
＜タブレットを使って動画を撮影＞ 

県居小 ６年「じょうずに使おう お金と物」 

【実践内容】 

 コロナ感染症の拡大で今年度の家庭科学習は学習内容を大幅に入れ替えたり、調理実習も感染症

対策を徹底した上で２学期に行ったりしたが、学習内容は従来通り行うことができた。そうした中

でコロナ禍だからこそ子供たちが学べたことがあった。それは、修学旅行でのお金の使い方である。

幸いにして本校は予定通り１０月に目的地は変更になったが修学旅行に行くことができた。GO TO 

トラベルが適用されたため、子供たちには一人当たり６千円の地域クーポンが支給されることとな

った。修学旅行の小遣いを８千円と決めていたため、現金は２千円のみとなった。地域クーポンに

は、使用条件があるため「修学旅行で使い切ること」「おつりは出ないこと」という条件を事前に

子供たちに説明し、それを踏まえた上で、計８千円で修学旅行のお土産の計画を立てさせた。そこ

で５年生の家庭科で学習した「上手に使おう お金と物」をもう一度振り返った。 

①上手な買い物とはどのような買い物の仕方か。 

②必要な物、欲しい物は何か。 

③事前に調べ、買い物計画を立てる。 

買い物ができるところは２ヵ所だったため、どこで何を買うか子供たちには事前に計画を立てさ

せ、内容を確認し指導した。 

【成果】 

 修学旅行に GO TOトラベルが適用され、子供たちに地域クーポンが支給されるのは、事前には全

く予想していなかったが、子供たちはクーポン６千円を含めた８千円の中で上手に買い物をし、ク

ーポン券を全員使い切ることができた。この経験は今後の買い物の中で生かされることと思う。                                                        

（文責：鈴木 範子） 

西小 ６年「工夫しようおいしい食事」 

【実践内容】 

 ６年生の家庭科「野菜いためを作ろう」の学習では、コロナ禍でどのように安全、安心な調理実

習を行うかについて校内で話し合い実践を行った。 

①備品→包丁・まな板の雑菌庫を使用して、調理器具を常に衛生な状態に保っている。 

②安全対策→手指の消毒の徹底。包丁は教師がふきんに包んで渡す。 

      材料提供（今年度は、学校で購入した材料を事前に一人分 

ずつ分けておき、児童に配給する。） 

調味料の提供（油・塩・こしょうなどは、必要分を教師が 

児童の小皿に配る。） 

③実習形態→２人組を作ってお互いの調理の様子を見合うこととした。 

 

                                 

【成果】 

  材料の配給方法や実習形態を工夫することで、児童が安心して調理実習をすることができた。

今までは４人で調理実習をしていたが、密を避けるために２人組を作り片方が調理をしている時に

もう一方の児童が観察をするという形にした。タブレットで動画撮影したことで、振り返りをする

際にも活用することができた。教師側にとっても児童の実習の様子を見取り、評価に生かすことが

できた。 

（文責：西川 智佳子） 



＜調理実習中の児童の様子＞ 

＜バランスを意識した献立＞ 

富塚小 ５年「クッキングはじめの一歩」 

【実践内容】 

 ５年生の家庭科「クッキングはじめの一歩」の学習は、調理に必要な用具などの安全で衛生的な

取り扱いや加熱用調理器具の安全な取り扱いについて知り、材料に適した「ゆでる」という調理法

を学ぶ単元である。調理実習では、グループで一品ではなく、 

一人一品を作るようにし、自分で材料を選んで用意するところ 

から、片付けまでを一人で行うようにした。同じ調理台は、同 

じ材料を使って調理する児童になるようにして、作業しやすい 

環境をつくるようにした。 

 

 

                                

