
＜間隔空けても心は近く＞ 

＜米の炊き上がる様子を観察＞ 

砂丘小 ５年「カラフル温野菜サラダ作り～コロナでも、心の距離は近づけよう～」 

【実践内容】 

  学年全員でも 15 人という少人数を生かし、３人チームでの調理実習を行った。チームを少人

数で編制することにより、一人一人が、自分の役割を確実に果たすことで作業が進むようにした。

調理実習の活動計画の時間には、片付けまでの活動を視覚的に捉えられるように留意点を記載し

たシートを提示し、限られた時間の中で試食や片付けまでの実習を安全に効率よく取り組めるよ

うにした。調理用具や野菜の洗浄などの衛生面、野菜を茹でる順番や盛り付け方、換気、ガスコ

ンロや包丁の扱い方などの安全面に加え、感染症対策を含めた多くの配慮事項を、チーム内で十

分に確認させた。特に、アルコール消毒の徹底、調理台や試食時の座席の間隔を確保することな

ど、感染症対策を講じた。コミュニティ・スクールの学習ボランティアには、事前に活動の意図

や目的を伝え、参加者全員が安心・安全な活動ができるようにした。                                 

【成果】 

  実習では、「手も用具もきれいに洗おう。」「距離をとりながら進めよ

う。」「対角線に座って、給食のときのように静かに試食しよう。」など

と、前時の話合いを生かして活動することができた。また、シートの

活用が、各自が作業を円滑に安全に進めようと声を掛け合う姿につな

がった。学習ボランティアからは、「感染症対策に気を付けて、協力し

て活動していた。『感染症が心配だからやめよう。』ではなく、どうし

たら活動ができるかを子供自身が主体的に考えることが大事。」と言葉 

をいただいた。今後も、子供たちが目的意識を持って主体的に学習に取り組めるよう、指導方法

を工夫していきたい。                        （文責：藤井早苗） 

 

新津小 ５年「食べて元気に ～こめ博士・みそ汁博士になろう～ 」 

【実践内容】 

  感染症対策のために調理実習ができなくなり、「ご飯を炊くことは教 

師の師範で、みそ汁を作ることについては冬休みの課題とし、だしの 

取り方と煮干しの処理の仕方のみを行った。栄養教諭が米の性質や米 

と食文化との関わりについて説明をした後、実際に米が炊き上がる様 

子を観察して、ノートに記録し、火加減や時間などを確認した。みそ 

汁についは、だしのうまみについて、栄養バランスのそろった食事 

（和食）のよさを話し合い、昆布と鰹節のだし、煮干しのだしを実際 

に作ってにおいの違いを確認した。 

                               

【成果】 

  実際に調理を行うことはできなかったが、じっくりと米の炊き上がる様子を見たり、だしのと

り方や煮干しの処理の仕方を丁寧に行ったりすることができた。栄養教諭が指導することにより、

より専門的な内容や生活にかかわりの深い内容についても理解しやすくなり、子供たちの興味も

持続してより主体的に学ぶことができた。 

（文責：田内 乃理恵） 

 

様子の分かる写真を 1

枚入れてください。 

※写真枠下に、写真の説

明（題）を記入 



＜型を選んで作製した作品＞ 

豊西小 ５年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

  ５年生になって新しく始まる家庭科の学習を楽しみにいている子は多いです。そのような状態

の中ですが、毎回裁縫分野の針と糸を使っての作業に四苦八苦する子

が多いことも現実です。 

限られた学習時間の中で、技能の習得と作品完成の達成感を味わう

ことができるよう以下のような工夫をして実践を行いました。 

○単元の終わりの姿を示し、目的意識をしっかりと持たせる。 

○動画や写真等を活用し、手順を示す。 

○型紙を用意し、作業の効率化を図る。 

                               

