおひたし」を作ってみたい
ので、お湯からゆでる野菜と水から
ゆでる野菜のちがいを知りたいと
思ったから。

ガスこんろを安全に使
うにはどうしたらよい
だろう。

ゆで野菜サラダを作るために、どん
な野菜でも上手にゆでられるようガ
スこんろの安全な使い方を知りたい
と思ったから。



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫
題
材

１時間目

２時間目
３時間目

調理用具の基本的な使い方や安全で衛生的に調理する仕方について理解し、適切に使用できる。【お茶入れ】
用具や食器の安全で衛生的な取扱いについて理解し、適切に使用できる。【ゆで卵の調理】

４時間目
５時間目

材料に応じた洗い方、調理に適した切り方及び後片付けを理解する。
青菜や根菜類のゆで方の違いについて理解し、適切なゆで方で調理ができる。【小松菜のおひたし】【ゆでいも】

６時間目 ゆで野菜サラダをおいしく作るための工夫を考え、調理実習の計画を立てる。

７時間目
８時間目

計画をもとに、青菜や根菜類を適切にゆでる調理ができるように実習を行う。

９時間目 オリジナルゆで野菜サラダをおいしく食べるための工夫を考えて、安全に気を付けて調理できたかを振り返り、交流をとおして「計画通りにできたこと」「できなかったこと」「実践
の中で考え、工夫したこと」について評価する。

10時間目 ゆで野菜サラダをおいしく作るために、家庭実践の計画を立てる。

疑問 や不思議 の交流

学習のゴール：安全に気を付けて、ゆでる調理について学んだことを生かして、
オリジナルゆで野菜サラダを作ろう！

どうして熱湯でゆ
でる野菜と水から
ゆでる野菜がある
の？

Aさん

ガスこんろってど
うやって使うの？
使い方が分からな
い。

Dさん

野菜を切るのは、ゆで
る前？ゆでた後？そ
れとも、種類によって
違うの？

Eさん

野菜に応じたゆで
方や時間を調べよ
う。

Aさんの追究したい課題

熱湯からゆでる野菜
と水からゆでる野菜
があるのはどうして
だろう。

Bさんの追究したい課題

野菜によって水の
量を変えるのはどう
してだろう。

Cさんの追究したい課題

ガスこんろを安
全に使うにはど
うしたらよいだ
ろう。

Dさんの追究したい課題

野菜はどのように切
るとよいのだろう。

Eさんの追究したい課題

調理動画の視聴から、児童一人一人が問題意識をもつ。

解決すべき課題が明確になる。

一人一人の課題を全員で共有し、解決していく。



〔視点２〕 ①生活の中から問題を見いだし、課題を設定する学習指導の工夫

課題を設定する

変化や差異に目を向けながら二つのゆでる調理動画を視聴し、

問題意識をもつ

対話的な活動（伝え合い）によって、問題意識を共有する

主体的な学びの実現

全体交流によって、問題を分類・整理し、

課題設定をするための手がかりをつかむ

一人一人が解決すべき課題を明確にし、
題材の学習を進めていく



〔視点３〕

食生活への意識や実践力を

高める学習評価の工夫



〔視点3〕 ①学習カードを活用した評価の工夫

① 表紙
題材の導入部で設定した課題
とその設定理由を記入する。

児童が学習のゴールや自分が
設定した課題を意識しながら題
材の学習を進めることができる。



〔視点3〕 ①学習カードを活用した評価の工夫

児童が見通しをもって題材の
学習に取り組むことができる。

② 内側（左）
題材の学習の流れ（昭和

スタイル）を提示する。



〔視点3〕 ①学習カードを活用した評価の工夫

③内側（右）
ワークシートを貼りためていく。

・教師が学習状況や児童の成長，考えの
変容を把握し，評価に生かすとともに，指
導の振り返りと改善につなげる。



〔視点3〕 ①学習カードを活用した評価の工夫

④ 裏表紙
学習のゴールとなる活動の
調理計画を立て，実践する。

児童が題材の学習を通して学んだこ
とを活用し，家庭実践につなげる。
教師や保護者からの励ましのコメン
トにより、実践意欲を高める。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

