
平成２６年度 食育指導力向上授業研究協議会報告書 平成２６年１０月１６日（木）

和光市立広沢小学校
学級活動２年生 題材名 ｢えらんでおやつ みがいて歯ッピー｣

（２）日常生活や学習への適応及び健康安全

【養護教諭の歯磨き指導】 【むし歯にならない磨き方の実習】

○ 指導形態 担任と養護教諭による授業

〇 本時のねらい
〇日常食べている代表的なおやつを、甘さの面から「むし歯になりやすいグループ」と「むし歯になり
にくいグループ」に分けることができる。
〇おやつと一緒に飲んでいる飲み物の中には、砂糖が多く入っている物があることを知る。
〇正しい歯の磨き方を知り、実践していこうとする態度を養う。

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標「②心身の健康 ③食品を選択する能力」

指 導 上 の 留 意 点
学 習 活 動 教材・資料

Ｔ１（担 任） Ｔ２（養護教諭）

１ 事前に行った「おや ・「おやつの後の歯磨き調べ」 「おやつの後の歯磨
つのあとの歯磨き調 の結果から歯磨きに対して き調べの結果」
べ」の結果を知る。 の関心を高めるとともに、

授業への意欲を高める。

２ 本時の題材の提示 ・「おやつの後の歯磨き調べ」
の結果を踏まえ教師が本時
の題材を提示する。

えらんでおやつ、みがいて歯ッピー

３ 丈夫な歯になるため ・いつも食べているおやつを
には、どんなおやつと 発表させる。
飲み物がいいか考え ◎自分の食べているおやつに
る。 関心を持ち、より良いおや
〇どんなおやつを食べ つの取り方をしようとしてい
ているか考える。 る。 【関・意・態】

〇むし歯になりにくい ・ハテナボックスにカードを ・ハテナボックスにカードを入 ハテナボックス
おやつとなりにくい 入れ、むし歯になりにくいお れる。
おやつに分ける。 やつとなりにくいおやつに

分ける。

〇二つのグループの違 ・二つのグループの違いについ
いについて考える。 て考えさせる。

◎砂糖の入っているおやつと、
砂糖の入っていないおやつに
分け、二つのグループの違い
を考えることができる。

【思・判・実】



〇どのくらい砂糖が入 ・砂糖の量が、どのくらいかス スティックシュガー
っているかを知る。 ティックシュガーで捉えさせ

る。

〇おやつの時に飲む、 ・同様に、飲み物の中の砂糖量
飲み物の砂糖につい をスティクシュガーで捉えさ
て知る。 せる。

◎歯の健康に気を付けさせるた
めに、砂糖のたくさん入って
いるおやつや飲み物について
理解することができる。

【知・理】
４ どうしてむし歯にな ・おやつを食べた後、そのまま ・むし歯予防に歯磨きが欠かせ 食べた後の歯の様子
るのか砂糖とむし歯の にしておくと、歯はどうなる ないことを説明する。 ・むし歯菌・むし歯
関係を知る。 のか考えさせる。 【 ② 心身の健康 】 の絵

５ 正しい歯磨きの仕方 ・模型を使って背の低い歯と奥 背の低い歯の模型・
を知り、実際に磨いて に引っ込んだ歯の磨き方を説 奥に引っ込んだ歯の
みる。 明する。 模型

どのように歯ブラシ
を使うかの掲示資料

〇黒いクッキーを食 ・方法を説明する。 ・クッキーを配る。 クッキー
べ、おやつが歯につ ・クッキーを実際に食べさせ、 ・クッキーを食べて汚れた歯を 手鏡
く様子を知る。 その後で、鏡で歯の様子を見 きれいに磨こうという意欲を

させる。 持たせる。

〇歯ブラシの使い方を ・ゲスト（歯磨きじょうずくん）・歯磨きじょうずくんを使い、 歯磨きじょうずくん
工夫して、歯を磨く。 を紹介する。 磨き方を説明しながら磨かせ