【成果】 

  今回の学習では、名前の縫い取り、基本的な縫い方、ボタン付けを取り入れた「ネームタグ」

を製作しました。林間学校に持っていくバッグに完成したタグを付けるという最終的な目標を示

すことで、どの子も意欲をもって活動に取り組むことができました。 

タグの形を２種類に限定し、丸型と角型の型紙を用意し選択をさせました。自由な発想を少し

狭めてしまったかもしれませんが、裏、表と同じ大きさの形に切ることができ、しっかりとした

形の作品に仕上がりました。また、角型を選んだ子の中には、ひし形にしたり、ホルダー部分の

位置を横にずらしたりするなどの工夫が見られました。 

  ２学期末に実施した林間学校のリュックサックにそれぞれのネームタグを付け、目的を達成し

ました。 

（文責：太田 愛子） 

蒲小 ５年「整理・整とんで快適に」～「B 衣食住の生活」の学習から～ 

【実践内容】 

 「きちんときっちり大作戦」をテーマに本単元を行った。 

 １：自分の身の回りの問題を見出して単元全体の課題を設定する。 

 ２：整理・整頓の仕方を理解し、整理・整頓の仕方について考え 

る。 

 ３：整理・整頓時に出た不用品から、環境に配慮した物の使い方 

について考える。 

 ４：実践を振り返って、改善する。                     

【成果】 

  ２の段階では、整理整頓の仕方について考える際、付箋を活用した。片付けの方法を付箋に書

き記し、グループ交流では、その付箋を視点に沿って話し合いながら整理した。付箋があること

により、どの児童も活発に意見を交流することできた。さらに、整理整頓の必要性や同じ物でも

片付け方がいくつもあることを知り、整理整頓について理解を深めることができた。 

 また、３の段階では、総合的な学習で扱っている環境問題や「ＳＤＧｓ」と関連を図りながら

進めたことにより、環境を考えた生活の仕方についても、より深く考えることができた。 

（文責：小野 絵里奈） 

 

 

＜付箋を活用したグループ交流の様子＞ 



＜使用した表・カード＞○

○○○○○○○＞ 

積志小 ５年「生活を支えるお金と物」 

【実践内容】 

 お金の使い方について、「１週間１万円生活」という、カードを

使ったゲーム感覚で買い物について考える活動を行った。４人一

組でグループを作り、サイコロを振って、出た数のカードをめく

る。カードには２択や３択の買い物場面の問題があり、自分の所持

金を考えながら、お金を使い、１週間後に０円に近い人が勝ちとい

う活動を行った。サイコロの出た目次第という、偶然性もあり、子

供たちは大盛り上がりで、考えながら買い物をする姿が見られた。 

                              

【成果】 

 １週間で１万円を上手に使う、いわゆるやりくりするという経験を、ゲームの中で体験できた子

供たちの多くは、楽しい中にも、お金の大切さや一人一人の価値観の違いなどに気付くことができ

ていた。活動後の振り返りカードにも、「生活では何が起こるか分からないから、計画的にお金を

使わなくてはいけない」などと実生活について考える意見も書かれていた。 

（文責：倉橋 恭子） 

 

 

 

 

和田小 ５年「ソーイング はじめの一歩」 

【実践内容】 

 休校期間明け、最初に「ソーイング はじめの一歩」の学習に取り組みました。単元の最初に、

フェルト生地で製作したお手本のミカンを児童に提示して、身に付けてほしい縫い方、玉止めや玉

結びを紹介しました。教師や児童同士の接触を避けるために、映像資料や

実物投影機を用いた指導を積極的に行いました。児童が玉結びや玉止めの

仕方を何度も見返すことができるようにするために、開隆堂の動画や「NHK 

for school」を活用しました。初めての針と糸に苦戦する児童が多く、つ

まずく箇所も様々だったため、複数の動画を用意して常時映像資料を見返

すことができるようにしました。また、友達と自分の縫い方を比較して良

さを取り入れることができるように、お手本となる児童の手元の様子を

テレビに映しました。ボタン付けの学習では、糸足やその役割に気付か

せるために、実物投影機を用いました。 

練習布での練習を一通り経て、ミカンの製作を行いました。製作するときに視点として、「ミカ

ンの実の部分では、玉結びや玉止めが上手にできているかどうか。」「葉っぱの部分では、なみ縫い

が上手にできているかどうか。」「実と葉っぱをつなげる部分では、ボタン付けが上手にできている

か。」を設定しました。 

【成果】 

 映像資料や実物投影機を用いながら、練習を積み重ねることで、児童は玉結びや玉止めができ

るようになりました。特に映像資料は、見たいところを繰り返したり戻ったりすることができる

ので、納得するまでやり方を確認することができ、効果的だったと思います。（文責：馬場 楓）                      

＜児童がフェルト生地

で製作したミカン＞ 

 