【成果】 

 一人一品を作るようにしたことにより、調理台で児童同士の間隔を１ｍ以上確保し、材料や道

具の受け渡し、試食時などに三密を避けることができた。コロナウイルス感染予防対策のために

も有効だった。また、実習では一人一人の見取りが難しいが、栄養教諭にも入ってもらい、２人

で対応することができた。そのため、児童の実習の様子を見取り、評価することもできた。 

 

（文責：増井里枝子） 

 

竜禅寺小 ５年「食べて元気に」～「Ｂ：衣食住の生活」の学習から～ 

【実践内容】 

  校内で実施される「給食週間」と併せて、「食べて元気に」の単

元を 実践した。五大栄養素と三つのグループについて学習した

後、班ごとに給食の献立に使われる食品を赤・黄・緑のグループ

に分類し全体で共有した。 

続けて、自分が食べたい給食の献立を考え、材料を３つのグル

ープに分類した。食べたいものだけでは栄養に偏りがあることに

気付き、献立を変更したり材料を追加したりして、自分が好きな

メニューかつバランスの取れた献立を提案した。     

                                 

【成果】 

  食品を分類する活動を通して、いも類が炭水化物、ごまが脂質に分類されることに驚く児童が

多くいた。また、給食で使われる１週間分の材料を皆で分類したことで、「給食は栄養のバラン

スを考えて作られているということを改めて実感した。」という振り返りが見られ、嫌いなもの

でも食べてみようとする児童もいた。 

  また、自分が食べたい給食の献立を考える際、各自の食の好みや偏りを実感することができた。

さらに、給食を食べた後や、家での食事を振り返って「今日は黄色が多かった。」「緑をたくさん

食べるのはなかなか難しい」と、普段の生活でも食事に関する話題を出す児童が見られ、栄養へ

の関心が高まっている様子だった。                 （文責：藤田 瑞） 



＜子供の作品例＞ 

＜包丁練習のワークシート＞ 

＜じゃがいもの皮むき 

 保護者のアドバイス・感想＞ 

 

