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Ⅰ 研究指定校の概要 

 

１ 学校・地域の特色及び実態 

 本校は横浜市の南部の小高い丘の上にあり，校

庭からは美しい富士山が見える。学校目標である

「笑顔いっぱい やさしさいっぱい 芹が谷大

好き みんな生き生き芹南っ子」の達成を目指し，

具体的な方針を年度初めに中期学校経営方針と

して提示して，地域の方々・保護者からも信頼を

得ている。 
学校目標の具現化に向け，研究主題を「互いの 

よさを認め合い，生き生きと活動する子の育成 
をめざして」とし，表現力を豊かにするととも 

に自分の思いや願いを伝え合うことを研究して

きた。今年度は，その成果を生かしながら家庭科

では，自らの生活を豊かにしていくため，題材ご

とに実践的・体験的な活動を多く取り入れ，問題

解決的な学習の重視，言語活動の充実，個に応じ

た指導と評価の工夫について取り組んでいる。 

２ 学校の概要（平成２２年４月５日現在） 

 １
年

２
年

３
年

４
年 

５
年 

６
年 

支
援 

計 

学級数 ２ ２ ２ ２ ２ ３ ３ 16 
児童数 69 72 57 81 78 87 11 449

             教員数  ２２名 

Ⅱ 研究の内容及び成果等 

１ 研究主題について 

 （１）研究主題 

 
 

（２）  研究主題設定の理由と対象 

○［研究主題設定の理由］ 
今までの研究から教師や児童同士がかかわり合

う中で，話合いの場面や協力しながら活動する場

面を通し，お互いのよさを改めて感じている様子

も多く見られるようになった。また，児童にとっ

て今まで知らなかったことが分かったり，できな

かったことができるようになったりしたことが実

感を伴い意欲へとつながる様子も見られた。そこ

で，さらに学校目標の具現化に向け，研究主題を

設定した。「お互いのよさを認め合い」とは，教師

互いのよさを認め合い，生き生きと 

活動する子の育成をめざして 

児童の実態をみると，学校で身に付けたことが，なかな

か継続的に家庭生活に生かされていない様子がみられる。

それは，児童が日常生活に必要な基礎的な知識と技能を十

分習得できていないことと，習得した内容を実生活に合わ

せて活用できていないことが考えられる。そこで，目的を

明確にし，段階的に学習に取り組めるように題材構成を行

い，基礎的・基本的な知識及び技能が着実に身に付けられ

るようにした。そして，身に付けた力を実生活に生かした

いという思いが高まるようにしていきたいと考えた。 
そのためには，段階的な題材配列になるように配慮した

年間計画をもとに，題材の評価規準，学習活動における評

価規準，評価場面，評価方法を明確にして児童の実現状況

を把握し，授業改善を図っていく。そこで，実現状況を授

業の中でどのように把握し，それを次の授業にどのように

生かしていくか，把握の仕方は適切かどうか等を実践を通

して検証した。 
ミシンの技能の把握では，上糸かけ，下糸出し，直線縫

い，返し縫い，角の縫い方，ミシンの操作，安全の視点で

自己評価をさせた。自己評価の観点を明確にしたことで，

児童は次の実習に対して自分の課題をもって取り組むこ

とができた。また実習の場面では，教師は視点をもって児

童を観察し，実現状況を把握することができた。創意工夫

の把握では不織布を用いて自分が作りたい物の形や大き

さを考えたり，製作手順について自分なりに工夫したりす

るようにしたことで，児童は手順や時間についての見通し

をもって製作計画を立てていた。教師も試作品と製作計画

を照らし合わせて実現状況を把握することで，一人ひとり

に応じて支援することができた。 

評価場面と評価方法の設定及び自己評価の活用の仕方

を検討し，評価したことをどのように授業に生かし，授業

改善を図っていくかが課題である。 

互いのよさを認め合い，生き生きと 

活動する子の育成をめざして 



と児童との信頼関係や児童同士の人間関係を構築

するために，教師が児童の気持ちを共感的に理解

しようとする姿勢と児童同士が相手の身になって

考え，相手のよさを見つけようとする姿を大切に

することととらえた。「生き生きと活動する子」と

は児童一人一人を理解し，児童の興味・関心を生

かした学習を展開すると共に，実践的・体験的な

学習活動や問題解決的な学習を通して，基礎的・

基本的な知識や技能を身に付け，活用していくこ

とで，児童が願いや目標を実現することによって

成就感や自己肯定感がもてることであるととらえ

た。 
○[調査研究の対象] 