＜友達とアイデアの交流＞ 

与進北小 ５年「はじめての温野菜づくり」 

【実践内容】 

 ２時間ある調理実習の時間を、前半・後半の２グループに分け調理実習を行った。各班、２人ず

つ調理台に付き、調理器具の準備から調理、片付けまで、一人で行った。（調理台を半分に分け、

使用する器具も分けた。）調理を行わない残りの２人は、自分の班の調理台から少し離れたところ

に椅子を置き、友達の作業を見守ったり、声を掛けたりしてサポートをした。当日は、作業がスム

ーズに行えるように、作業の工程を拡大したものを複数用意し、掲示した。また、調理を行わない

児童の手元にも同じ工程表を用意し、グループで確認しながら進められるようにした。コンロの使

い方、換気、包丁の扱い方、野菜の茹で方、ゆでる順番等の安全面の指導、調理器具や野菜の洗浄

等の衛生面、そして、感染症対策を含めた配慮事項を、クラス全体で確認した。特に、調理台と手

指を消毒すること、距離を保ちながら調理を行ったり、観察したりすること、試食は、実習時には

行わず、給食の時間に行い、対面での食事にならないようにすることなど、感染症対策を講じた。 

【成果】 

 グループで調理を行わず、すべて一人で作業をしたため、どの子も意欲的に取り組む様子が見ら

れた。自分が調理を行わないときは、工程表を見て友達に声を掛けたり、作業している子の様子を

よく観察したりしていた。２グループに分けたことで、後半の児童は、前半の児童の様子を見るこ

とで、調理工程が明確化されていた。前半の児童は、自分が調理をしたときに感じたことを、後半

の児童に教えていて、主体的に活動することができていた。また、普段の半分の人数で、一人ずつ

での作業であったため、教師の目が届きやすく、声掛けや支援を多く行うことができた。 

（文責：大倉由季子） 

 

