
＜模範調理を見る子ども＞ 

都田小 ５・６年 調理実習 

【実践内容】 

  ５年生は「ゆでいも」「ほうれん草のおひたし」「ごはんとみそ汁」 

６年生は「スクランブルエッグ」「野菜炒め」「ジャーマンポテト」   

の調理実習において、教科担任と栄養教諭による模範調理を行なっ  

た。栄養教諭は教科通りに調理し、教科担任は気を付けてほしい所  

をわざと間違えて調理をした。そこから、おいしく作るためのコツ 

を見つけて、メモを取らせた。それらのコツを生かした調理実習計 

画を児童自らが立て、調理を行った。（ジャーマンポテトのみ家庭で 

の実習となった。 

【成果】 

  実際に調理の過程を目で見て、食べて、比較して…と五感を使っているため、子どもたちの興

味関心はとても高かった。自分で調理するときに気を付けたいポイントをしっかりと理解した上

で、調理計画を立てることができた。また、実際に調理する際にもコツを生かそうと努力したり、

調理後にはもっとここを改善したいという振り返りができたりする児童がとても多かった。見つ

けてほしいコツの数も数個にしぼって模範調理を行ったため、児童にとっても負担にはならなか

った。逆に教師がコツと認識していない点に気付く児童も多く、調理のよさを感じることもでき

た。 

（文責：鈴木葉月） 

 

金指小 ５年「くふうしよう おいしい食事」～じゃがいもを使った食事作り～ 

【実践内容】 

  一人一実習でじゃがいも調理の実習を行いました。（警戒レベルが 

上がる前）コロナ禍ですが、実習をさせたいと願い、安全面、衛生面 

に配慮して行いました。 

六年生が１９人、調理台が教師用を含めて９台あるため、一台あた 

り二人ずつで使用できました。鍋やフライパン、油以外の調味料など 

は家庭からもちより、共用しなくてすむよう、配慮しました。家庭に 

は、学年便りで調理道具や材料の持ち込みの協力を依頼しました。 

  また、調理後は家から持って来たタッパーに入れて給食の時間に試食しました。 

【成果】 

  ・全員が最初から最後まで行うので、しっかり計画、準備し、よく考えて実習することができ

ました。 

  ・調理が得意な子も苦手な子も最初から最後まで自力ででき、満足感、達成感につながったよ

うです。（苦手な子に教師がつきっきりになることがあり、教師の目が届きにくい面もありま

すが。） 

  ・同じような材料、調理ですが、切り方や作り方、盛り付け方などによって違いがあり、お互

いを認め合うことができました。 

（文責：望月 直巳） 

 

 

 

＜じゃがいもの下処理＞ 



＜簡単マスク＞ ＜立体マスク レベルアップする子が挑戦＞ 

光明小 ６年「マスク作り」「素敵なバック作り」 

【実践内容】 

 コロナウイルス予防のためにマスク作りを計画しました。子供のニーズに合わせ、マスクの形選

びから行い、材料は、家にあるハンカチや布、ガーゼ、手ぬぐい等で作りました。 

形は、３種類。➀ 折って縫うだけ簡単マスク。（長方形）② ギャザー・プリーツマスク 

③ 立体マスク。子供たちは、意欲的に形状や絵柄にこだわり縫製することができました。また、

縫製することで、しつけ・ミシン縫い、ミシンの使い方等の復習にもなりました。    

 バッグ作りでは、無地の生地にアップリケを付けることで、子供たちのアイディアや意欲化を図

りました。文字を付けたり、フェルトで作った花や動物等を縫ったりしました。とても意欲的に取

り組み、ミシン縫いも上達をしていて、楽しんで作成できました。 

  

 

 

 

  

【成果】 

 ➀・②・③のマスクを提示し、子供たちは選択して作りましたが、③に挑戦する子が多かったで

す。１つできて時間があった子は、違うマスクにも挑戦していました。自分で使うので、丁寧に楽

しんで作る子が多かったです。２つ作った子は、家族にプレゼントをしていました。また、家庭で

もマスク作りをする子がいて、実生活に広げることができました。 

 バッグでは、マスク作りで経験した縫い方やミシン縫いを自分たちでどんどん進め、休み時間や

隙間の時間にアップリケやしつけを行う子がいて、完成がとても早かったです。 

                                  （文責：川村 陽子） 

三方原小 発達学級５年「わくわくソーイング」 

【実践内容】 

 初めてミシンに触れる子供たちなので、練習としてタオルを縫って雑巾を

作った。白いタオルに予めマジックで線を引き、縫う場所を示した。また、

赤や黒の糸を使うことで、縫った跡が目に見えて分かるようにした。 

 使える物を作ろうと子供たちと話し合い「ランチョンマット」を作ること

にした。生地を自分で用意し、雑巾と同じ手順で製作をした。ランチョンマ

ットの製作の際も、ミシンを縫う場所に線を引き縫う場所を分かりやすくし

た。 

                                 