学
年 

内容 
項目 題 材 評価の観点 

５
年 

Ｂ（３） 
アイウ 
オ 

ゆでて作ろう 
ゆで野菜サラダ 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

Ｃ（３） 
イウ 

ミシンを使って
ランチョンマッ
トを作ろう 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

６
年 

Ｃ（３） 
アイウ 

修学旅行に 
役立つ物の製作 
 
 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

A (１）
ア 
Ｄ（１） 
アイ 

物や金銭の使い
方を考えよう 

関心・意欲・態度

創意工夫 
知識・理解 

 
２ 評価の具体例と考察及び指導の改善 

＜第５学年＞ 
家庭生活への関心・意欲・態度 
初めて家庭科を学ぶ５年生にとって，調理はも

っとも関心が高く，できるようになりたいと思っ

ている学習である。「ゆでて作ろう ゆで野菜サラ

ダ」では，ゆで方に関心をもち，材料や目的に応

じた調理をしようとすることをねらいとしており，

発言内容と学習カードの記述から，A が 15％，B
が 85％で合わせて 100％であると把握した。児童

は「３種類の野菜をゆでてサラダを作るためには，

野菜に合ったゆで方があるのではないか，自分は

使う野菜はどんなゆで方をすればよいか」という

課題をもち，たまご，青菜，３種類のうち１種類

の野菜をゆでた経験と調べてきたことをもとに話

し合いをした。「じゃがいもゆでたけどなかなか中

までややわらかくならなかった。もっと小さく切

ればよかったかな。」など，自分がゆでる３種類の

野菜のゆで方に関心をもった発言や，次の実習の

ときはもっとおいしくなるようゆでたいなど，３

種類の野菜をゆでることに意欲的な記述がある児

童を A とした。実習したことをもとに話し合った

ので，児童の関心は高かった。 
 「ミシンで作ろう ランチョンマット」では，

初めてミシンを使ってランチョンマットを製作す

る。この題材では，布やミシンを用いて製作する

ことに関心をもち，製作した物を活用しようとす

ることをねらいとしており，発言内容と学習カー

ドの記述から A が 10％，B が 90％で合わせて

100 ％であると把握した。ランチョンマットを知

らない児童もいたため，ランチョンマットの見本

を見たり，ランチョンマットをしいた食卓をイメ

ージしたりしながら，自分の好きな布で作りたい

という思いとミシンを動かせるようになって作り

たいという思いを高めることができた。また，布

をさわりながら観察し，布の特徴に気づくことも

できた。手縫いと違ったミシン縫いのよさやミシ

ンの動かし方を早く覚えて使えるようになりたい

など，これからの学習への期待感を具体的に発言

したり記述できたりしていた児童を A とした。児

童にとっては今までに経験のないことには「でき

るようになりたい」「できるかな」と気持ちが揺れ

ることがある。できるだけ多くの作品例を見せて

期待感を高めていくことが大切だと考える。 
生活を創意工夫する能力 

「ゆでて作ろう ゆで野菜サラダ」では，材料

や目的に応じたゆで方を考えたり，調理計画を自

分なりに工夫したりすることもねらいとしており，

発言と学習カードから A が８％，B が 87％，C



が５％であると把握した。前時での話合いと児童

が自分のゆで野菜サラダに使う野菜の中から１種

類の野菜を選んでゆでた経験を生かし，３種類の

野菜を使ったゆで野菜サラダの調理計画を立てた。

学習カードには，３種類の野菜をおいしくゆでる

ための切り方，ゆでる順番，ゆで加減を調べ，課

題が記述できるようにした。２回の調理実習で振

り返った課題を，３回目の調理実習の自分の課題

とし，調理計画の工夫を具体的に記述していた児

童を A と判断した。C の児童には，他の児童の経

験を聞いたり，同じ野菜をゆでる児童にアドバイ

スをしてもらったりできるようにした。児童の実

態から，水からゆでる野菜とお湯からゆでる野菜

の２種類のゆで野菜サラダにすることも考えられ

る。 
「ミシンで作ろう ランチョンマット」では，

ミシンを用いた直線縫いを取り入れ，製作品の縫

い方を考えたり自分なりに工夫したりすることを

ねらいとしており，行動観察と学習カード，製作

品から A が５％，B が 90％，C が５％であると

把握した。ランチョンマットの作り方を生かし，

コースター，花瓶しき，テッシュボックスカバー，

家族のためのランチョンマットを製作した。製作

品の大きさに合わせて縫い方を考えたり，丈夫に

するための縫い方を工夫したりしていた。ランチ

ョンマットを作った経験から目的を考えて製作し，

工夫したことを記述できていた児童を A とした。

C の児童には，ランチョンマットの作り方を確認

し，目的をはっきりさせて取り組むように助言し

た。製作品によっては，手順等の指導も必要であ

り，また同じ製作品を作る児童を同じグループに

して学び合えるようにすることも大切である。 
生活の技能 
「ゆでて作ろう ゆで野菜サラダ」では，材料

や目的に応じてゆでることができることと用具の

安全な扱い方ができることをねらいとしており，

児童の行動観察と学習カードから A が 15％，B
が８２％，C が３％であると把握した。用具の安

全な扱い方ではたまごをゆでることを通して行い，

実習を重ねるごとに身についていく様子が把握で

きた。ゆで方については，共通の材料である青菜

を使って実習した後，ゆで野菜サラダに使う野菜

の１種類を調べてきたゆで方でゆで，その経験を

生かして自分が選んだ３種類の野菜をゆでて，ゆ

で野菜サラダを作った。この題材においては，４

回の調理実習を行い，座席表には４回の実習の評

価が記入できるようにしたため，次の実習の際の

個の指導に役立てることができた。４回目の実習