佐藤小 ５年「できるよ，家庭の仕事」 

【実践内容】 

  家庭の仕事で現在、「自分がしている仕事」「家族がしている仕事」を具体的に振り返った。そ

れを基に、自分はこれからどんな仕事を家庭で実践していきたいかを考え、仕事を進めていくう

えでのアイデアを友達と交流した。同じ仕事を選んだ友達同士で仕事の

工夫や手順を考えることで、考えが深まっていった。 

  例えば、「洗濯物を干す、たたむ」という仕事を選んだ児童は、一人学

びでは、「種類別に干す」 「小さいものからたたむ」という工夫をあげ

ただけだったが、友達と交流後は、それらの考えに、「しわを伸ばしてか

ら干す」 「かわいたらすぐにたたむ」ということが付け足され、実践

に結び付いていった。                               

【成果】 

 ○ 家庭での生活経験は、子供たちによって大きく異なる。交流を深め、友達とアイデアを伝え

合うことで、思考が深まったり、広がったりする様子が見られ、実践への意欲が高まっていっ

た。 

 ○ 自分が決めた仕事を家庭で実践した後、「かわいたらすぐにたたむと確かに楽だ」 「しわ

を伸ばしてたたむと、アイロンをかけたようにきれいになった」という気付きがあった。また、

「大きいものから干すとやりやすい」 「たたむ時に、ぼくの物はここ、弟のものはここと場

所を決めていくいい」という新しいアイデアも生まれ、学びを家庭生活に生かそうとする姿も

見られた。                           （文責：齋藤 真美） 



＜雑巾に刺しゅうをしている様子＞ 

＜飲み比べをする児童＞ 

中郡小 ５年「食べて元気に」 

【実践内容】 

 日本の伝統的な食事（和食）であるご飯とみそ汁の調理実習をする 

単元である。まず、栄養教諭から、五大栄養素についての説明を聞い 

た後、出汁の重要さを考えるために、出汁の入っていないみそ汁と出 

汁入りのみそ汁の飲み比べをした。この時、かつお節と昆布の合わせ 

て出汁を使い、実習で行う煮干しと替えたり、給食の出汁についても 

触れたりすることによって、出汁の広がりを持たせた。コロナ渦の中 

で、感染症を予防するため、クラスの人数を半分にして家庭科室とラ 

ンチルームに分け、対面を避けて座らせた。また、マスクを外しての 

試飲のため、おしゃべりはしなかったが、においを楽しんだり、うなずいたりしている様子に、出

汁のおいしさを感じているようだった。ワークシートには、出汁が入ると味が変わるという驚きを

書いている児童もいた。その後、調理計画を立て、調理実習を行う予定であったが、計画までで中

断している。３学期に、みそ汁の実習だけでもしたいと考えている。                                 

【成果】 

 飲み比べをすることによって、出汁のうまみについて体験を通して実感することができた。しゃ

べらなくても、児童の表情からその違いを感じていることが十分伝わってきた。また、栄養教諭に

参加してもらったことで、児童の取り組みもより意欲的になったと考える。 

（文責：鈴木久美子） 

 

 

笠井小 発達学級６年「手作り雑巾を作ろう」 

【実践内容】 

 昨年までの授業で、フエルトに自分の名前を刺しゅうした

名札やミシンを使ったバックを作る活動を行った。針に糸を

通すやり方や玉どめなども経験することができた。今年度は、

その経験を生かし、家で使い古したタオルを使って雑巾を作

る活動を設定した。ミシンで雑巾を作り、その雑巾に刺しゅう

を施す活動を設定した。                                

 

【成果】 

 経験したことを元にした活動を設定したことで、子供たちの意欲を継続することができた。少人

数学級のよさを生かし、ミシンを一台にすることで、一人一人に細やかな指導ができた。刺しゅう

の設計図も考えることで、実際にできることと難しいことの判断ができ、実態をふまえながら、自

分たちができることを中心に刺しゅうをすることができた。        （文責：廣岡裕乃） 

 

 

 

 

 

 

様子の分かる写真を 1

枚入れてください。 

※写真枠下に、写真の説

明（題）を記入 



＜○○○○○○○○＞ 

南の星小 ６年「バランスのいい献立を考えよう～くふうしようおいしい食事～」 

【実践内容】 

  本単元では、６年生にとってバランスのいい献立作りを行った。普段の家庭での食生活を振り

返り、タンパク質やビタミンが少ないことに気付かせることで、６年生にとってバランスのいい

献立とは何か課題意識をもたせた。主体的な学びのために、栄養士と連携し、よい献立は給食の

献立として採用することにした。 

1 グループ４人で、おかずや主食の絵カードを選び、献立を考

える活動を設定した。まず、選んだ献立の品目を栄養バランスチ

ェック表に記入し、赤、黄、緑がどれも３品目以上入っているか

確認をする。足りない栄養素があった場合や、工夫（味付けのバ

ランス、色どり、「まごはやさしい」など）をしたい場合は、さら

にグループで話し合う。栄養士からのアドバイスをもらったり、

出来上がった献立をチェックしてもらったりして、献立を考え

た。                                 

【成果】 

  話し合い活動では、栄養バランスチェック表を確認しながら、話し合うことができた。「無機

質が足りないから、とんかつにチーズを付け足して、チーズ入りにしよう。」といったようにど

の栄養素が足りないか、さらに付け足すには、どんな食品を付け加えるかを考えることができた。

しかし、主菜、副菜の選び方がちぐはぐであったり、栄養バランスが偏ったりしているグループ

もあったので、よりよく改善するための深い話し合いが生まれるための手立てがさらに必要であ

ると感じた。                             （文責：杉浦綾子） 

 

