
浜名小 ５年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

  本単元に入る前、ミシンを使ったことがあるか子供たちに聞いたところ、４分の１以上がミシ

ン未経験者だった。そのため、裁縫への興味・関心を大切にしながら、実習の流れや約束、基礎

的・基本的な技能を身に付けられるようした。子供たちへの事前のアンケートで、ミシンを使っ

たことがない子がミシンへの恐怖心を抱いている子が多かったため、「ミシンを使って作ってみ

よう」では、「ミシン練習カード」を使ってミシンの安全な取り扱いの仕方を学ぶようにした。 

＜方法＞ 

「ミシン検定」と題して、２人組になって互いのミシンの使い方を確認し、評価し合った。 

チェック項目 

① 正しい姿勢 

② ぬう準備の仕方 

③ ぬい始め 

④ ぬう方向の変え方 

⑤ ぬい終わり （評価は◎○△） 

【成果】 

  体の正面でミシンを使ったり、糸のかけ方に注意したりと、細かいところまで意識して取り組

んでいる子が多かった。また、友達同士で見合うことで、友達の改善点を自分のこととして生か

しながら実習を進めることができた。 

（文責：馬渕 奈津紀） 

 

北浜小 ６年「いためてつくろう 朝食のおかず」 

【実践内容】 いためてみよう （調理実習） 

  新型コロナウイルス感染予防のため、本年度の調理実習は、身支度、手洗い、換気等に留意し、

以下のような対策を取りながら行った。 

（１）料理名「三色野菜いため」（にんじん、ピーマン、キャベツ） 

（２）方法・留意点 

  ・材料は学校で準備する。（注文時に、グループごと小分けにしておいてもらう。）   

・自分の分は自分で作る。（材料を学校で準備するので、全員が同じものを作る。） 

   ・手袋（ニトリル手袋）を着用する。炒めるときは、万が一フライパンに手を触れてしまっ

たときのことを考え、手袋は外す。 

・コンロ１つを２人で共有し、交代で行う。まな板、包丁は数に限りがあるため、２人で共

有、菜箸は１人１組使う。 

・調理後は、持参した容器に盛り付けさせ、試食は教室に移動して行う。 

【成果】 

  例年、グループでの共同作業による実習が多かったが、個人で作業をさせても、計画時に用具

の準備→材料を切る→炒める→用具の片付けの流れと二人の動きを確認しておいたので、混乱す

ることなく、時間内に実習を行うことができた。また、個人で作業をさせたことで、一人一人が

すべての行程を経験することができ、個々の成果や課題が見えやすかった。個人の創意を生かし

た実習はできなかったので、家庭での実践も活用しながら学習を深めていく必要がある。 

                                （文責：池本 恵理子） 



＜家族へのプレゼント＞ 

北浜東小 ６年「いためてつくろう 朝食のおかず」 

【実践内容】 

 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により授業中で  

調理自習を行うことがとても難しかった。その中でも感染予防

対策を徹底的に行い、１０月には「三色野菜炒め」の実習のみ

実施した。密を避けるために調理する児童は、見学する人と調

理をする人で前半・後半に分け、１テーブルに２人までとした。

調理後は、調理したものを各自のタッパーに入れ給食時に試食

した。また、「スクランブルエッグ」の実習については、冬休み

前に教師が実演し、スクランブルエッグの作り方を児童に見て

学ばせ、その後、家庭への協力をお願いし冬休みの課題として

実施させた。                              

【成果】 

 調理実習を行うことが困難な状況ではあったが、実習や試食の仕方の工夫や教師による実演を見

せる等、感染症予防の対策を講じることで児童に興味を持たせ、家庭での実践への意欲を高めるこ

とができた。三色野菜炒めの実習後、家庭で何度も野菜炒めを作っている児童もいて、授業内で実

践させることの大切さを改めて実感した。また、スクランブルエッグの調理実習ができない中でも

教師が実演したことが効果的であった。授業の終わりに児童から「今日、家に帰ったら作ってみた

くなった。」「これなら私にも作れそう。」などという声が上がった。新型コロナウイルス感染症の

影響で実践が厳しい中でも児童に興味を持たせたり、力を付けさせたりできるように授業の工夫を