では，経験を十分生かし火加減に気を付けたり，

ゆで加減を見るのに野菜の色の変化や竹串を適切

に使ったりして，ゆでることができていた児童を

A とした。C の児童には，ゆでる水の量とゆで加

減の見方についてアドバイスした。出来上がった

ゆで野菜サラダを写真に撮っておくことは実現状

況の把握に活用できるとともに，児童の次の課題

へもつながる。一人ずつの調理のため，手順をし

っかり認識させることも大切である。 
「ミシンで作ろう ランチョンマット」では，

ミシンを用いた直線縫いができることと用具の安

全な取扱いができることをねらいとしており，行

動観察，学習カード，製作品から A が 10％，B
が 90％で合わせて 100％であると把握した。学習

カードの自己評価には，上糸かけ，下糸出し，直

線縫い，返し縫い，角の縫い方，ミシンの操作，

安全を観点として，見本を基準にして１回ごとに

行った。自己評価は児童の次の課題につながり，

児童を把握する資料となった。この題材ではペア

を組み，相互評価も取り入れている。お互いを見

合うことで，アドバイスをしたり，新たなことに

気付いたりして，まっすぐに縫いたいという思い

をミシン縫いの技能の定着につなげた。製作品や

学習カードの自己評価からできるようになったこ

とを把握した。また，行動観察では，視点をもっ

てミシンかけをしている様子を把握した。製作品

や３回の直線縫いの自己評価の観点からミシンの

かけ方について具体的に記述できていた児童を A
とした。場面によってペア学習を取り入れていく

ことも，児童の技能の定着に有効であると考える。 



家庭生活についての知識・理解 
「ゆでて作ろう ゆで野菜サラダ」では，材料

に応じた食品の洗い方，切り方，ゆで方，用具の

安全な扱い方など基礎的な事項が分かることをね

らいとしており，知識として理解していく様子と

定着したかどうかを行動観察と学習カード，後日

行った確認テストから把握した。A が 10％，B が

87％，C が３％であった。児童はゆで方を調べて

きたり，示範を見たりして実際に４回の調理実習

を行い，材料や目的に応じた切り方，ゆで方を考

えて調理した。実習を繰り返し技能として身につ

いていくことが，知識の定着につながっているこ

とが把握できた。手順や用具の扱いが適切で，具

体的に正しく書けていた児童を A とした。 
「ミシンで作ろう ランチョンマット」では，

ミシンの使い方が分かり，必要な用具の安全な扱

い方が分かることをねらいとしており，行動観察

と学習カード，後日行った確認テストから把握し

た。A が７％，B が 90％，C が３％であった。ミ

シンを使うのはほとんどの児童にとって初めてで

ある。ミシンの名称，上糸をかける順番等，教科

書を見ながら実際にミシンで確認したり，プリン

トに記入したりしながら定着を図った。このとき

のプリントや後日行った確認テストで知識・理解

を把握した。児童にとっては，難しい名称も実習

を重ねるごとに定着し，それらの言葉を用いて発

表できるようになった。ミシンの準備がスムーズ

にでき，安全に気をつけて的確な操作の仕方が理

解できている児童を A とした。C の児童には実際

に操作しながら確認した。この題材では，ランチ

ョンマットを仕上げるのに３回直線縫いを行った

が，ミシン操作に関わる知識を定着させるために

は，より多くの実習を取り入れていくことが大切

だと考える。 
＜第 6 学年＞ 

家庭生活への関心・意欲・態度 
6 年生の製作では，5 年生で身に付けた力を生

かして，一人一人が目的に応じて自分の生活に役

立つ物を製作していく学習を行う。「修学旅行で役

立つ物の製作」では，旅行先での使用目的を考え，

見通しをもって製作し，活用しようとすることを

ねらいとしており，発言内容と学習カードの記述

から A が 31％，B が 69％，合わせて 100％であ

ると把握した。児童がどのような場面でどのよう

な布製品があると便利かを考えるため，修学旅行

のしおりを用いて行程を知らせたり，修学旅行の

様子を収めた写真やビデオを見せたりした。また，

ナップザック，手提げ，ななめがけバックなど布

製品の見本を提示することで，使用目的や必要感

を考えながら自分が製作したい物を決めたり，修

学旅行先でどのように活用しようとするかを考え

たりして，製作への意欲を高めた。使用目的や使

用する場面についての記述内容が明確で，よりよ

い製作をしようという思いを表現していた児童を

A とした。写真や実物見本など，児童がイメージ

しやすいような学習環境を整えたことで，児童の

関心は高かった。 
「物や金銭の使い方を考えよう」では，家族を

大切にする思いを高め，身近な物や金銭の計画的

な使い方をすすんで考えようとすることをねらい

としており，発言内容と学習カードの記述から A
が 34％，B が 66％，合わせて 100％であると把

握した。この題材は，前題材「気持いっぱい自慢

のランチ」との関連を図り，題材構成を工夫した。

学校で身に付けたことを家庭で実践するためには，

必要な材料を用意したり，買い物したりしなけれ

ばならないことから，金銭や物の使い方や大切さ

を考えるようにした。子どもたちは「気持いっぱ

い自慢のランチ」の学習を通して，家族に感謝の

気持ちを伝えるために作る，という思いを高めて

きた。また，家庭実践に必要な材料の実物やそれ

にかかる費用を示したことで，子どもたちは金銭

や物を大切に使うということも，家族に感謝の気

持ちを伝えることにつながるということに気付い

た。そして，自分の金銭や物の使い方を振り返る

ことで，これからは計画的に使っていきたいとい

う思いを高めることにつながったと考える。家族

に支えられている自分を実感し，身近な物や金銭



の使い方を自分の生活を振り返ったり，具体的な

場面を思い浮かべたりしながら考えようとしてい

た児童を A とした。題材構成を工夫したことは児