東小 ６年「リメイクに挑戦」 

【実践内容】 

 １学期に、トートバッグかナップザックを選び、セット購入して製作した。２学期は、朝食のお

かずと一食分のおかずの調理実習を予定していたが、１つしかできなくなってしまった。代わりに

「ソーイング PARTⅡ」として、自宅にある古着や不要な布を使い、作りたいものを製作する裁縫の

発展学習を行った。 

【成果】 

 休校中の課題でも取り組んでいたためか、どの子もスムーズに製作できた。休校中はマスクやマ

スコット、ティッシュケースなどが多かったが、今回の作品の中には、柔らかい布を使った５０cm

以上もある大きなぬいぐるみや、ジーパンの足の部分以外を使った丈夫なバッグ、柄のＴシャツと

ジーパンの後ろ部分を使ってポケットのあるエプロ

ン、かわいい柄やレースなどお気に入りの布を使っ

たブックカバー、靴下を使ったマスコットなど、布

の特性を生かしたり、古着の機能性を利用したりす

る作品が多く見られた。家にあるものを使って「リ

メイク」する体験を通して、環境問題に取り組むこ

とができる上、製作する喜びを味わったり、物を大

事にする心を育んだりすることもできたと考える。 

         （文責：岡本光世） 

船越小 ５年「クッキング はじめの一歩」６年「くふうしようおいしい食事」 

【実践内容】 

２学期は、新型コロナウイルス感染症予防として、調理実習を行    

うことができなかった。そこで、調理実習ができるようになったら   

スムーズに活動できるように次のことを行った。 

５年生は、包丁の扱い方の練習を家庭学習とし、各自でワークシ  

ートに取り組んだ。①包丁の握り方②包丁の構え方③素材の持ち  

方④厚さや大きさがそろっているというポイントをそれぞれ５点 

満点で自己採点し、反省を書き、家の方からのコメントも記入する  

ようになっている。 

  ６年生は、包丁を使ったじゃがいもの皮のむき方を動画を視聴

しながら学習した。そして、じゃがいもの皮むきをとじゃがいも 

を使った料理作りを宿題として出した。 

【成果】 

  ５年生の実践では、４つのポイントを意識するだけでなく、素

材によって切り方を工夫したり、切ることが難しかった素材に再

度チャレンジしたりする児童がいた。また、切ったものを使って

料理を作るなど、積極的な姿勢が見られた。 

  ６年生の実践では、保護者の方から包丁の使い方や指の位置、 

切る時のイメージなどたくさんアドバイスをしてもらっていた。また、作りたい料理に合うよう

にじゃがいもの切り方を工夫していた。親子で作ったり、作ったものを家族みんなで食べたり、

家族団らんの時間にもなった。                     （文責：村木美緒） 



＜ボランティアの支援＞ 

萩丘小 発達支援学級５，６年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

 発達支援学級の家庭科では、通年でコミュニティ・スクールが中心となってボランティアを募り、

支援をしていただいた。                               

【成果】 

①支援が計画的に安定して入ったことで、授業の計画が立てやすくなった。 

②たくさんの支援が入ったことで安全で安心して授業行うことができた。 

（家庭科の授業は刃物やアイロンなど危険を伴うものが多かったので、と

ても助かった） 

③子供たちの一番大切なタイミング（困っていたり気を付けたりしなけれ

ばいけない時など）にすぐに教えてもらえた。 

④地域のボランティアの保護者の方が温かく接してくださったので、先生以外のいろいろな人が自

分たちを大切にしてくださっていることを子供たちが肌で感じることができた。 

（発達支援級の子供たちが社会に出るときの力になる。） 

⑤支援の手が多かったので、作業がとても進み、作品がきれいに仕上がった。（子供たちのやる気

もアップした。） 

⑥地域の方が家庭科室に入るようになったことで、地域の方が自主的に家庭科室の環境を良くしよ

うと動いてくれた。（カーテンがついたり、新しくきれいな台ふきんを用意してくださったりした。） 

（文責：杉山かおり） 

 

富塚西小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

  子供たちは個々に、家族にどんな食事を作りたいか目当てを立て、「栄養・色どり・おいしさ」

の３つの視点から１食分の献立を作成した。その際、「汁物、炒め物、サラダ、煮物」に適して

いる食品を、五大栄養素の食品の写真に丸印をつけて示し、全員に配付した。「栄養」について

は、栄養教諭が「一汁三菜」や「旬の野菜」についての話をし、具体的な見直し方を伝えること

で意欲化を図った。「色どり」は、盛り付けたときの見た目の色であることを伝え、すぐ見て分

かるようにワークシートに色鉛筆でその色を書き込ませた。「おいしさ」については、食品の適

した調理法と家族の好みの両方を考えるよう伝えた。その後、グループ交流で献立のよさを見付

けたり、アドバイスしたりし合った。アドバイスをされて直したいときには、考えの変化が分か

るように、赤鉛筆で書き込むようにさせた。最後に全体交流で、グループ交流で互いの考えを聞

き合った。 

【成果】 

  「一汁三菜」から味噌汁を選択していた子が多く、また、野菜が不足している子が多かった実

態から、栄養教諭が味噌汁に入れる実の数を「３～５」と具体的に示したことで、旬の野菜も参

考にしながら野菜を増やすことができた。グループ交流では、同じ食品を使った献立を２つ考え

ていた子供が、友達のアドバイスを聞いて、栄養の視点から見直すことができた。ワークシート

に直したところを赤鉛筆で書き込んだことで全体交流での発表がしやすく、よりよい献立になっ

たことを実感することもできた。 

（文責：猿田 智佳子） 

 