続けていきたい。                         （文責：国井 悠里奈） 

中瀬小 ５年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

 ５年生から始まる家庭科の学習に、子供たちはわくわくしていた。いろ 

いろな題材の中で、その中で大きな関心をもっていたのが、「ミシンでの 

製作活動」だった。 

 まずは、何を作りたいか、の呼びかけに「初めてだから、簡単に出来 

て、使える物がいい。」との声が多く「オリジナルランチョンマット」を 

製作することになった。 

 しかし、初めてミシンにふれる児童も多く、思うように進まず苦労し 

ながらも徐々に出来上がっていく喜びを感じている様子が伝わってきた。 

 アイロンをかけたり飾りを付けたりして、「早く使いたい。」「おじいちゃんへプレゼントにする。」

と嬉しそうに持ち帰る子供たちの笑顔がとても印象的であった。 

【成果】 

 最も大きな成果は、「自分のものを自分の力で作製することができた」という喜びを感じ取った

ことだと思う。今までの経験の中で、難しいことに対して自分でやり遂げず、「いつも先生や友達

にやってもらっていた。」という児童が、「先生、自分でできたよ。」と出来上がった作品を嬉しそ

うに見せにきた。保護者の方からも「成長を感じました。」というコメントもいただいた。 

 個人差はあるが、家庭科の学習を通して、「粘り強くやり遂げる力」を養うことができたと思う。

今後の学習への取り組みも楽しみである。                （文責：中村節子） 

＜スクランブルエッグの調理実演＞ 



＜調理カード＞ 

＜名札入れ＞ 

赤佐小 ６年「いためてつくろう朝食のおかず」 

【実践内容】 

 児童が見通しをもって調理活動に取り組むことができるよう、手順

表を作成した。用具の準備、材料、スクランブルエッグと野菜炒めの

調理手順、片付けの仕方について、写真や絵とともに簡単な文章で示

した。作成したカードにラミネート加工をして、リングに通し、手元

で確認できるようにした。また、包丁やガスこんろの取扱いについて

もカードをつくり、実習の最初には、そのカードを用いて、安全につ

いての指導をした。 

                                 

【成果】 

 見通しをもち、意欲的に活動することができた。調理経験が乏しい

児童も、分からなくなったときには、途中でカードを確認しながら、

児童自身で活動を進める姿が見られた。視覚的にとらえることができるので、児童は安全な調理を

意識し、留意点や調理手順の細かいところまでよく理解して、実習を行うことができたと思う。 

 

（文責：小杉 一乃） 

 

麁玉小 ６年「ミシンの直線縫いを生かして名札入れを作ろう」 

【実践内容】 

 本年度は、感染症が広がりを見せたことにより、様々な活動が制限された。特に６年生は、多く

の活躍の場が失われることとなった。そこで、６年生として学校の役に立ちたいという思いから、

ミシンを使って名札入れを製作し、全学級にプレゼントすることを実践した。 

 本題材では、５年生で学習したミシンの直線縫いを使い、グループで製作を行った。各学年の実

態に合わせ、どのような柄が良いか班で話し合ったり、ミシンの糸掛けの手順を確認し合ったりし

ながら作業を進めた。また、地域や保護者の方からミシンボランティアを募り、ミシンが正しく使

えるよう、サポートしてもらった。                               

【成果】 

 ミシンボランティアの方にサポートしていただいたことで、子供たちはミシンを正しく使えるよ

うになった。次の題材の「トートバッグ作り」では、全員が正しく糸掛けをし、 

スムーズにバッグを作ることができた。 

 完成した名札入れは写真を撮り、クラスルームにアップした。保護者からは 

「かわいくできたね」「色が涼し気だね」等の感想が寄せられた。また、名札入 

れは各学級にプレゼントされ実際に活用されている。子供たちの満足げな様子 

から、６年生として学校の役に立てたという実感が得られたと考えられる。 

今回の実践を通して、子供たちはミシンの扱いに自信を持ち、もの作りへの 

意欲が高まったことを感じた。今後の学習にも生かしていきたい。 

（文責：美津島由佳） 

 

 