【成果】 

 雑巾と同じ手順で作ることで、子供たちは製作の流れを理解し取り組むことができた。自分で好

きな生地を用意することも活動への意欲を高めることができた。発達学級の子供たちにとって、見

通しをもつことはとても大事なことである。また、どこを縫うのか印や線を引くことで、安心して

取り組むことができた。 

製作後、自分で作ったランチョンマットを給食で使う子供や、兄弟にプレゼントした子供の姿が

あった。物を作る活動を通して自己肯定感を高め、製作に対して興味関心を促すことができた。 

（文責：保野舞） 

＜完成したランチョンマット＞ 



＜子供の練習記録＞ 

＜計量した水を袋に入れる様子＞

気賀小 発達支援学級 ５・６年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

 本学級は、５年生５名、６年生２名の計７名で家庭科の授業を行っている。針に恐怖心をもって

いる子や、手先が器用でないために裁縫に苦手意識をもっている子が多い。そこで、先端をテープ

で留めた紐を、パンチングボードの穴に上下に通す作業を繰り返し練習

して、なみ縫いやかがり縫い、クロスステッチのやり方を学んだ。 

なみ縫いの方法で好きな形を描いたり、１０秒以内にいくつの穴に紐

を通せるか競争したりして、楽しみながら「縫い方」の方法を身に付け

た。教師の手本や動画を見ながら玉結びや玉止めのやり方も覚え、巾着

袋の制作に取り組んだ。                                 

【成果】 

 紐の先端にテープを巻いて針に見立てたことで、どこを持てば安全か分り、針への恐怖心も和ら

ぎ、意欲的に練習に取り組むことができた。パンチングボードは等間隔に穴が開いているため、次

にどこの穴に紐を通せばよいか、分かりやすかった。巾着袋を縫う過程で布に点線の目印を付ける

と、パンチングボードの穴と同じように針を上下に通せばよいことがわかり、丁寧に一針一針縫っ

ていた。しかし、板が固いため、柔らかい布を縫う感覚とは異なり、戸惑う子もいた。それでも布

を机に置いたまま縫うなど自分なりに工夫して縫うことができた。最終的に全員が巾着袋を完成さ

せることができ、「早く使いたいね。」「何を入れようかな。」など達成感を味わうことができた。 

（文責：土肥 寛子） 

 

奥山小 ５年「食べて元気に」 

【実践内容】 

  今年度は、コロナ禍の中、いつも通りの調理実習がなかなかで 

きない状況だった。そこで、米飯の調理の仕方については、まず 

最初に、ガラス鍋を使って、教師が師範でご飯を炊き、米の変化 

の様子を観察させ、米からご飯になるまでの一連の流れをつかま 

せた。しかし、自分でやり遂げた達成感はもてなかったので、一 

人でできる、より安全なご飯の炊き方はないかと考え、防災教育 

と関連付け、ポリ袋炊飯に挑戦することにした。一人一袋のポリ 

袋を用意し、お米と水の計量も各自で行わせた。                            

 

【成果】 

一人一袋で炊飯したことで、時間や火加減を考えながら、実習することができた。そして、課

題を解決する達成感を味わうことができた。また、袋の中の米の様子を見ながら、師範実習を振

り返ることもでき、炊飯に関する一連の流れを再度確認することができた。試食後の子供の感想

では、「鍋で炊いたご飯の方がおいしかったが、ポリ袋を使ってこんなに簡単にご飯を炊くこと

ができるんだなと思った。」と、災害時の食についての興味関心も高めることができた。 

（文責：岩岡 暁子） 

 

 

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 



＜完成したマスク＞ ＜手縫いでマスク作り＞ 

三ヶ日東小 ５年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

  ５年生の家庭科で初めて触る児童も多いであろう針と糸。

裁縫の第一歩で玉留めと玉結びを扱うが、ここでつまづいて

しまう児童も多いため、動画を視聴したり、ボランティアを活

用して複数で指導にあたったりした。提示用に、大きな針と

糸、指３本の模型を画用紙等で製作した。そしてその模型で、

糸（スズランテープ）を通した針（画用紙）を布（画用紙）に

刺して並縫いをしたり、指（画用紙）で押さえながら玉結びや

玉留めをしたりする様子を見せながら説明した。 

                                 

【成果】 

  動画視聴だけではなかなか見えない部分もあったが、提示用教材を使ったことで、玉留めをす

る際に針を置く場所や指の押さえ方がよく見え、一斉指導がスムーズにできた。また、児童が友

達に説明したり教えたりする時にも、模型を使うことで理解を図ることができた。休み時間にも、

この模型を使って練習をし、前向きに学習に取り組む姿が見られた。裁縫の初めの一歩として、

この指導法は有効であった。                                

（文責：金子 真弓） 

 