芳川小 ６年「工夫しようおいしい食事」            

【実践内容】 

１ 理想の献立を考えてワークシートに記入する。  

（絵・言葉） 

２ 献立に含まれる食材を、表に整理して記入する。 

３ 気づいたことを記入し、友達と交流する。 

４ 学級全体で交流する。児童のワークシートから 

数例紹介し、主食、主菜、副菜など料理の組み合わ 

せの大切さやよさについて話し合う。 

５ 最初に考えた自分の献立を見直し、足りない栄 

養素が含まれる食材を加えたり、料理の組み合わ 

せを工夫したりして、栄養のバランスがよく自分    （授業で使用したワークシート） 

の食の好みに合う献立にする。 

６ 本時の振り返りをする。                                 

【成果】 

  理想の献立を基に考える活動は、子供たちへの意欲付けに効果的だった。自分の理想の献立を

五大栄養素の書かれた表に整理すると、栄養のバランスに偏りがあったり、油を多く使ったりし

ていることに気づいた。交流を通して、足りない栄養素を補うために、調理の仕方や副菜を工夫

しようと考え、栄養バランスの面から自分の献立を見直すことができた。 （文責：工藤麻耶） 

 

＜絵カードを使った献立＞ 



＜じゃがいもの選び方＞ 

＜児童が使用した掃除用具＞ 

飯田小 ６年「クリーン大作戦 ～目指せそうじの達人～」 

【実践内容】 

  ①汚れウォッチング・・・グループ毎に学校でよく使う場所を３か所選び、汚れの様子や汚れ

る原因を観察し、調べたことを学級で報告し合った。 

②お掃除のこつ調べ・・・普段の学校の清掃の時間では行き届かない所で、自分が掃除したい

場所を決め、掃除の仕方や手順、用具を確認したり、インターネットで調べたりした。 

  ③クリーン大作戦・・・各自４０分間清掃を行い、効果的だった方法や改善点、あったらもっ

と便利だと思う用具について話し合い、振り返りをした。                               

【成果】 

  調理実習と同様に、密を避けるため個々に計画して実践するように  

課題を設定したため、学校のどこの汚れをどのように掃除したらよい 

かを一人一人が考え、試すことができた。そのため掃除実習では、並 

んで同じ場所を掃除していても、違うやり方や異なる用具を使ってい 

るという多様な姿が見られた。実習後の振り返りでは、雑巾を数枚持 

ち、水拭きとから拭きを上手に使い分けている児童の表れや、ガラス拭きに新聞紙を活用する  

友達の様子を見て、途中から自分の掃除の仕方を修正していた児童の表れを教師が例に挙げ、 

「なぜそうしたのか」を話し合った。これまでの学校の清掃の時間には、決められた手順で何 

となく行っていた児童が多かったが、場所や汚れに合った方法や用具があることを学習するこ 

とができた。年間指導計画の変更による２学期後半での実施となったが、この時期に学習した 

ことで年末の家庭での掃除の参加へとつなげることができた。     （文責：新井智香） 

 

和田東小 ６年「くふうしようおいしい食事」 

【実践内容】 

本単元では、じゃがいもについての学習と、自分で決めた

テーマに合った献立作りを行った。じゃがいもについての学

習では、インターネットで詳しく調べたり、動画でゆで方を

見たりした。また、じゃがいもの買い方を考える活動から、

野菜を買うときに意識したいことを学んだ。冬休みには、自

分でじゃがいもを選んで、家庭でジャーマンポテトを作る実

習を行った。自分で決めたテーマに合った献立作りでは、栄

養のバランスを考えながら、どんな野菜を使ったらよいかを

調べ、献立を作成した。                                 

【成果】 

調理実習ができない中、子供たちが意欲的に学習に取り組めるように自分でテーマを決めて献

立を作った。個々でテーマを考えることで、身近なことと捉えて学習に取り組めた。また、考え

た献立を家族のために進んで作った児童も複数おり、授業での学びを家庭で生かすことができた

と思う。じゃがいもについての学習では、じゃがいもの効用や芽にある毒などについて調べるこ

とで、家庭での実習や、献立作りに生かすことができた。じゃがいもの選び方では、メリットと

デメリットを考えることで、買い物をするときに大切なことは何かをしっかりと考えることがで

きた。                               （文責：薩川栄美） 

 