＜買い物実習ワークシート＞ 

新原小 ５年「ミシンでソーイング」「クッキングはじめの一歩」 

【実践内容】 

１「ミシンでソーイング」ランチョンマットづくり 

  初めて、ミシンを使ったものづくりに挑戦するため、ペアを作り、確認し合いながら作業を進

めるようにした。保護者の方にボランティアに来てもらい、サポートをしてもらった。 

２「クッキングはじめの一歩」オリジナルサラダの計画を立てよう 

  調理実習ができない中で、これまで学習してきたことを生かして、オリジナルゆで野菜サラダ

を作る計画を立てた。考えたサラダを友達と交流し、工夫したところを話し合った。                               

【成果】 

１ 子供たちは初めてのミシンで、ミシンの準備・糸のかけ方・縫い方・片付け、それぞれの工程   

 に慣れるのに苦労した。そこでペアで必ず確認をしながら進めることで、全員が安心して作業し、

工程を確実に踏むことができるようにした。習得が不十分な子供も子供同士で協力し、課題を達

成することができた。また、自分の作業が終わった子供も、教えることで手順の確かめになった。 

２ 実際に調理実習ができないことから、知識の習得は映像や家庭科室の調理道

具を見て行った。学習した野菜や卵のゆで方を振り返り、ゆでた後の硬さや見

た目などを考えてオリジナルのゆで野菜サラダの計画を立てた。考えたサラダ

をグループで見合い、友達が計画したサラダの良いところを付箋に書いて渡す

ことで、サラダをより良くするための視点を広げることができた。 

     （文責：山本佳織） 

 

 

 

北浜北小 ５年「生活を支えるお金と物」 

【実践内容】 

単元「生活を支えるお金と物」は、本来ならば３学期に実施する予定であったが、臨時休校

の関係で調理の単元と入れ替え、１１月に実施した。 

第４時「買い物の仕方を工夫しよう」では、「消費者 

教育教材キット」を利用し筆箱を購入する際の選ぶ視点 

や必要な情報について考えた。 

買い物をする際のポイントを学んだ後、家庭と協力し 

て買い物実習を実施した。 

【成果】                                              

  「消費者教育教材キット」を活用することで、筆箱の 

実物を見て、触れて考えることで、具体的な買い物のポ 

イントを考えることができた。また、キットがあること 

でどの学級でも、同じように学習を進め、理解を深める 

ことができた。 

家庭での買い物実習では、保護者が子供の実態を知っ 

たり、保護者からの声掛けで子供の理解を深めたりする 

ことができた。        

（文責：大石 万由美） 



＜出来上がった作品＞ 

内野小 ５年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

  コロナ禍で調理実習などが制限される中、実際に自分で製作すること 

ができる活動を、子供たちはとても楽しみにしていました。そんな中、学

区に、遠州綿紬を扱った工房があることを知り、その布でランチョンマ

ットを作ることにしました。 

 知っている企業の物だったこと、既製品ではないからこそ実際に使っ

ているお盆の大きさに合わせて布を注文できたこと、そして、子供たち

にこれから使う実感させることができたことが、子供たちの意欲的に取

り組む姿につながった。 

【成果】 

  成果は主に２つあります。一つ目は、布を実際に使用できる大きさにしたことで、作ることの

必要性を感じながら製作することできたことです。二つ目は家庭科だけでなく、地域と連携したり、

浜松の伝統に触れたりしながら、家庭科の知識・技能の力を上げられたことです。保護者の方から

も、「よい試みですね。」というコメントをいただきました。 

（文責：竹内 美由希） 

 

 

 

北浜南小 ５年「題材名 ソーイング はじめの一歩」 

【実践内容】 

 １ コロナの影響で、調理実習ができませんでした。その代わりに手

縫いとミシンの学習には丁寧に取り組めました。手縫いでは、練習

布で一通り学んだあと、思い思いの材料を用意して作品を作りまし

た。フェルトを使って小物入れやティッシュケースを作ることから

始まり、ナップサックや指人形まで作れるようになった子もいまし

た。 

 

２ 北浜中学校の栄養士の先生に講師に来ていただき、五大栄養素について学習しました。その

日に自分が食べた給食を栄養素別に分けてみたり、その栄養素が自分の成長にどうかかわって

いるかを考えたりしました。 

【成果】 

 １ 天気の悪い休み時間に、手縫いをして過ごす子がいました。また、ステイホームで出かけら

れない時に家族分のマスクを作って喜ばれた子もいました。学校で学習した手縫いの技術を生

活に生かせたように思います。 

 ２ 栄養の学習をしてから、給食を食べているときに「これは何色かな」と考えている子がいま

した。普段、野菜嫌いで残してしまう食材を少しでも食べようと努力している姿を見ることが

できました。      

（文責：平野善江） 

 