る。
・一人ひとり、適切に磨けてい ◎歯をきれいに磨くために、自 牛乳パック２個
るか、声かけをしながら確認 分のめあてを見付けている。 タオル
していく。 【思・判・実】コップ

歯ブラシ
◎歯を大切にし、磨き残しのな
い磨き方をしようとしてい
る。 【関・意・態】

６ 今日の学習の感想を ・今日の学習をして分かったこ 学習カード
言う。 とを発表させる。

・一週間、おやつのあとの歯磨
きをすることを提案する。

社会３年生 単元名「農家の仕事」

【和光市の地場産野菜の学習】 【地域生産者によるゲストティーチャー】

○ 指導形態 担任とゲストティーチャー（地域の生産者）による授業

〇 本時の目標
〇市内で作られている作物について学び、農家の仕事について関心を持つ。



○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「④感謝の心 ⑥食文化」

学習活動・学習内容 評価と指導の工夫 資料・準備 時間

１ ＪＡあさか野に見学に行ったときのこと 〇資料をもとに振り返り、学習の ・ＪＡあさか野で売 ５
を思い出し、買った野菜がどこの産地なの 見通しをもてるようにする。 っていた野菜の写
かを話し合う。 真
・埼玉県の野菜が多く売っていた。 ・ノートを確認させ、自分で買
・和光市産の野菜もたくさんあったよね。 った野菜がどこの産地だった

のか確認させる。

２ 給食の献立表から、和光市の野菜が使わ ○年間の献立表を提示し、和光市 ・年間の献立表 ３
れていることを知る。 産の野菜が給食にも多く使われ
・月に和光市の野菜がよく使われているね。 ていることを知らせる。

３ 本時の学習課題を知る。

なぜ給食には、和光市の野菜が多く使われているのか。

４ 課題について話し合い、発表する。 ○なぜ和光市の野菜が多く使われ ・画用紙 １５
・運ぶのが簡単 ているのか予想させ、ノートに
・値段が安い 書かせたあと、班で話し合わせ
・作っている人が分 る。班の代表者が全体の前で発
かって安心 表する。

・近いから新鮮
・美味しい

□学習問題について話し合って結
論を導き出し、ノートに表現し
ている。〈発言・ノート〉
［社会的な思考・判断・表現］ ５

５ 地産地消について学ぶ。 ○地産地消とは、地域で生産され ・地産地消について
・新鮮で安心な食材を買うことができる たものを、地域で消費したり、 の掲示資料
・生産者の顔が見え、安心 利用するということを押さえ １０
・おいしい食べ方を教えてもらうなど生産 る。 【 ⑥ 食文化 】
者との交流ができる

・本来の「旬」の味を知ることができる

６ ゲストティーチャーの田中さんから和光 ○ゲストティーチャーの話を聞か ・田中さんの畑でと
市の野菜についての話を聞く。 せ、メモをとらせる。 れた野菜

・自分の畑でとれた野菜の美味
しさについて

・野菜をつくるための苦労話等
【 ④ 感謝の心 】

○地場産の野菜に興味を持たせ
る。

７ 今日の学習の感想を発表する。 ・今日学習して分かったことを発
表させる。

□野菜の話を聞いて、農家の仕事 ４
に関心をもち、次の課題への観
点を明確にしている。〈発言・
ノート〉 ・感想用紙
［社会的な思考・判断・表現］

１
８ 次時の予告を聞く。 ○次時は野菜の育て方を学習して

いくことを伝える。



家庭科５年生 題材名 ｢元気な毎日と食べ物｣

【栄養教諭の専門的知識の指導】 【地元事業者である、だしソムリエをゲストティーチャーに招聘】

○ 指導形態 担任と栄養教諭、ゲストティーチャー（だしソムリエ）による授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ① 食事の重要性 ⑥ 食文化 」