童の関心を高め，意欲を引き出すことにつながり，

今後も生かしていきたいと考える。 

生活を創意工夫する能力 
「修学旅行で役立つ物を作ろう」では，製作す

る物やその製作計画について考えたり，工夫した

りすること，及び製作する物の形や大きさ，目的

に応じた縫い方について考えたり，自分なりに工

夫したりすることをねらいとしており，製作の様

子の観察や学習カードの記述から，A が 21％，B
が 69％，C が 10％であると把握した。製作計画

を立てる場面では，不織布を用いて試作品を製作

することを通して，自分が製作したい物の形や大

きさはこれでよいか，どのような手順で製作すれ

ばよいかについて考え，自分なりに工夫していけ

るようにした。計画に沿って製作を進める場面で

は，段階見本や手順を掲示することで，自分の作

りたい物や使用目的に応じて，丈夫にしっかり縫

う必要がある場所はどこかを考え，縫い方を自分

なりに工夫していけるようにした。製作の見通し

をもち，製作の手順を学習カードに具体的に記述

していた児童，縫い方を自分なりに工夫し，なぜ

丈夫にしっかり縫う必要があるのか，学習カード

に理由を明確に記述していた児童を A とした。ま

た，C の児童には試作品に縫う順番を直接書き込

ませ，製作の手順を意識できるようにしたり，製

作見本を手元に置きながら製作を進めるようにし

たりするなどの指導をした。試作品があることで，

子どもが何をどのように製作したいと考えている

のかが分かり，個を把握することに役立ったと考

えるため，今後も一人ひとりが自分の思いに応じ

て製作する題材においては，不織布による試しづ

くりを取り入れていきたい。 

「物や金銭の使い方を考えよう」では，家族の

ための食事作りに必要な材料の選び方や買い方を

考えたり，金銭の計画的な使い方を工夫したりし

て，購入の見通しをもつことをねらいとしており，

グループでの話合いの観察や学習カードへの記述

及び発言内容から A は 27％，B は 73％，C は 0％
と把握した。家庭実践の材料をどのように選んだ

り，買ったりするかの計画を立てるまでに，家庭

との連携を図り，家の人の買い物の仕方について

どのような工夫をしているかを調べ，それぞれが

調べたことを共有化するための掲示資料を作成し

た。また，実際にスーパーマーケットや商店に行

き，品物を手に取り，価格や品質を調べ，それを

もとに材料をどのように用意するかを考えた。計

画を工夫していく場面では，自分が立てた計画を

友達に説明したり，友達からアドバイスをもらっ

たりすることなどを大切にした。グループでの話

合いを通して，児童は多様な見方や考え方ができ

るようになり，家族のための食事作りに必要な物

の選び方や買い方について考えたり，物や金銭の

使い方を見直し，金銭の計画的な使い方を自分な

りに工夫したりする姿が見られた。自分の計画を

ポスターにまとめ，発表に活用した。このポスタ

ーに友達からのアドバイスによって変更したいこ

とやもっと調べたいことなどを自由に書き込める

ようにしたことで，児童の思考や変容を把握する

ことができた。よりよい計画を立てるために友達

の計画に対してアドバイスするとともに，家族に

思いを伝えるための改善案をともに考えたり，工

夫したりしていた児童をＡとした。 
生活の技能 
「修学旅行で役立つ物を作ろう」では，製作計

画に沿って，ミシンを正しく安全に用いて製作す

ることができることをねらいとしており，製作の

様子の観察や学習カードへの記述及び完成した作

品から A は 37％，B は 60％，C は 3％と把握し

た。製作計画に沿って製作する場面では，製作す

る物ごとにグループを組んだことで，製作手順を

確認し合ったり，相談し合ったりしながら製作を

進めることができた。不織布を用いた試しづくり

の様子を観察していたため，児童が戸惑いやすい

ところや間違いやすいところを事前に把握できた。

それを生かして，手提げバックの持ち手の付け方，



ななめがけバックの肩ひもの付け方，ナップザッ

クの口部分の縫い方などについては，グループご

とに指導した。また，不織布を用いた試作品が手

元にあることで，見通しをもって製作することが

できた。これらのことが実現状況を高めることに

つながったと考える。ミシンを正しく安全に用い

て，よりよい縫い方で丁寧に製作進めていた児童，

製作を進めながら，同じグループの友達にも安全

への配慮を呼びかけていた児童をＡとした。また，

Ｃの児童には，手提げバックの持ち手の付け方や

ナップザックの口部分の段階見本を示したり，も

う一度試作品を組み立て直しながら手順を確認し

たりするなどの指導をした。今後も一人ひとり製

作する物が異なる場合は，製作する物ごとにグル

ープを組み，互いに学び合える環境を整えていき

たい。 
家庭生活についての知識・理解 

「修学旅行で役立つ物を作ろう」では，製作に

必要な材料や用具の安全な取扱い方及び製作手順

や時間の見通しが分かることをねらいとしており，

製作場面における行動観察，学習カードへの記述

内容，後日行った確認テストから A は 27％，B
は 70％，C は 3％と把握した。 

「物や金銭の使い方を考えよう」では，限りあ

る物や金銭を生かして使う必要性や方法，目的や

品質を考えた物の選び方や適切な買物の仕方が分

かることをねらいとしており，話合いや購入計画

を立てるための情報を集める場面における行動観

察や発言，学習カードへの記述内容，後日行った

確認テストから評価し，A は 31％，B は 69％，

合わせて 100％であると把握した。家族への思い

を大切にしながら，限りある物や金銭を生かして

使う必要性や方法を考えたり，家の人の買い物の

仕方や品物の品質や価格を調べたりしたことで，

物の選び方や適切な買物の仕方には様々な視点が

あることを実感を伴って理解することができたと

考える。物や金銭を計画的に使う方法だけでなく，