 

 

 

＜ソーイング作品掲示＞ 

 



＜だしの材料＞ 

＜調理手順＞ 

伎倍小 ５年「食べて元気に」 

【実践内容】 

 本題材では「なぜ食べるのか食事の役割が分かる」「課題をもって

ご飯とみそ汁の調理をすることができる」「五大栄養素を知り、食品

にふくまれる栄養素の体内での主な働きが分かり、食品のグループ

分けと栄養バランスの良い食事の仕方が分かる」ことを目標として

いる。本校では、コロナ禍での調理実習を見合わせ、３学期に延期し

た。このような中でも和食の基本となるだしやみそ汁の調理の仕方

を深く理解させたいと考え、栄養教諭との特別授業を実施した。 

 だしの材料を４種類用意し、それぞれ見た目、香り、味を体感できるようにした。まずは、だし

だけを味わい、その後だし有り、だし無しの味噌汁を飲み比べた。最後に栄養教諭から旨味などの

五味の話、だしの大切さについて話を聞いた。（試飲前には手指消毒をし、試飲中のみマスクを取

らせた。）                                 

【成果】 

 実物を用意したことで、「煮干しのはらわたってこんなに小さいんだ。一つずつ取るのって大変

だな」「この材料からだしの味が出るんだね」と興味深そうに、じっくりと手に取って観察する児

童の姿を見ることができた。また、振り返りには、「家ではだしパックを使っているけど、今度母

と一緒に、手間をかけてだしを取ってみたい」「だしは様々な料理に使われていることが分かった。

これからは、家での食事や給食をもっと味わって食べて、何のだしが使われているか考えたい」と

いうような記述がみられた。また、栄養教諭は、児童にとって「いつもの給食の献立を考えてくれ

ている先生」であるため、より一層、関心をもって話を聞くことができた。今後も、これらの学び

を家庭生活に生かしていってほしいと思う。            （文責：篠原 佑季） 

神久呂小 ５年「クッキング はじめの一歩」 

【実践内容】 

  神久呂小学校では感染症対策をした上で、個人で計画から試食までを完結させる「ひとりクッ

キング」を行いました。２時間連続の授業の中で１クラス２８人全員の調理を目指しました（ほ

うれん草を茹でる）。 

全体説明２８人→第１グループ調理１４人（観察１４人）→第２グループ１４人（観察１４人）

という流れで進めました。 

当日はまず、調理の仕方、調理をする上で大切なことを教室で全員

確認していきます。その後クラスを２つに分け、一つのグループが調

理、片付けをしている間、もう一つのグループは調理の方法を確認し

たり、準備をしたりしました。一つのグループの調理が全員終わった

ところでもう一つのグループと交代します。試食は各自が持ってきた

容器に詰めて、全員が同じ方向を向いて食べました。 

【成果】 

  自分が食べるものを自分が調理するという目的をもって実習に臨むことができました。また、

計量から火加減、盛り付けまで一人で行うため、調理の手順や時間配分を一人一人が考え自分の 

ペースで実習を行うことができました。 

実習の後の振り返りでは「また家でもほうれん草を茹でてみたい。」という思いをもつ子供が

多く、調理への意欲を高めることができました。          （文責：村上 陽子） 

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 



＜教師用縫い方セット＞ 

入野小  

【実践内容】 

私は家庭科の授業を担当していないので、実際に授業で家庭科を教えることはできません。そ

こで、家庭科主任として行っていることを紹介します。 

  「使いやすい家庭科室に」 

 授業をする先生方にとって家庭科室が使いやすいように、備品

や消耗品等の整理を定期的に行っています。消耗品等の不足がな

いか、家庭科を担当している先生方の意見を聞きながら、授業に

支障がでないように準備するよう心掛けています。また、領域ご

とに整理しネームプレート等を目立つように貼っています。準備

や片付けが簡単に、そして子供たちにも分かりやすいよう、食器

等は種類ごとやグループごとにケースに入れています。  

＜食器棚＞                            

【成果】 

本年度、購入予定の消耗品等やミシンの点検などは家庭科を担当している先生方と相談し学習

に支障が出ないように準備・点検することができました。「家庭科室はネームプレートが見やす

く、整理整頓されていて使いやすい」また、「被服領域が始まる前にミシンの点検をしたので、

故障等がなかった」との声がありました。 

（文責：久野 尚子） 

 