＜栄養教諭がアドバイス＞ 

＜栄養バランスを確認＞ 

白脇小 ６年 家族の願いを叶える献立作成「こんだてを工夫して」 

【実践内容】 

  普段の食事の取り方を振り返り、１食分の献立を考える学習を行った。単元の導入で「紙上で

のバイキング給食」を行い、自分の食事の取り方を振り返り、課題を見付け、家庭で献立作成の

際に大切にしていることをインタビューする機会を設けた。 

  そして、自分で考えた献立を改善する学習の際、栄養教諭との連携 

を図った。まず、栄養バランスに重きを置いて献立を見直す中で、栄 

養のエキスパートとして児童の考えを称揚したり、補足説明を行って 

もらったりした。次に、栄養バランス以外の視点（旬、色どり、調理 

法、味のバランス、好み、）について話をしてもらった。 

そして、子供同士の意見交流の中で、よりよい献立作成に活かそうと考えることができた。 

 

【成果】 

  〇単元を「家族の願いを叶える」とすることで、学びに向かう力を伸ばすことができた。 

  〇導入で「紙上バイキング給食」を行うことで、栄養バランスに対する関心が高まった。 

  〇栄養教諭の話は、より真剣に聞き入る姿が見られ、その後の意見交流も活発に行われた。 

  〇家庭でのインタビューを単元の中で２度行うことで、献立作成の際に大切なことについての

理解が深まり、よりよい献立作成に活かそうとすることができた。 

（文責：今田 悠希子） 

曳馬小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

  栄養のバランスを中心とした献立を考え、よりよい献立にするために、栄養教諭の指導やアド

バイスをもらった。児童が考えた献立を事前に栄養教諭に見てもらい、 

栄養教諭と献立に使う食品をグループに分類して、栄養のバランスを 

確かめた。それをもとにして、考えた献立を見直し、不足した栄養を 

補うために食品を追加したり、変更したりして、栄養のバランスのと 

れた新たな献立を考えた。 

             

【成果】 

  栄養教諭と一緒に３つの食品に分類していくと、緑の「おもに体の調子を整えるもとになる食

品」が、赤や黄の食品よりも不足していることに気付いた。栄養のバランスを確認していくこと

で、自分が考えた献立の良いところや不足している食品を知ることができた。栄養教諭が、児童

が考えた献立を写真で可視化したり、写真の献立カードを使用したりすることで、新たな食品や

献立にすぐに変更することができ、よりよい献立にしようと意欲的に活動に取り組んだ。栄養教

諭のアドバイスが的確で、児童も納得してよりよい献立を考えることができた。 

栄養教諭と TT 指導を行うことで、食品についての理解を深め、充実した活動を行うことがで

きた。 

               （文責：原 恵子） 

 

 



瑞穂小 ５・６年（発達）「ミシンで作ろう～ありがとうを伝えよう～」 

【実践内容】 

 発達学級（知的）の５・６年（計１１名）を対象に、布を用いた生活に役立つ物の製作の実践 

を行った。発達学級児童２４名分と、支援員や用務員を含む職員５０名分のランチマットを製作 

し、年度末にプレゼントした。布選びや手紙、包装などは、生単の時間も活用して取り組んだ。 

＜実践の流れ＞  

  ① 手縫い（既習の雑巾）とミシン縫いを比べる  

② ミシンの基礎操作を練習する（ティッシュケース作り） 

  ③ 自分が作る相手を決め、布を選ぶ 

  ④ ランチマットを作る・お礼の手紙を書く 

  ⑤ ランチマットと手紙を袋に詰め、シールを貼る 

  ⑥ 渡し方を練習し、下級生や職員に渡しに行く 

【成果】 

  児童からは、「交流学級の〇先生には、この柄が似合う！」「初めはまっすぐ縫えなかった。△ 

さんに喜んでほしいから何度もやり直したよ。今は直線縫いも返し縫いもばっちり」「□さんが 

私の作ったランチマットを使ってくれた」などの声があった。相手意識を明確にもつことで、喜 

ぶ姿や使う姿を想像し、自分の物を作る以上に慎重に作業を進めていた。製作から製品が相手に 

届くまでの過程に携わることで、達成感を得るとともに、就労についても考えるきっかけとなっ 

たようだ。また、下級生の中には、「卒業したお兄さんからもらったよ」と今もランチマットを 

大切に使い続けている児童もいる。時数や教員配置等には課題が残るが、この実践を通して、個々 

の技術の向上だけでなく異学年のつながりを深めることもできたと感じる。 （文責：望月麻衣） 

 