学習活動 担任（Ｔ１） 栄養教諭（２） ＧＴ 資料・備考
予想される児童の反応 評価規準

１ かつお節けずり体験の感 ○かつお節けずり体 ・エプロン
想を話し合う。 験を想起させる ・かつおの写

8 ・難しかった 真
・きれいに削れなかった 魚、たたき
・堅かった 給食のサイ
・いい香りがした コロ揚げ
・食べたらおいしかった ○鰹は加工によって 荒節

姿を変え、味わい 枯節
が変わることにつ
いて触れる。

２ 本時の学習内容を知る。 【 ⑥ 食文化 】

2 かつお節のだしをとっておいしさのひみつをさぐろう。

３ ゲストティーチャーの話 ○だしを取る時
を聞いて、だしのとり方を のポイントを
知る。 示す。

・水１Ｌに対し
30～40ｇの
かつお節を使
う。

・水を沸騰させ
たら火を止め、
花かつおを入
れ、再び火を
つける。

・1分煮出した
ら火を止め、

４ かつおのだしを取る。 ○作業についての指 ペーパーで濾
示をする。 す。 ○準備

20 ・鍋のお湯を使う 【 ① 食事の重要性 】 鍋、玉じゃ
・だしをとったら紙 くし、ざる、
コップにおたま２ ペーパー、
杯ずつ注ぐ ボウル、紙、

・やけどに注意 コップ、計
・いすをしまう 量カップ、
○だしは、かつおだ スポイト、
しのみ、昆布との 花かつお、
合わせだし、それ 昆布、醤油
に醤油の塩分を足
した３段階で味わ
うことを知らせて
おく。



５ だしを味わう。
①かつおだしを1人100ｍｌ ○感想を挙手して発 ○だしを味わっ ○挙手した児
程度、白い紙コップに注ぎ、 言できるようにす た感想を聞く。 童の指名は、
色、香りを確かめてから味 る。 担任が行う。
わう。ワークシートに記入
する。
・おいしい ・魚のにおい
・ちょっと物足りない
・少し酸味がある気がする

○ワークシートの甘 ○かつおだしで
味、酸味、塩味、 感じた味（そ
苦味、その他のど の他）は「う
こに丸が付いたか ま味」であり
聞く。 イノシン酸と

いう成分とか
かわりがある
ことに触れる。

②かつおだしに昆布だしを足 ○昆布だしを入れる ○昆布だしを入れる ○昆布を入れて
して味わう。 活動を支援する。 活動を支援する。 味わってみる

ことを伝える。
○昆布を入れる
ことでグルタ
ミン酸が入り
相乗効果があ
ることを伝え
る。

③かつおだし＋昆布だし＋醤 ○醤油をたす活動を ○醤油をたす活動を ○だしは塩分を 評：かつお節
油で味わう。 支援する。 支援する。 足して使うこ や昆布がう

とが多いこと ま味をいか
に触れ、醤油 した食品で
を足して味わ あることに
ってみること ついて理解
を伝える。 している。

（知・理）
６ 活動を振り返り、感想交 ○「かつおだし＋昆
流する。 布だし」、「かつ
・おいしかった。 おだし＋昆布だし
・かつおだけでもしっかり ＋醤油」の感想を
味があった。 発表させる。
・昆布を足したらさらにお
いしかった。
・醤油を足すと食べたこと
のある味になった。

７ 「うま味」について知る。○だしのうま味をい ○うま味の三大
15 かした料理は給食 要素について、

でも行っているこ うま味が経験
と、和食が世界遺 と研究の積み
産となったように 重ねで認識さ
後世に残したい文 れてきたこと、
化であることを伝 天然の素材で
える。 だしをとる良

さを知り、日
常で使ってほ

８ だしのおいしさの秘密と ○だしのおいしさの しいことを伝 評：だしのお
は何か考える。 秘密とは何か考 える。 いしさの秘

えさせる。 密は「うま
味」にある
ことに気付
くことがで
きたか。
（知・理）

９ 次時の予告 ○学習した、だしを
取る方法を使い、
味噌汁を作ること
と、だしがらを利
用してふりかけを
作ることを知らせ
る。

南部教育事務所管内参加者数：１０５名



平成２６年度 食育指導力向上授業研究協議会報告書 平成２６年１１月１９日（水）

桶川市立桶川東小学校
学級活動４年生 題材名 ｢かむ カム けんこう｣

カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

【担任の自作ＶＴＲによる食べている様子の視聴場面】 【咀嚼力判定ガムをかんだ後の様子】

○ 指導形態 担任と養護教諭によるティームティーチング

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標「② 心身の健康」

時 指導上の留意点 資料
学 習 活 動

間 Ｔ１（担任） Ｔ２（栄養教諭）

１ かむことについてのア ○やわらかい食べ物を好んでい ・アンケート結果を示す。 アンケート
ンケート結果を振り返 る児童が多いことをおさえる。 の結果

導 る。 (TVﾓﾆﾀｰ)