伊佐見小 ５年「ソーイング はじめの一歩」 

【実践内容】 

  初めて糸や針を使う児童も多く、まずは裁縫道具の中を出して、いろいろ触ってみるところか

ら始めた。その後、玉結び・玉どめの指導に入り、動画を繰り返し見るようにした。しかし、玉

どめをするとき、親指で押さえるところができない児童が多かった。そこで、改めてグループご

とに師範を見せていくことで、やり方が理解できる児童が増え

た。 

  いろいろな縫い方やボタンつけの指導では、縫い方の見本や、

「教師用縫い方セット」を活用した。大きく見やすいので、全体

指導の中でも、説明がしやすかった。針が大きく、糸は、着色さ

れた幅のあるリボンのため、動きが見やすく、やり方を理解でき

る児童が増えた。 

【成果】 

  動画を活用しながら、教師の手で見せることの大切さも改めて実感した。児童の輪の中で師範

を見せることで、児童が何に困っているかを確認でき、個々への声掛けもできた。しかし、時間

数には限りがあるので、児童の実態に合わせて、動画や指導用縫い方セットなどを使い、効果的

な指導を心がけるようにしたい。                   （文責：水谷 久実） 

 

 

 

 



＜献立作りのアドバイスの掲示＞ 

＜完成したあずま袋＞ 

和地小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 「つながる」をキーワードに家族のために献立をたてる学習を行っ

た。まず、子供たちは家族に好きな食べ物や健康面で心配しているこ

となどをインタビューしてきた。それをもとに自分の家族のための献

立のテーマを決めた。「弟のために背が伸びる献立」「母のためのダイ

エット献立」「祖母のためのかぜをひかない献立」など、いろいろな意

見が出てきた。 

次に栄養職員から給食を例に献立のたて方の説明を聞き、各自、教科書や持参した料理の本を

見ながら、テーマに合った献立を作成した。 

その後、テーマごとのグループでアドバイスし合う場を設定した。自分の献立を改善すること

ができるように、家族からの献立作りのアドバイスや、旬の食品の一覧を掲示したり、栄養職員

もグループを回ってアドバイスをしたりした。                             

【成果】 

 子供たちは、家族のためという目的意識をもって、意欲的に学習に取り組んだ。同じテーマの

友達と話し合うことで、献立の見直し改善をすることができた。家族や栄養職員、友達と協力し

て学習を進めることができた。しかし、家庭での経験差が大きく、アドバイスし合うことがなか

なか難しいグループもあった。また、どの資料を選んだらよいか分からず、作業が進まないグル

ープもあった。子供の発達段階に合った資料の精選をしていく必要があると感じた。  

                                 （文責：増井 葉子） 

 

篠原小 発達支援学級 5、6年「ミシンでソーイング」(７月) 

【実践内容】 

  本校の発達支援学級では、5、6年の 7名が家庭科の学習を週１時間行っている。 

活動時間は限られているが、基本的な技術を身に付けさせ、ミシン 

を使うよさを感じてもらいたいと考えた。子供たちは家庭科の学習を 

とても楽しみにしている。一方、ミシンを上手に使えるか不安な子供 

や活動への意欲が持続しにくい子供もいる。 

そこで、１００円ショップの手ぬぐいを使ったあずま袋を取り上げ、 

直線縫いを練習しながら製作の楽しみも感じられる学習を行った。 

【成果】 

  直線で２か所縫うだけなので、１時間の授業の中で全員のバッグが完成した。子供たちは集中

して活動に取り組み、手ぬぐいに引いた線の上を丁寧に縫うことができた。ミシンを初めて使っ

た子供も、安全に気を付ければ怖くないと分かり、「思ったよりも簡単だった」という声も聞か

れた。「もっと作りたい」との声も出たので、翌週にはプレゼントするためのバッグを製作した。

この活動を通して、個人差はあるが、どの子供も丁寧に直線縫いができるようになった。 

  この学習を生かし、３学期は「生活を豊かに ソーイング」の学習でトートバッグを製作する。 

                                  （文責：野寺 京） 

 