＜投げ玉の大きさを測る＞ 

＜家庭で調理したポテトサラダ＞ 

中ノ町小 ６年「ソーイング 計画を立てよう」 

【実践内容】 

 授業で学んだことを活かして、生活を豊かにするものを製作する。今回は、ナップサックのよう

に教員側が提示したものを作成するのではなく、自ら生活を豊かにするものを考え、計画し、製作

することを主とした。 

 ちょうどこの時期に、運動会があり、６年生が城落としをした際に、使い物にならなくなった投

げ玉があったので、来年度の運動会でも、他学年が気持ちよく競技できるために、投げ玉作りに挑

むことにした。 

 前時で「作るときの工夫」を考えさせたときに、「赤と白の投げ玉を同

じ数だけ作った方がいい」「投げやすい大きさにする」「中身を同じにして、

重さにばらつきのないようにする」といった考えが出たため、本時では、

実際に運動会で使った投げ玉を見たり、触ったりして、どのような投げ玉

にするか話し合いをさせ、計画を立てた。 

 

【成果】 

 ナップサック作りをしたときは、教員主体で学習を進めていたため、子どもたちは、ソーイング

でものを作る目的や計画を立てる必要性をあまり感じずにいた。しかし、今回は、「何を作るか」

から入り、１からものを作る工程を踏むため、布の大きさや質、中身の内容から考える必要があり、

子供たちは、計画立てることの重要性と、ものを作り出す難しさ・喜びを感じることができていた。 

（文責：藤原千夏） 

 

河輪小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

  １．これまでの学習を生かし、主食・汁物・おかずを組み合わせて１食分の献立を考える。 

  ２．栄養のバランスを確かめる。足りない栄養素をチェックし、

追加や変更を加えながら献立を見直す。グループ交流を行

い、アドバイスをし合う。 

  ３．見直した献立を紹介する。 

  ４．じゃがいもを使った料理の計画を立てる。 

  ５．調理をし、振り返りを行う。（各家庭） 

 

【成果】 

  最初に献立を考えるときには、自分が食べたいものを中心に考えていく子が多かった。しかし、

表に整理する活動を通して、足りていない栄養素があることに気付くことができた。また、献立

を絵に表すことで、いろどりを工夫する児童も多くいた。 

  調理については、授業で計画を立てたうえで、各家庭で実践を行った。家庭で行うことで、食

材や調味料の量を加減したり、盛り付けを考えたりと、一人一人違った工夫を凝らすことができ

た。また、家族との会話を楽しみながら団らんの時間をつくることにもつながった。 

（文責：足立美有紀） 

 



＜グループ発表の資料＞ 

有玉小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 ① 給食の献立を取り上げて、バランスの良い献立とは何かを考える。 

 ② 献立は「主食、汁物または飲み物、おかず」という構成で成り立っていることや、栄養のバ

ランスを考えて立てられていることを理解する。（栄養士と TTで授業） 

 ③ ご飯とみそ汁を中心とした３つのグループの食品のそろった 1食分の給食献立を考える。 

 ④ 友達と献立を再考し、食品や調理方法、味付けを変化させて、給食に合う献立にする。 

 ⑤ 冬休み中に家庭で、自分の考えた献立を調理実習する。 

 ⑥ 献立の工夫点に着目しながら、友達の実習記録にコメントを書き、食べてみたい献立を選ぶ。

⇒評価が高かった献立については、実際に３学期の給食として採用する。 

【成果】 

    