観点別の評価規準を明記
【青】・・・知識・技能
【黄】・・・思考・判断・表現
【赤】・・・主体的に学習に取り

組む態度

【主な学習活動】
【評価規準】
【「十分満足できる」と判断さ
れる状況（Ａ）】
【「努力を要する」状況への
手立て（Ｃ）】を明記

「指導に生かす評価」と「記
録に残す評価」も区別できる
ように



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第１時）

【思考・判断・表現】

課題設定

熱湯でゆでる野菜と水からゆでる野菜があるのはどうしてだろう。

課題設定の理由

熱湯でゆでる野菜と水からゆでる野菜の違いを知って、正しくゆでられるようになり
たいからです。

「材料に適したゆで方」という題材の指導事項を解決し
たい課題として設定している。

「おおむね満足できる」状況(Ｂ)

＜評価規準＞
おいしく食べるためにゆで野菜サラダの調理計画や調理の仕方について問題を見いだして

課題を設定している。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第１時）

【思考・判断・表現】

課題設定

野菜はどのように切るとよいのだろう。また、どうして野菜によってゆで方がちがう
のだろう。

課題設定の理由

葉物野菜と根菜では、ゆで時間や切り方、ゆで始めるタイミングがどう違うのか知り
たいと思ったからです。オリジナルゆで野菜サラダを作るときには、葉物野菜も根菜も
いっしょに使います。だから、勉強したことを生かして、切り方やゆで方を上手に使い
分けられるようになりたいです。

「十分満足できる」状況 (Ａ)

「材料に適したゆで方」という題材の指導事項を解決したい
課題として設定している。

今後の学習を見通し、解決したい具体的な課題を想起して
設定理由を述べている。

＜評価規準＞
おいしく食べるためにゆで野菜サラダの調理計画や調理の仕方について問題を見いだして
課題を設定している。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第１時）

「努力を要する」状況(Ｃ)への手立て

【思考・判断・表現】

【手立て】
ワークシートを綴じる学習カードの表紙に清書
させる際、問題発見の場面で書いたメモを振り返
り、題材の学習の中で解決するのにふさわしい課
題が設定できるようにする。

課題設定
ゆでたまごはどうやって作るのだろう。

課題設定（清書）
２種類の野菜のゆで方があるのはどうしてだろう。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第６時）

【思考・判断・表現】

「おおむね満足できる」状況 (Ｂ)

＜評価規準＞
おいしく食べるためにゆでる調理の調理計画や調理の仕方に
ついて考え、工夫している。

「健康・快適・安全」等の視点か
ら調理の際の工夫を具体的に記述
している。

安全の視点
・ガスもれしていないかを確認する。
・ねこの手

快適の視点
・土が残らないようにこすって洗う。
・形や大きさをそろえて切る。

調理工程（洗う・切る・ゆでる・ゆでた後
の処理）を明記し、調理がスムーズに進む
ように工夫して調理計画を立てている。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第６時）

【思考・判断・表現】

「十分満足できる」状況 (Ａ)

＜評価規準＞
おいしく食べるためにゆでる調理の調理計画や調理の仕方に
ついて考え、工夫している。

快適の視点
・ゆでる時に、根菜はまとめて
いっしょにゆでる。
…時短になる。

安全の視点
・ゆでる作業を始める前に、
ザルや水の入ったボウルを準
備しておく。
…火を使っている途中（ゆで
ている最中）に、準備する
のは危険、またゆで時間が
長くなってしまう。

調理工程（洗う・切る・ゆでる・ゆでた後
の処理）を明記し、調理がスムーズに進む
ように工夫して調理計画を立てている。

「健康・快適・安全」等の視点か
ら「おいしさ」「栄養」「作業時
間」「安全面」につながる適切な
作業を具体的に想起し、調理を進
める際の工夫を根拠とともに記述
している。



〔視点3〕 ②「指導と評価の一体化」のための評価規準、評価場面、評価方法等の検討

第５学年 １学期 「クッキング はじめの一歩」 （第６時）

「努力を要する」状況 (Ｃ)への手立て

【思考・判断・表現】

安全の視点
・ねこの手
・なべのふたの近くにはしを
置かない。

快適の視点
・しっかりゆでる。

・「健康・快適・安全」等の
視点から考えた工夫を実行
するための作業を想定でき
ていない。

【手立て】
・調理の手順を確認し，作業のシミ
ュレーションをすることで、調理
がスムーズに進むような計画を考
えることができるようにする。

調理工程（洗う・切る・ゆでる・ゆでた後
の処理）の内容があいまいで、いつ何をす
るのかが分かりにくい。



〔視点４〕

家庭・地域との連携



 