なぜ物や金銭を計画的に使わなければならないか

を理解していた児童，感謝の気持ちを伝えるため

に，購入する目的や品質を考えた物の選び方や適

切な買い方について自分や自分の生活に合った方

法を理解していた児童をＡとした。今後も，物や

金銭の使い方を考えるにあたっては，様々な情報

の中から自分と家族の生活に合ったものを取捨選

択していくことが大切であるということを理解す

るために，内容Ａ「家庭生活と家族」と関連させ

て学習を進めていきたいと考える。 

 
３．成果の普及と今後の展望 

子どもの実態をもとに行事等の関連を図りなが

ら 2 年間を見通した段階的な題材配列になるよう

に配慮して，年間指導計画及び評価計画を作成し

たことは，児童の意欲を引き出し，家庭生活を大

切にする心情を育むとともに，日常生活に必要な

基礎的・基本的な知識及び技能の習得につながっ

たと考える。また，「十分満足できる」状況（Ａ）

の子どもの姿や「努力を要する」状況（Ｃ）の子

どもの姿についても，あらかじめ想定したことは，

児童一人一人に寄り添った指導を行うことにつな

がった。さらに，学習活動における 1 時間ごとの

評価規準で，児童の実現状況を把握したことは，

指導の工夫及び改善につながり，次の授業を充実

させることができたと考える。 
今後も，実現状況を把握するための評価場面や

方法，評価規準が適切であったか等を検証したり，

それを児童一人一人への適切な指導に生かしてい

くことができたかを見直したりしながら，実現状

況について考察し，授業改善につなげていきたい。

尚，研究成果については横浜市家庭科研究会にて

発表及び提案する他，本校で作成した教育課程を

資料として活用してもらえるよう提供していく。 
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( 1 )学 習 指 導 要 領 に 定 め る 目 標 等 の 実 現 状

況の把握に関する研究  

研究対象教科等  家庭  

 

≪研究主題≫ 

「自ら考え，工夫し，自分の生活に 

生かそうとする子」

～活用する力を伸ばす家庭科の授業 

の在り方と評価の工夫～

 
【研究の要点】 

【主題設定の理由】 

  近年，子どもたちを取り巻く環境変化は大きい。また，

家庭科で学習したことが実生活に生かされていないといっ

た実態が見られる。この状況を踏まえて，家庭科の学びの

充実及び学んだことを実生活に生かせる力を身に付けるた

めの指導方法を工夫することが求められている。 

そこで，本研究では，家庭科の学習で身に付けた力を，

自分の生活の課題に当てはめて考え，よりよくしようと工

夫したり，改善したりできる子どもの育成を目指し，上記

の主題を設定した。 

 

【調査研究のねらい】 

  学習したことを実際に生活に生かすためには，一人一人

に確実に基礎的・基本的な知識や技能を習得させ，それら

を活用する力を高めることが重要である。そのためには，

題材及び授業の目標の明確化と適切な評価規準を設定する

ことが必要である。本研究では，特に，創意工夫する力を

高めるための評価方法及び評価規準の設定に視点を当てて

取り組んでいく。 

 

 

【評価の具体例】 

  パフォーマンス課題の調理計画の工夫については，評価

の判断基準を「ゆでるための準備」・「ゆで方」・「盛り付け

方」という３点で作成し，実現状況を把握した。評価方法

は，ワークシートの記述で行った。シャキシャキ感を出す

ために，切る大きさやゆで時間の工夫を具体的に考えた子

どもや，ゆで上がり時間を考えて，ゆでる順序を工夫して

いる子どもを「十分満足できる」状況（Ａ）と判断した。

子どもたちが学んだことを生かして創意工夫できるような

課題を設定したことによって，子どもたちの創意工夫する

力は高まりつつある。 

  京野菜を使ったゆで野菜料理の調理実習でも「生活を創

意工夫する能力」の実現状況を把握した。計画段階で工夫

する点が明確に書けていた子どもは，調理実習でも盛り付

けや片付けを工夫して行うことができた。調理実習の時間

は，技能面を見取りやすい時間と捉えていたが，盛り付け

方などの工夫を評価する時間としても大変有効であった。

計画段階では見取れない子どもの創意工夫も見取れる時間

であると言える。 

 

【成果と課題】 

  「生活を創意工夫する能力」を見取る方法として，パフ

ォーマンス課題を設定し，その評価の判断基準を用いて子

どもの実現状況を把握してきた。この課題を取り入れた学

習によって，子どもたちの家庭科に対する関心・意欲は非

常に高まったと考えられる。また，自分で立てた計画にし

たがって行った調理実習では，どの子どもも自分の計画し

たことをもとに自ら進んで活動していた。前時に考えた工

夫を生かす子どもや，活動しながら新たな工夫を取り入れ

て調理をする子どももいた。子どもたちがきちんと課題を

もって活動することにより，指導者は一つ一つ指示を与え

る必要がなくなり，一人一人の実現状況を適切に把握する

ことができた。 

  今後の課題としては，評価の判断基準となる子どもの具

体的な状況を作成していくことである。 

 

 



  

Ⅰ  研究指定校の概要  
１ 学校・地域の特色及び実態  
   本校は，京都市の中心部である京都駅に近く，

東本願寺の別邸である渉成園のすぐ南に位置す

る。各学年２学級，児童数273名という規模の学

校で，平成22年４月に六条院小学校・植柳小学

校・崇仁小学校の３校が統合し開校した。旧３

小学校は，それぞれ歴史のある地域であるとと

もに，生活実態もさまざまな家庭の子どもたち

が通う小学校だった。 

   そこで，本校では，学校長を中心に，熱意あ

ふれる教職員が一丸となって力強く，且つしな

やかに，全ての人と人との出会いとお互いの高

まりを大切にし，自ら行動する力をもった子ど

もを育成する下京渉成教育の創造を推進してい

る。 

 