双葉小 発達「整理整とんマスターになろう」 

【実践内容】 

 発達支援学級において、「整理整とんマスターになろう」の学習で、道具箱やロッカーなどの整

理整頓をする学習を行いました。課題を発見し、計画を立て実践し、結果を評価・改善するという

学習過程を意識して、それを発達支援学級の児童にとって、分かりやすい表現で表す工夫をしまし

た。 

①確認（中身がどうなっているかを確認する） 

②整理（必要な物と不要な物に分ける） 

③整頓（物の置き場所を決める） 

④使う・戻す（使ったら元の場所に戻す） 

⑤見直す（しばらくたってどうなっているか振り返る） 

という手順を示し、実際に自分の道具箱の整理整頓に取り組みまし

た。 

【成果・課題】 

手順を明確に示すことで児童はその手順を意識し、課題の発見、計画・実践、評価・改善という

過程をたどって、整理整頓をすることができました。また、整理整頓した後の状態を写真に写すこ

とで、達成感を持つことができていたと思います。 

しかし、授業の中で整理整頓ができたことに満足し、その後の日常生活に生かすことができてい

ませんでした。学習したことを日常に生かそうとする、生活をよりよくしようと工夫する態度を育

てることが今後の課題です。（文責：山本 あかり） 

〈整理整頓された道具箱〉 

＜プレゼントを渡す様子＞ 



広沢小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 私の学級の児童たちは、給食も残しがちで、食に対する意識が低いのではと日頃から感じていた。

そこで、家庭科の学習を通して、食の大切さや食事を作ることの大変さ、作る人の思いなどに気付

くことで、食に対する意識を少しでも上げてほしいという気持ちでこの単元の授業を行った。 

 まず、三大栄養素について学習した。どんな食材がどんな栄養素に属するのか、学級でさまざま

な食材を出して分類分けをした。次に、給食の献立表を使い、その日に食べた給食の栄養素を分析

した。そして次の時間には自宅からレシピ本を持参し、栄養バランスや色合いなどを考えた献立を

考え、グループで共有した。また、調理実習ではジャーマンポテト作りに挑戦した。                                 

【成果】 

 給食の献立表を使い、その日に食べた給食を分析する活動では、

給食は栄養バランスをしっかり考えられたものであるということに

多くの児童が気付いた。また、自分で一食分の献立を立てる活動で

は、次のような児童のコメントが見られた。「栄養バランスや色合い

を考えて献立を作ることは大変だった」「毎日献立を考え、作ってく

れるお母さんに感謝したい」「自分で考えた献立を作って食べたら、

よりおいしく感じそう」。この活動を通して、毎日当たり前に口にす

るものが、自分たちの健康を考えて作られているものだと感じるこ

とができたのではないだろうか。（文責：石本知佳子） 

 