可美小 ６年「こん立てを工夫して」～みんなが喜ぶ給食のこん立を考えよう。 

【実践内容】 

  なかなか調理実習もままならない中で、目的意識をもち、 

日常生活に即して具体的に学習を進めるために、栄養教諭の 

協力を得て、学級ごとに学校給食の献立を考える活動に取り 

組んだ。まず、給食の献立表を見て、気付いたことをグルー 

プで話し合わせ、栄養教諭のアドバイスを受けながら個々に 

献立を考えた。その後、似ている献立でグループを組み、さ 

らに魅力ある、全校が喜ぶ献立になるように話し合いを重ね 

た。最後に、グループで考えた献立を学級で発表し合い、そ 

の中で学級を代表する献立を決めた。 

【成果】 

  学校給食の献立表を見て話し合った結果、主食、主菜、副菜の組み合わせで献立が考えられ、

栄養のバランスがとれていること、様々な食材が季節に合わせて使われていること、いろいろな

調理法があることなどに気付かせることができた。また、自分たちが考えた給食が実現し、全校

児童が食べることを意識すると、みんなで考えを寄せ合い、何度も改善に向けて練り合う姿が見

られた。その中で、季節や地産地消を考えた食材を利用したり、かみかみメニューをとりいれた

りと、これまでの学習を生かそうとする姿勢もみられ、うれしく感じた。 

  児童は、各学級から提案された給食が２月、３月に登場することを楽しみにしている。 

（文責：酒井 正子） 

栄養士と授業を行い、献立を立てる際に工夫してい

る点について紹介した。子供たち自身が、味が重なら

ないように味付けを工夫していることや、食べやすさ、

見た目のために切り方を工夫していることに気付けた

ことは大きかった。また、調理方法について意識し、

いろいろな加熱の仕方に挑戦した児童もいた。学校の

実習ではできない調理方法を経験できたことも今年な

らではだと思う。単元の最終ゴールが「給食の献立を

考える」ということであったので、どの児童も意欲的

に取り組むことができた。  （文責：横山和美） 

 



＜自分の責任で行う様子＞ 

与進小 ６年「いためて作ろう 朝食のおかず ～一人一人の責任で～」 

【実践内容】 

１、感染予防を配慮し、野菜決め、事前準備、炒める、片付け、試食に 

いたるまで、共同作業ではなく一人一人の個人作業で行った。 

２、朝食作りは手早くできることを重視し、時間の無駄を作らないよう 

 友達が炒め作業でコンロを使っているときは、洗い物や整頓、片付け 

 など、必ず作業を見つけて動くよう計画を立て、実践した。 

３、時間短縮のため、できる限り、活動の振り返りを調理と並行して 

行った。 

 ４、各テーブルに消毒液を置いたり、各自のタッパーと箸で、全員前向きになって試食したりし

て、感染予防に努めた。 

【成果】 

  感染予防のために、できる限り人と離れて炒める作業をすることが、自分のことに責任をも

つことにつながった。今までは、とかく積極的な子に教えてもらったり手伝ってもらったりす

る場面が見られたが、今年度はコロナ禍であったことが、自己責任を重視することになり、結

果、自分のことを自分で考え、目標を達成することができた。実習の全過程を手際よく一人で

行うことを通して、家庭での実践につなげることができると思う。 

（文責：中村 たまほ） 

芳川北小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 本年度は未曽有のコロナウイルスにより、家庭科の食の分野において、指導に多くの配慮と工夫を取り入れ

る必要を迫られた。家庭科主任として、特に調理実習を行う前に校長や家庭科担当教諭と細かい打ち合わせや

注意点を話し合い実践を行った。 

① 単元の目標を確認 

単元目標を達成するために、児童に何を学ばせなくてはいけないかを改めて確認し、どんな実習が必要

か、また教師の見本でよいのかを話し合う。 

② 実習内容を直し、改定 

例年行っている実習形態では、安全性が低いと判断し、より安全に、より効果の高い実習になるように、

準備から片付けまでを具体的にシュミレーションしていく。 

 ・手が空いたらすぐにアルボースやアルコールで殺菌消毒する。 

 ・食品を扱う際は、最低限の調理器具のみに触れる。 

 ・調理は、自分で自分のものを作る。 

 ・調理した食品のは持参した容器（弁当箱等）に入れ、教室で前を向いて食べる。 

③ その他、実習をスムーズに行うためにしたこと 

 ・個々での調理をするために、フライパンを買い足した。 

 ・食器用洗剤は除菌作用のあるものを用意した。 

 ・マスク、三角巾、エプロンを完全着用させた。 

 ・児童に事前に手順や注意事項を丁寧に説明する。 

【成果】 

 本年度はコロナ対応での配慮だったが、これからも取り入れていくべき内容も見えてきた。マイナス面では

なくプラスとして考えて、これからのスタンダードを作っていきたい。      （文責：高邑香奈子） 

 