 

 



＜図書室での活動＞ 

村櫛小 ５年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

  コロナ禍ということもあり、３０人の子供たちが家庭科室に集まってミシンを扱うことに抵抗        

があったため、２教室に分かれて行った。子供たちを半数にし、 

 １５人は家庭科室で、１５人は図書室で行った。 

  ６台のミシンを図書室に運び、コンセントを用意して、間隔を空け 

 て作業ができるようにした。図書室補助の先生に許可をいただき、 

活動させてもらった。そして、支援員の先生や養教の先生など、 

本校ならではの協力体制で子供たちの指導にあたってもらえた。 

【成果】 

 〇子供７～８人に大人一人がつくことができたため、手厚い指導を行うことができた。 

○待つ時間が短くなり、多くの子が時間の無駄なく作業することができた。そのため、予定よ

り早くエプロンを仕上げることができた。 

○一人一人ミシンの扱いをさせることができ、糸通しなどの間違いを見付けることができた。 

○個々のソーシャルディスタンスを確保して活動することができた。 

 ●担任が、両教室を行き来することとなり、評価が十分にできないところがあった。 

 ●休み時間には、他の児童が図書室に来ることもあり、安全面が気になった。（文責：村松道子） 

 

西都台小 ５年「はじめてみようクッキング」 

【実践内容】 

 「ゆでてみよう」では、青菜とじゃがいもの調理方法について学んだ。火加減の調整をしながら

食材に火を通すことや、生ではおいしく食べられない食材が、火を通すとおいしく食べられること

について学習した。安全に調理実習を行うために、下記の感染症対策に気を付けながら行った。 

① 身支度の後、石鹸で手を洗い、うがいをする。その後、手のアルコール消毒を行う。 

② 調理台の上をキッチンペーパーでアルコール消毒する。（教師が行う） 

③ 調理に使う器具や食器はすべて洗剤で洗ってから使用する。 

④ 試食時間は、１５分を超えないように気を付ける。 

  

調理実習の 

様子 

 

【成果】 

 ○ 一学期は調理実習を延期し、教科書や動画教材を使って学習を行っておいた。そのため、感

染症レベルが下がったタイミングですぐに実習を行うことができた。 

 ○ 子供達は学習への興味関心が高く、じゃがいもと青菜の火の通り方の違いや、盛り付け方、

味付けの方法などについて、一回の調理実習を通して多くのことを学ぶことができた。 

 ○ 調理実習の後に、家庭でも実践した児童が多かった。教科書にゆで方が載っている卵をゆで

てみたり、青菜の味付け方法を変えて作ってみたりしたという声が聞かれた。週末の自主勉強

ノートに実践をまとめてくる児童も見られ、調理に楽しんで取り組んでいる様子が感じられた。 

 ● 試食の際の感染症対策の配慮。マスクを外す必要があるため、今後実習を行う場合にどうす

ることが最適であるか、さらに考えていく必要がある。        (文責：峯 美穂)                       

 



＜家庭科室前の廊下に掲示した 

「大平台の木」＞ 

大平台小 ５年「みんなでつくろう 大平台の木」 

【実践内容】 

  新しい生活様式の中、調理実習がなかなかできなかったため、「ソー

イングはじめの一歩」に時間を費やすことができた。そのため、教材ビデ

オで玉止めや玉結びの仕方を何度も見せたり、様々な縫い方やボタン付

けを練習布で練習したりする時間を確保することができた。その学習の

成果として、一人一枚の葉っぱを全員が製作し、５年生全員の葉っぱを

集めて「大平台の木」として、家庭科室前の廊下に掲示した。   

                                 

【成果】 

  題材の最初で、一人一枚葉っぱを製作することを伝えたことで、玉止めや玉結びやいろいろな

縫い方に、興味をもって取り組む児童が多かった。また、葉の形や葉脈の糸の色や縫いの方などは

自由にし、完成した全員の葉っぱを掲示することで、友達の工夫や発想の豊かさに気付き、交流す

ることができた。そのことを、その後に取り組むフェルトの小物作りへと生かすこともできた。 

（文責：竹内 由里子） 

 