ブロッコリーのくきも食べましょう。

太いくきは、皮がかたいので皮を厚くむき、５㎜ぐ

らいのうす切りして、ふさと一緒にゆでると食べら

れます。また、いため物に使ってもおいしいです。

なべにいっぱい水を入れ、ふたをしてふっとうさせる。

ボールに水をためてふり洗いし、流水で洗う。

ふたを取り、２分～３分間ゆでる。

ざるに移して、水をきって冷ます。

くきを切る。ふさを食べやすい大きさに切り分ける。

①まぐろ油づけは、汁をきる。

②とうもろこし、まぐろ油づけ、マヨネーズ、塩、

こしょうをボールに入れて混ぜ合わせる。

③ブロッコリーを加えて和える。

材料（４人分）

ブロッコリー １９０ｇ

とうもろこし水煮 ４０ｇ

まぐろ油づけ ７０ｇ

マヨネーズ 大さじ２

塩 ０．５ｇ

こしょう 少々

作り方

洗う

ゆでる

切る

あえる

盛り付け

材料の分量をはかる。

※塩の分量０．５ｇは、親指と人差し指の先でつまん

だ量です。

〔視点４〕 家庭や地域と連携した取組の工夫 「家族と一緒にやってみよう」

家庭科チャレンジ 家庭科ビンゴ 昭和レシピ

実践ポイント 実践ポイント 実践ポイント

ポイント達成！！プロ認定



感謝の会

お茶を出す

ボランティアの方

外部講師の方
地域との連携
学びを
生かす

〔視点４〕 家庭や地域と連携した取組の工夫 地域との連携



学習や活動を進めるときに見通しをもって計画を立てている

身の周りのことに「なぜ」「どうなっているの」などの疑問をもつ 課題（問題）に対して、いろいろな考えをもっている

家庭での実践で、自分の生活をよりよくするために工夫している
ことがある。

児童のアンケート結果より【令和２年度実施】



食事の大切さを意識し、残さず食事をとるようにしている日本の食文化を大切にしようと思う

家族のために食事をつくることができる 家庭科での取組を考え、実行することが楽しい

児童のアンケート結果より【令和２年度実施】



〇題材の指導計画を見直し、整理したことで、食生活への意識や実践力を高
めるための問題解決的な学習の流れが明確になり、教師が題材の各段階で育
成すべき資質・能力を意識して指導することができるようになった。また、児童
が課題解決に見通しをもって取り組む姿や、学習したことを生活に生かそうと
する態度が見られるようになった。

〇課題設定の場面で、調理動画の比較資料を活用し、児童の知的好奇心を喚
起しながら問題意識をもたせたことで、児童一人一人が解決すべき課題を自ら
設定することができ、主体的な学びにつながった。

〇題材を通して学習カードを活用することにより、児童が見通しをもって学習に
取り組むことができた。また、教師が児童の学習状況や変容を把握し、評価に
生かすことができた。

〇 家族との関わりの中で実践する機会を設定したことで、児童が家庭生活へ
の関心を高め、積極的に家族と関わりながら、家庭科の学習で身に付けた力
を生活をよりよくするために生かして実践できるようになった。

研究の成果と課題



●「食生活」に関する２学年間の指導計画を見直し、内容Ａ～Ｃと関連をも
たせるとともに、学習状況を適切に評価し、指導の改善に生かすという視
点から評価規準・評価計画・評価方法を見直す必要がある。

●生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、深い学びにつながる学習指
導の研究を進める必要がある。

●児童が見通しをもち、家庭実践を計画的に実施できるように工夫し、家
庭と連携を図りながら繰り返し学習を進める中で、実践的な態度につなげ
る必要がある。

研究の成果と課題



今後の取組

◎内容Ａ～Ｃとの関連について、「食生活」に関する指導内容を見直し、題
材の構成や配列を一層工夫するとともに、２学年間を見通した評価規準・
評価計画・評価方法を一覧にした表を活用し、さらなる授業改善を行う。

◎「深い学び」の視点から授業改善し、児童が「見方・考え方」を働かせて
資質・能力を育むことができるよう授業をデザインする。

◎家庭科だよりを活用して、夏季休業・冬季休業中の家庭実践の啓発をし
たり、定期的に保護者からの感想を紹介したりするなど、家庭と連携しな
がら学習意欲や実践力を高められるようにする。