２ 学校の概要（平成22年4月5日現在）  
 １  

年  
２  
年  

３  
年  

４

年

５  
年  

６  
年  

特別支援

学級 
 計  

学級数  ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １４

児童数  59 42 43 44 38 43 ４ 273

教員数 ２６ 名 

 
Ⅱ  研究の内容及び成果等  
１ 研究主題について  
 

 (1) 研究主題  

「自ら考え，工夫し，自分の生活に 

生かそうとする子」 

～活用する力を伸ばす家庭科の授業 
の在り方と評価の工夫～

 
  (2) 研究主題設定の理由と対象  
 ○［研究主題設定の理由］  
   近年，家庭や社会の急激な変化の中で，子ど

もたちの生きる力が問われている。一方で，家

庭には各種の電化製品や加工食品が普及して

家事が簡素化されてきている。それによって，

家事に関する技能の習得の機会が少なくなっ

てきてしまっている。また，家庭科で学習した

ことが実生活に生かされていない，生かそうと

しても生かしにくいといったような実態が見

られる。このような子どもたちの状況を踏まえ

て，家庭科の学びの充実及び学んだことを実生

活に生かせる力を身に付けるための指導方法

を工夫することが求められている。 

    そこで，本研究では，家庭科の学習で身に付

けた力を，自分の生活の課題に当てはめて考え，

よりよくしようと工夫したり，改善したりでき

る子どもの育成を目指し，上記の主題を設定し

た。 

 

 ○［調査研究の対象］ 

   家庭科の研究を進めるにあたっては，「Ｂ日

常の食事と調理の基礎」に関する内容を中心と

した題材を調査研究の対象とした。これまでの

六条院小学校での２年間の研究を踏まえ，また，

他の２校においても，食育の取組として，京野

菜作り・栄養について，各教科と関連させて取

り組んできたため，子どもたちは大変興味をも

っている。 
 

第５学年 
内容
項目 題 材 評価の観点

Ａ(1)ア(2)ア 

Ｂ(3)アイウオ 

Ｃ(1)イ(2)ア(3)イウ 

「わたしにで

きることは」 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

Ｂ(1)ア(2)ア 

(3)アウ 

「いただきま

す 京野菜」 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

Ａ(2)アイ(3)ア 

Ｂ(1)イ(3)ウエ 

Ｃ(2)ア 

「年の暮れか

ら新年まで気

持ちよく」 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

 

 



  

第６学年 
内容 
項目 題 材 評価の観点

Ａ(2)イ 

Ｂ(2)イウ(3)イエ 

Ｄ(1)アイ 

「楽しい食事

時間をくふう

しよう」 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

Ａ(3)アイ 

Ｂ(1)イ(3)ウ 

Ｃ(2)イ(3)アイ 

「季節のくら

しを楽しもう」 

関心・意欲・態度

創意工夫 
生活の技能 
知識・理解 

 

 

２ 評価の具体例と考察及び指導の改善  
 (1)「家庭生活への関心・意欲・態度」の評価 

   ５年生の最初の題材「わたしにできることは」

の第１時では，家庭の仕事に関心をもって，自

分でできるようになりたい仕事を進んで見つけ

る活動を行った。ガイダンス（資料１）で２年

間の学習の見通しをもたせていたので，子ども

たちの家庭科学習への関心や意欲が高まり，実

現状況は非常に高かった。また，交流する機会

を多く設けることで，自分の家庭での仕事を考

える手立てとなり，意欲を高めることができた。 

評価は，ワークシートと発言で行った。発表

では，家族の様子や友達の意見をもとにして発

言している子どももいた。学習の実現状況は，

ワークシートに書かれた「自分でできるように

なりたい仕事内容」から把握した。しかし，た

だ単に仕事内容だけを記入している子どももい

た。この場合，どのように評価するか，ワーク

シートだけで実現状況を把握するのは難しいこ

ともある。関心・意欲・態度を適切に評価する

ためには，根拠となる理由を書く欄を設けてお

く必要がある。また，書いたことに対して声か

けなどをすることによって，関心・意欲・態度

を適切に把握できるようになると考える。 

指導の改善として，まずは，家庭の仕事の中

で，自分は何ができるのかを明らかにすること

が大切である。自分はこれができるという自信

がないと実際の取組につながらない。そして，

家族のために自分ができることは何かという相

手意識をしっかりともたせる必要があると考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料１《２年間の学びのストーリー 

（ガイダンス）》 

 

 (2)「生活を創意工夫する能力」の評価 

   ５年生の題材「いただきます京野菜」の第８

時では，パフォーマンス課題『京野菜を使った

ゆで野菜料理の計画を立てよう』を設定した。

パフォーマンス課題を設定する際は，子どもた

ちがこれまでの学習において，知識や技能をど

の程度身に付けているのかを把握し，その上で，

今回の題材で基礎的・基本的な知識と技能を生

かし，活用する力とは何かを明確にしてきた。 

   パフォーマンス課題の調理計画の工夫につい

ては，「ゆでるための準備」・「ゆで方」・「盛

り付け」という３点で判断の基準を作成し，実

現状況を把握してきた。評価は，ワークシート



  