 

横山小 ５年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

  玉結び、玉どめ、なみぬい、本返し縫いを学習した後、「手ぬいを生活に生かそう」の学習で 

マスク作りを行った。６月のマスクが不    

足している時期であったので、自分で実  

際に使えるように「縫い目をそろえる」、  

「縫い目がほどけないように縫い始めと  

縫い終わりは、本返し縫いをすること」を  

めあてに実践した。  

【成果】 

 ・手縫いの学習の導入で「手縫いができるようになって、マスクを作ろう。」と単元を貫く目標

を提示した。自分が付けるマスクなので、玉結びや玉止め、縫い方などを覚えて、丈夫で縫い目

のそろったものを作ろうという意欲が生まれた。 

 ・ゴムを付けて、実際に作ったマスクを装着してみると端で返し縫いをしていないマスクは少し

ずつ縫い目がほつれてしまうものもあった。糸を抜いて、縫い直しをしやすい手縫いのよさを生

かして、もう一度自主的に縫い直す子もいた。 

（文責：塩﨑 順子） 

 

 

 

 

＜提示用教材＞ 



＜クリーン大作戦の振り返り＞ 

井伊谷小 発達学級６年「クリーン大作戦」 

【実践内容】 

 本年度は、年間計画の一部を入れ替え、裁縫や洗濯、掃

除の仕方を学ぶ実習に重点を置いて学習を進めてきた。

「クリーン大作戦」の導入では、校内の掃除が必要な場

所を考えさせた。発達学級の共有の教室を掃除すること

に決めて、掃除の仕方を指導した。掃除を行う前後の教

室の様子を写真で比較させ、変化を確かめた。学習の振

り返りを行うことで、掃除や片付けのよさを学ぶことが

できるよう計画、実践した。 

                                 

【成果】 

 児童が決めた場所を掃除させることで、進んで取り組むことができた。拭き掃除では、雑巾を

十分に絞るための力が足りず、水拭きの難しさを感じた。そこで、NHK 教材を活用して「湿り拭

き」を指導した。雑巾の 3分の 1の面積を濡らして絞る「湿り拭き」は発達学級の児童にも扱い

やすく、掃除の意欲を高めることができた。掃除後の教室の様子を写真で確認することで、自分

の取り組みについて具体的に振り返ることができ、教室を気持ちよく使えるようになったことに

ついて、視覚的に分かりやすく示すことができた。          （文責：袴田 朋恵） 

 

 

二俣小 ６年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

  本時の活動のめあては、「ジャガイモの選び方を考えよう。」である。身近な食材であるジャ

ガイモを選ぶ活動を通して、献立や人数、環境、金額を考えて食材を選ぶことができる力を身

に付けさせたいと思い本時の学習活動を設定した。また、食材選びの知識や考え方を身に付け

るだけでなく、自分の考えをもち進んで表現することができるように以下のように学習活動を

工夫した。①子供たちが、身近なジャガイモ料理について自由に話す時間を設ける。②身近な

スーパーマーケットで売られているジャガイモの写真を使う。これは浜松市作成の写真を活用

する。③隣の席の友達と話す時間を、短時間であるが確保する。また、全体交流での場で出さ

れた意見を板書する。④自分の考えをまとめる視点を示し、その中から自分の生活に生かせる 

ことは何か考えさせるようにする。           

【成果】 

  導入で、身近なジャガイモ料理や選ぶ時の基準を伝え合うことで、 

本時の学習への意欲が高まった。また、どの子にとっても自分の生活 

経験を話すことで意見を言いやすい雰囲気を作ることができた。活用 

した浜松市作成の写真や情報提供カードはとても分かりやすく、児童 

の思考を助けるものになった。また、進んで自分の考えを友達に話す 

ことで自分の考えを広げたり深めたりすることができた。最後に、考えをまとめる視点を示 

し、どの子も、自分の生活に生かすことができるジャガイモの選び方を考えることができた。 

（文責：山田） 

 

 