 

舞阪小 ６年「いためてつくろう朝食のおかず」 

【実践内容】 

 本題材では「朝食をとることの大切さに気付き、朝食に合う簡単

なおかずを考え、調理計画を立てる」「いためる調理がわかり、簡

単なおかずを作ることができる」ことを目標としている。コロナ禍

での調理実習は困難であると判断し、学校での実習は中止とした。

そこで、家庭に協力を仰ぎ、各家庭での実践をすることにした。 

初めに、朝食の役割を確認し、朝食づくりで大切なことを話し合

った。忙しい朝ならではの「時短」、そして「栄養バランス」をキー

ワードに、班ごとに朝食にふさわしいおかずを考えた後、実習の計画を立て、各家庭で調理実践を

行った。そして、作ってみた感想や朝食としてふさわしかった点を持ち寄り、学級で実践発表を行

った（写真１）。また、本校の栄養教諭と連携し、「食べてみたい」「朝食としてふさわしい」と思

ったおかずを話し合い、最も児童の支持を集めたものを実際に給食の献立として採用した。 

 

【成果】 

 実習カードを通して、授業での学びを家庭で生かしている様

子が見られた。保護者のコメントより、調理を通して親子のコ

ミュニケーションのきっかけにもなったと思われる（写真２）。

また、自分たちの考えたメニューが実際に給食に採用される

ことで、意欲的に取り組むことができた。                             

（文責：鈴木 彩乃） 

 

 

 

＜写真１ 発表の様子＞ 

＜写真２ 保護者のコメント＞ 



＜エコバックを作る様子＞ 

＜三色野菜いための板書＞ 

雄踏小 ５年「ミシンでソーイング」 

【実践内容】 

  １０月下旬に「ミシンでソーイング」を行った。総合的な学習で「ＳＤＧｓ」をテーマに学習     

 し、レジ袋が環境問題に大きく関わっていることからレジ袋に代わる 

 エコバックを作ることを計画した。そこで、浜松市伝統の「遠州紬」 

 を使い、オリジナルエコバックを制作することにした。制作するとき 

 には、地域のボランティアに協力をお願いし、指導者１人だけでは支 

 援できないところを助けていただいた。また、遠州紬を使うことに 

 あたっては、浜松市内の企業「ぬくもり工房」の方に協力していた 

 だいた。 

 

【成果】 

  総合的な学習で「レジ袋が環境によくないこと」を知り、レジ袋に代わるエコバックの必要 

 性があることを学習してきたことで、子供たちのエコバックの制作への意欲が高まった。また、 

 遠州紬の柄が一人一人違うことで「オリジナルエコバック」を上手に仕上げたいという思いが 

 強くなり、ボランティアの方に分からないところを積極的に聞く姿が多く見られた。ミシン縫 

 いもとても丁寧に縫っている子が多かった。            （文責：刑部 有香） 

 

 

 

庄内小 ６年「いためてつくろう」～朝に作る弁当のおかず～ 

【実践内容】 

   いためる調理では、「卵焼き」と「三色野菜いため」の実習を行った。 

 本校の家庭科室（調理室）は黒板なので、調理の手順や方法などの提示 

 は、チョークの粉が飛散防止と手順の見える化のために文字カードや写 や写真などを活用して

真などを活用している。 

また、本年度はコロナ禍での調理実習ということで、個人での実習 

 にして自分の一人分を調理するとともに、「朝に作る弁当のおかず」の                 

 設定の元、弁当箱を持参して入れ、給食時に食べるようにした。 

【成果】 

  子供たちは、提示された調理の手順や方法などを確認しながら、自分で取り組むことができた。 

「卵焼き」の実習では、卵の混ぜ方や入れ方、巻き方などを、「三色野菜いため」の実習では、

野菜の切り方やいためる順番などを計画通りに行っていた。 

また、個人での実習にしたことで、「洗う→切る→いためる→味付け→盛りつけ→片付け」を

一人一人が確実に行うことができた。 

 加えて、本校の『お弁当の日』に「卵焼き」や「野菜いため」を自分で作った子供が多くいた。 

（文責：新村 尚子） 

 

 