上島小 ５年「ソーイング初めの一歩」 

【実践内容】 

本単元の導入では、針と糸を使って布を縫い合わせることでいろいろ

なものをつくることができる事例を紹介した。そして、単元の最後に林

間学校に持っていくオリジナルのペンケースづくりをするために、裁縫

の技術を身に付けることを目標とした。児童は林間学校に持っていくた

めに、丈夫で使いやすいペンケースを作ることに興味関心をもち、意欲

的な態度であった。しかし、玉止め・玉結びが上手くできない児童が多

く、つまずく児童がいた。そこで、教師が玉止め・玉結びを実際に行っ

ている手元を、実物投影機を使ってテレビに映して見せながら説明を行

った。一度見ても分からなかった児童には、もう一度教師の手元を見るよう声をかけ、繰り返し説

明を行った。                                 

【成果】 

納得がいくまで見てから練習するように声かけをすると、「わからない」等という声が少なく、

落ち着いて作業に取り組むことができた。実物投影機を使って説明した後は、支援が必要な児童に

対し、個別指導に入りやすいことも分かった。動画等と異なり、児童の声を聞き、様子を見ながら

玉止めを繰り返したり、手元を拡大したりすることができた。また、コロナウイルス対策のため、

教師の近くに集めての一斉指導がしにくい中、実際に手元を見せることができるので良い方法だと

感じた。（文責：大須賀朝美） 

 

＜ジャーマンポテト作り＞ 

＜実際のテレビ画面＞ 



＜完成した料理＞ 

＜学年の木＞ 

追分小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 ６年「くふうしよう おいしい食事」の学習では、バランスを考えた献立を作成し、その中から

一品を選び、調理実習を行った。献立の作成では、栄養バランスだけでなく、味付けや色、調理方

法などのバランスを考えることの大切さについて知ること

で、様々な視点から献立を考えることができた。 

 調理実習では、グループで作るのではなく、個人で調理を

行うようにしたり、一つの調理台で活動する児童の人数を制

限したりすることで、感染症予防にも配慮した。また、調理

した料理を弁当箱に入れて、教室で食べるようにした。 

 【成果】 

 〇 個人で調理をしたことで、児童は自分が考えた献立に合わせて調理をすることが可能にな 

り、学習の目的が明確になった。また、児童は自分の作りたいものに挑戦することができ、満 

足度が高かった。 

 〇 個人で調理をしたことで、調理中の様子や完成した料理の見取りがしやすく、評価のしやす 

さにつながった。 

 〇 完成した料理を弁当箱に詰めたことは、衛生面や感染症対策の面で有効だった。 

（文責：河村 鮎美） 

 

浜松市立中部小 ５年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

 ５年生は総合的な学習の時間に環境について学習をする。そこで、学年掲示板にフェルトを使っ 

て葉の形のマスコットを作り、「学年の木」として展示することとした。葉には葉脈がある。それ 

を表すために並縫い、本返し縫い、半返し縫いを学習した。ま 

た、２枚を合わせて、ふくらみをもたせるためにかがり縫いの 

学習をした。 

葉脈を縫うポイントとして、次の３点を提示した。①場面に 

合わせた縫い方をする。②皺が寄らないように縫う。③表面か 

ら玉止め、玉結びが見えないように工夫する。そして、実際に 

教師が作って見本を見せながら縫い方を伝えた。 

【成果】 

 ３種類の縫い方を使い分けることで、葉脈に変化ができることに気付いた子供たちは、オリジナ 

ルの葉脈を表現したいと、縫う活動に意欲的に取り組むことができた。また、「かがり縫いは細か

くしないと綿が出てきてしまうから、もっと間隔を狭くして縫っていこう。」「真ん中の太い葉脈に

は本返し縫いにして他の並縫いにすると葉っぱらしく見える。」などオリジナルの作品に仕上げる

ために考えたり、工夫したりすることができた。 

（文責：栗原 美歩） 

 



＜手縫いの練習布＞ 

佐鳴台小 ５．６年「はじめてみようソーイング」 

【実践内容】 

 並縫いや半返し縫い、本返し縫い、玉結びの

練習を行えるような練習布を用意した。手縫

いの練習では、玉止め、玉結びの位置を示した

り、針を刺す場所を点、半返し縫いや本返し縫

いで戻る幅を黒線で印をつけたりすること

で、視覚的に分かるようにした。また、縫う練

習が繰り返しできるように、おにぎりと自分

の名前の縫い取り線も用意した。さらに、玉結

びに慣れるために、おにぎりの中にごま塩を

玉結びの技法を使って付けるように指導し

た。  

        