の記述で行った。シャキシャキ感を出すために，

切る大きさやゆで時間の工夫を具体的に考えた

子どもや，ゆで上がり時間を考えて，ゆでる順

序を工夫している子どもを「十分満足できる」

状況（Ａ）と判断した。子どもたちが学んだこ

とを生かして創意工夫できるような課題を設定

したことによって，子どもたちの創意工夫する

能力は高まりつつある。 

   しかし，どのように記述されていれば「十分

満足できる」状況（Ａ）として評価するのか判

断の見極めが難しいことがあった。今後は，子

どもたちが考える具体的な記述例も記載してお

くことで，より見取りやすくなると考える。そ

して，「十分満足できる」状況（Ａ）をきちん

と捉えて評価できるようにしたい。 

   また，題材を通して，学んだことや課題だっ

たことが段階的に生かされていくように題材構

成を工夫した。第４時では栄養教諭の示範を通

して青菜・根菜のゆで方の違いを学び，これを

もとに第６・７時の１回目の調理実習を行った。

さらに，調理実習でうまくいかなかったことを，

ふりかえりの時間にきちんと押さえたことによ

り，第８時の調理計画を立てる際には，前回は

大根が硬かったから，今回は小さく切るように

してやわらかくしたいと計画する子どもがいた。

第９・10時の２回目の調理実習では，よりよい

ものを作っていきたいという意欲にもつながっ

ていった。また，これまでに学習したことが基

礎となり，食材に合う切り方を工夫する子ども

もいた。このように，自分の課題を改善してい

こうとすることが，子どもたちの創意工夫する

能力を高めることにもつながっていくと考える。 

   ワークシートについても，どうしてそのよう

な工夫をしようと考えたのかという理由が記述

できる枠を設けることで，「十分満足できる」

状況（Ａ）が適切に把握できると考えられる。

今回は，気を付けることと工夫したいことを同

じ枠に記入させたため，書きにくく感じた子ど

ももいたのではないかと考える。特に「ゆでる」

欄には，前時までに知識として学んだ内容を書

くだけに終わっていた子どもがいた。野菜の種

類や好みに応じたゆで方の工夫も記入できるよ

うに改善していきたい。（資料２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２《改善したワークシートの例》 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料３《火を調整している様子》 

 

 



  

  京野菜を使ったゆで野菜料理の調理実習（第

９・10時）でも，「生活を創意工夫する能力」

の実現状況を把握した。調理計画の段階で工夫

する点が明確に書けていた子どもは，調理実習

でも盛り付けや片付けを工夫して行うことがで

きていた。この他に，計画では工夫が思いつか

なかった子どもも，調理実習では，食材の量に

合わせて水の量を調節したり，大きく切った聖

護院だいこんを弱火でゆでていたところ，ゆで

時間がかかることから，火を少し強く調整した

りした子どもがいた。（資料３）こうしたこと

から，調理実習の時間は，技能面を見取りやす

い時間と捉えていたが，盛り付け方などの工夫

（資料４）を評価する時間としても大変有効で

あったといえる。計画段階では見取ることがで

きない子どもの創意工夫の様子を見ることもで

きた。昨年度は，技能なのか創意工夫する能力

なのか，どちらを評価しているのかが曖昧にな

ってしまうこともあった。しかし，目標を明確

化することによって，調理実習での創意工夫す

る能力が見取りやすくなった。したがって，調

理実習の時間は，計画段階では十分に見取れな

い子どもの創意工夫する能力を見取ることがで

きると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４《工夫した盛り付けの一例》 

 

評価は，子どもたちの観察とワークシートで

行った。観察では，指導者が一人一人と対話を

しながら，しっかりと見取ることができた。そ 

れは，栄養教諭とのティームティーチングの指

導（以下ＴＴ指導）によるところが大きいが，

今回の調理実習では，指導者が調理の指導を一

つ一つ行わなくても，子どもたち自身が見通し

をもって調理を進められるようにしてきたこと

が大きな要因である。パフォーマンス課題を取

り入れた授業を行うことによって，創意工夫す

る子どもたちの姿を適切に把握することができ

たことは，大きな成果と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 資料５《調理実習後のふりかえりプリント》 

 

   ワークシートについては，これまで考えてき

た工夫がどれだけ実践できたかをふりかえられ

ることができるようにした。（資料５）工夫し

た理由も記述できる枠を設け，その内容から「十

分満足できる」状況（Ａ）を把握できるように

した。 

   聖護院だいこんのナムルを作っていた子ども

は，だいこんの幅を決めて切る理由として，太



  

く切るとゆで上がりが遅くなると書いていた。

また，うまくいった工夫として，出来上がり時

間を考えて，ゆでながらたれを作っていたとこ

ろ，両方が同時に作り終わることができたこと

を書いていた。この子どもについては，観察段

階で「十分満足できる」状況（Ａ）として評価

していたが，ワークシートによって，より適切

に把握することができた。（資料６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６《ゆでながらたれを作り上げ， 

盛り付けをしている様子》 

 