＜適度な情報量の資料＞ 



＜模擬包丁＞ 

＜裁縫迷路＞ 

豊岡小 6年「くふうしよう おいしい食事」 

【実践内容】 

 じゃがいも料理の経験はあるが、包丁でじゃがいもの皮むきや芽取りをした経験がある児童はほ

とんどいなかった。コロナ禍で調理実習が行えない状況であったため、模擬包丁を活用した体験を

考え、児童の技能の習得や料理に対する意識付けや意欲付けを図った。 

1 模擬包丁の作成･･･ 包丁のイラストをラミネートした原寸大模    

擬包丁を使って、包丁の向きや動かし方を体験  

させた。 

2 テレビの活用･･･ 密を防ぐために、「NHK FOR SCHOOL」の皮む 

き動画やタブレットの撮影機能を活用し、児童は 

自分の座席に着席したまま示範を見て学んだ。また、ポイント部分を繰り返 

し再生したり、動画を一時停止させたまま児童自分自身の持ち方と比較させ 

たりすることができた。 

3 栄養士のＴＴ指導･･･ 栄養士もＴＴ指導に入り、机間巡視をしながら、包丁の当て方やじゃ 

がいもの動かし方などの指導を行った。 

【成果】 

 初めて皮むきや芽取りをする児童に対し、個別に包丁の持ち方やじゃがいもの動かし方を指導す

ることができた。そのため、その後の家庭での調理体験について聞き取ったところ、皮むきや芽取

りに成功した児童が多く、またけがも少なかったように感じられる。また、家庭での良き団らんの

場や、児童が家族のためにできることをしたいという思いを芽生えさせるのにもつながったように

感じた。                              （文責：森山 さくら） 

 

三ヶ日西小 ５年「はじめてのソーイング」 

【実践内容】 

５年生の家庭科の授業で初めて裁縫を行う児童も多く、 

 １時間目から裁縫に戸惑う子が多くいるように感じた。 

 反面、初めての出来事にとても楽しみにしている様子の 

 児童も多くいた。苦手意識をもってしまう子や、つまづ 

いている子も多くいたため、動画を視聴しながら、速度を 

合わせて基本的な縫い方を学習したり、家庭科ボランティ 

アの方にお手伝い頂いて学習を進めたりした。また、タブ 

レットを活用し、手元を動画に撮ってわかりやすくした。 

また、基礎的な縫い方を習得し、身につくように「裁縫 

迷路」を何種類か用意し、行った。 

                                

【成果】 

 ○裁縫迷路と題してゲーム感覚で行うことによって学習に懸命に取り組む児童が多くいた。 

 ○休み時間にも友達と助け合いながら前向きに取り組んでいた。 

 ○繰り返しの学習を行うことにより、学級全員が、自分の名前を縫うことができるように 

  上達した。 

（文責：髙須 里央菜） 



＜ぬい方の拡大模型＞ 

＜ポケットの付け方を工夫＞ 

気田小 5年「ソーイングはじめの一歩」 

【実践内容】 

  この学習で、初めて針と糸を持つ児童も少なくない。 

針と糸を使うことがうれしくて、勢い込んで縫い始めた 

ものの、運針の順番や針を刺す場所を間違えてしまい、 

また糸を抜いて、縫い直す児童がいる。そんな子に限っ 

て、何回も同じような失敗を繰り返して、どんどん裁縫 

嫌いになってしまう。 

そこで、裁縫に苦手意識をもっている児童が、布に縫 

い始める前に、自信をもって縫い始められるよう画用紙 

（８ツ切横、２つ折り）と釘、赤ビニールテープで拡大 

模型を作成した。 
                                 

【成果】 

全体指導では、拡大模型を使って、手順の説明をしたり、児童の前で実演して見せたりした。ま

た、いきなり布に縫い始めることが心配な児童が、布に針を刺す順番や針を刺す場所を覚えるた

めに、模型を使った。多くの児童は、何回か練習を繰り返し、「よし、大丈夫。」と、納得してか

ら作業に取り掛かることができた。失敗しても、どこで間違えたのか自分で確認できた児童がか

かった。                              （文責：山下里美） 

 

 

引佐北部小 ５年「世界に１つ！オリジナルエプロン！」 

【実践内容】 

 「ミシンでソーイング」では、せっかく作るなら自分が使う物を！という思いで、何か一つでも 

 自分のこだわりがある作品にすることをねらいとした。 

１学期「ソーイングはじめの一歩」では、自分が製作した物に愛 

着をもって使い続ける児童もいたが、作ることで満足し全く使わず 

どこかにいってしまったという児童や、縫い目がほつれても修理し 

てまた使おうとはしない児童が見られた。そこで、自分が作った物 

を使い続けることができるよう、思いが込められた物を製作したい 

と考えた。基本的な作り方を確認した後、一人一人の具体的なこだ 

わりをノートに書いてから、製作に入るようにした。 

【成果】 

  こだわりが一人一人違っていて、そのこだわりの良さを児童同士でも認め合う様子が見られ、

自分が製作した物を誇らしく感じているようだった。布の色に合わせてミシンの糸の色を変えた

り、ポケットの形や付ける位置を工夫したりするこだわりが見られた。上記の写真の児童は、「ポ

ケットが斜めに付いている方が、手を入れやすい」と言って、ポケットの付け方を斜めに付ける

工夫をしていた。自分が製作した物をどのくらいの頻度で使用する等の成果についてはまだ確認

できていないが、調理実習での使用頻度や家庭での使用状況を確認していきたい。 

（文責：小田 真弓） 

 

 