【成果】 

  並縫い、半返し縫い、本返し縫いの違いが分かり、縫う練習に取り組むことができた。また、

複数の課題を１枚の布に取り入れたことで、児童のペースに合わせて行うことができた。 

（文責：正木 李佳） 

 

泉小 ６年 「暑い夏を快適に」～SDGsの視点から「トライ！夏のエコ生活」につて考える～ 

【実践内容】 

 ３月に配付された新しい「消費者教育掲示教材 指導ガイド」を受け、『SDGs』と児童との出会

わせ方について考えた。そして、６年国語科「私たちにできること」の単元と合科で捉え、１学期

に実践した。今回は「持続可能な開発目標－SDGｓ－アクティビティー集（Save the Children）」

を参考として、環境分野に焦点化し、以下のような３時間の展開を考えた。 

① ・世界の国々について知る。 

・１５年前の世界と今の世界について考える。（人口、死亡率、識字率、二酸化炭素排出量） 

② ・二酸化炭素の排出量より「こうなるであろう未来」「こうなってほしい未来」を考える。 

・世界の子供たちのストーリー（モンゴル）から、世界に目を向ける。 

③ ・SDGsについて知り、自分にできることを考える。 

【成果】 

『SDGs』を知ることによって、児童は「このままでは地球が危ない」と

いうような、地球全体の課題であることとして捉え、自分のできること

を考えるようになった。また、学年の早い時期に SDGsについて学習をし

たことによって、「暑い夏を快適に」以外にも「クリーン大作戦」「くふうしよう おいしい食事」

の単元においても、具体的な行動改善について考えることにつなげられる。さらに、自主勉強で

SDGs や環境問題について調べ学習を進めたり、新聞へ投稿したりと、自ら課題意識をもち行動す

る児童も見られた。今後も実生活へとつながる授業を考えていきたい。（文責：坂田 英香） 

 

＜教室の出入り口用掲示＞ 



＜お米の変化の様子をじっくり見極める子供たち＞ 

城北小 ５年「食べて元気に」 

【実践内容】 

  １１月の初めに、青少年の家に行き野外炊飯を行った。水加減や飯ごうから出る湯気と音に気

を付けると良いことを所員から教わった。 

本校の５年生は２学級である。それぞれの学級でめあての

提示の仕方を変え、調理実習を行った。Ａ組では、こちらから

めあてを提示し、ノートに要点をまとめた上で実習を行った。

Ｂ組は、野外炊飯でうまくいったことや、失敗したことを想

起して話し合った後に、めあてを作り上げた。できあがった

めあては、「お米の変化に気を付けて、ふっくらおいしいご飯

を炊こう」というめあてになった。 

【成果】 

 めあてをこちらから提示したＡ組は、９班のうち７班のなべ底が黒く焦げてしまった。一方、め

あてを主体的に考えたＢ組は、９班のうちなべ底が黒く焦げた班は０班であった。また、お米の変

化の様子を観察した用紙について、「ことことと音が鳴った。」「湯気が激しく出た」「よだれが出た

が、あわが落ち着いてきた」などの見た目の様子や音について詳しく記入したかどうかを調べた。

その結果、Ａ組は、１６％の児童にそのような記述があったのに対し、Ｂ組は、３９％の児童にそ

のような記述があった。 

 以上のようなことから、家庭科の学習において、めあてを児童が自ら考えることで学習に対する

主体性がアップすることが分かった。また、自分たちの経験をもとに話し合うことによって気を付

けると良いポイントが明確化する。気を付けるポイントが明確になると、五感を使ってその瞬間を

見極めようとするため失敗も少なくなることが分かった。Ｂ組では、お米のサインを逃さないよう

にしようとする児童の姿が大変印象的であった。今回の経験を生かして、家庭でも調理に挑戦して

ほしいと思う。 

（文責：倉田 絵理） 

 