 (3)「生活の技能」の評価 

   題材「いただきます京野菜」の第６・７時で

は，青菜と根菜を，切り方やゆで方，盛り付け

方を工夫して調理実習を行った。子どもたちは，

前題材「わたしにできることは」で一度調理実

習を経験している。また，前時までに，栄養教

諭より，青菜・根菜のゆで方の違いや食材・料

理に合った切り方等を学んできている。しかし，

調理の見通しがもてない子どもや等分に切るこ

とが分からない子どももいた。また，沸騰した

後は弱火にすることから，弱火にしすぎてしま

い，お湯を冷ましてしまっていたグループもあ

った。こうした子どもたちに対して，すぐに教

えることはせず，調理の方法を提示し何をすれ

ばよいのか，グループ全員で一緒に考えながら

調理を進めるようにしてきた。 

   「生活の技能」については，これまでの子ど

もたちの経験によって大きく左右されることが

ある。したがって，１回の調理の中だけでは，

技能面の実現状況を適切に把握することは難し

いと考える。そこで，第６・７時の調理実習で

は，経験の乏しい子どもを中心に「おおむね満

足できる」状況（Ｂ）に満たない子どもへの支

援に重点を置いて指導を行った。栄養教諭との

ＴＴ指導を充実させることで，個々の疑問や戸

惑いに丁寧に対応してきた。そして，ふりかえ

りの時間を設け，うまくいかなかったことが次

時への意欲につながるような声かけをしてきた。 

   第８時の調理計画を立てる場面では，この経

験を生かして考えようとする子どももいた。そ

の後の２回目の調理実習では，上述したように，

これまで学んできたことを頭に入れながら，ど

の子どもも手際よく調理する姿が見られた。例

えば，白菜のやわらかい部分と硬い部分とを分

けて切り，時間差をつけてゆでる子どももいた。

そして，グループ内で分担して，片付けをしな

がら調理を進める姿を見取ることもできた。 

   「生活の技能」では，一人一人が経験できる

場を設定したり，何度も繰り返し練習ができる

ように題材構成を考えたりすることの大切さが

分かった。 

 

(4)「家庭生活についての知識・理解」の評価 

   題材「いただきます京野菜」の第２時の栄養

素の働きの学習では，高い実現状況であった。

これは，家庭科の時間だけでなく，日頃から給

食の時間に，給食の献立や給食カレンダー表を

利用して３色の食品群の栄養分類等を行ってお

り，日常の生活と結び付けて学習してきたから

であると考える。 

   第４時の「野菜に応じたゆで方の理解」につ

いての実現状況を把握することについては，技

能を伴いながら理解を深めていく内容であるこ

とから，本時の学習だけでは，適切な把握がで



  

きたとは言えない。それは，第４時で青菜はお

湯からゆでると理解し，「おおむね満足できる」

状況（Ｂ）と判断した子どもが，第６・７時の

調理実習の時には，沸騰していないお湯を使っ

てゆでようとしており，十分に理解できていな

いことが分かった。逆に，第４時にＢに満たな

いと判断した子どもが，調理実習を経験したこ

とによって，青菜と根菜のゆで方の違いが分か

り，「おおむね満足できる」状況（Ｂ）へと高

めることがでる場合もあった。 

このことから，知識・理解の実現状況を把握

する場合も，生活の技能と同様のことがいえる。

１時間の授業の中だけでは正しく理解できにく

い子どもには，定着を図るために一つ一つ確認

する場を設けることも必要である。このような

指導を実践し，その理解の上にパフォーマンス

課題による自ら創意工夫する時間を設けたこと

により，どの子どもに対しても理解を深める結

果が得られたと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７《栄養教諭による指導》 

 

また，本題材では，栄養教諭から示範を通し

て調理の仕方を学ぶなどの工夫を行った。栄養

に関する専門知識をもっている栄養教諭から実

際に見て学ぶことで，知識・理解とともに技能

の定着も図ることができた。（資料７）子ども

の調理実習の際には，栄養教諭がどのように行

っていたかをふりかえる声かけをすることで，

戸惑いが解決できることもあった。今後も，ゲ

ストティーチャーの活用や栄養教諭とのティー

ムティーチングをより充実させていきたいと考

えている。 

 

３ 成果の普及と今後の展望  
これまで，活用する力を見取る方法として，

パフォーマンス課題を設定し，判断基準を設定

して子どもの創意工夫する能力の実現状況を把

握してきた。パフォーマンス課題を取り入れた

学習によって，子どもたちの家庭科に対する関

心や意欲は非常に高まったと考える。 

また，自分が立てた計画にしたがって行った

調理実習では，どの子どもも自分の計画をもと

に自ら進んで活動していた。（資料８）前時に

考えた工夫を生かす子どもや，活動しながら新

たな工夫を取り入れて調理をする子どももいた。

パフォーマンス課題を取り入れた活動を行うこ

とによって，それぞれの子どもの活躍する姿が

見取りやすくなった。こうしたことは，パフォ

ーマンス課題を取り入れずに全員一律に同じ食

材を使い，同じ手順で調理するといった活動で

ははっきりと見取れなかったことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８《自ら進んで活動している様子》 

 

以上のことから，パフォーマンス課題を取り

入れた家庭科の授業が，関心・意欲・態度や創

意工夫する能力を高める上で大変有効であった



  

と考える。 

しかし，ただ単に取り入れればよいというこ

とではない。子どもに身に付けさせたい力は何

かということを明確にした上で，どんな点を工

夫すればよいのかを明らかにして，パフォーマ

ンス課題を作成することが重要である。 

このように，パフォーマンス課題を取り入れ，

目標の明確化と評価規準の具体化・精選化を図

ったことにより，子どもたちの創意工夫する能

力を高めることができたといえる。 

平成２３年度より新学習指導要領が全面実施

となる。この３年間，実りある研究を進めるこ

とができた。本校は，今年度開校した新しい学

校であり，「豊かな学びモデルスクール（家庭

科）」推進事業の研究指定を受けている。これ

までの研究の成果を取り入れ，さらに新しいモ

デルを全市や全国に発信していきたいと考えて

いる。 
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