入 ２ なぜ、固い食べ物を食 ○かみかみ給食を例にあげて、 ・かみかみ給食のメニューを黒 かみかみ給
べる必要があるのか考 固い食べ物を食べる重要性を考 板に貼る。 食のﾒﾆｭｰ

５ える。 えさせる。
〈予想される児童の反応〉

分 ・かむことは体によいから
・歯を強くするため
・あごを強くするため

３ 本時の課題を知る。 ○課題を知らせ、児童に読ませ
て、課題を意識させる。 ・課題を提示する。

かむことのよさを知ろう！

展 ４ 顔や口の中の変化を知 ○咀嚼力判定ガムをかむことで ・咀嚼力判定ガムを配付する。 咀嚼力判定
るために咀嚼力判定ガ 顔の動きと唾液の様子に意識 ・保管する紙を配付する。 ガム
ムをかむ。 させる。 ・机間指導をする。 保管する紙

○かんだものを紙に出させ、保 ワークシー
管する。 ト

５ 顔の動きと唾液の様子 ○かむことであごだけではなく ・児童の意見を板書する。 ◎の磁石
を発表する。 こめかみも動くこと、唾液がた

〈予想される児童の反応〉 くさん出ることをおさえる。
開 ・あごが動いていた

・耳の横が動いていた
・唾液がたくさん出てきた
・かめばかむほど唾液が出

３５ る

分 ６ かむことのよさ「ひみ ・掲示物を貼る。 ◎児童の意見を利用し、かむこ 掲示物
このは」を知る。 とのよさを伝える。【 ② 心身の健康 】 歯の表面の

ひ 肥満予防 画像
み 味覚の発達 (TVﾓﾆﾀｰ)



こ 言葉の発達
展 の 脳の発達

は 歯の病気の予防
・咀嚼力判定表を提示する。 咀嚼力判定

７ 自分の咀嚼力を知り、 ○咀嚼力判定ガムの色を確認し、○グラフを使い、咀嚼力は固い 用掲示
向上させる方法が分か 自分の咀嚼力を確認させる。 食べ物をかむことで向上させ グラフの画
る。 られることを説明する。 像

○固い食べ物について説明す (TVﾓﾆﾀｰ)
る。

開 ・映像を見せる。
８ 先生が給食を食べてい ○あまりよくかめていない様子 ○１回見た後、見るポイントを 食べている

る様子を映像で見て、 （やわらかい物だけ食べる、 確認し、再度確認させる。 様子の映像
気がついたことを話し 汁物で流し込む、かきこんで (TVﾓﾆﾀｰ)

３５ 合う。 食べる）をよく見せ、よくな
いところとどうすればよいか

分 考えて、ワークシートに記入
させる。 ・カードを黒板に貼る。

○隣同士で話し合い、深まった ○児童の意見が出た後、再度映
意見を発表させる。 像で説明する。

・児童の意見をまとめる。

健康な体をつくるために、よくかむ食生活の良さを知る
（知識・理解） 【観察・発言】

９ 自分がこれからよくか ○様々なよくかむための方法か
終 んで食べるためにがん ら実現できそうなことを記入

ばることを考え、発表 させる。
末 する。 自ら健康のために具体的なめあてを設定し、実践しようとす
５ る。（思考・判断・実践）（関心・意欲・態度）【ﾜｰｸｼｰﾄ】
分

生活 ２年生 単元名「おいしくそだてわたしの野さい」（サツマイモのしゅうかくをしよう）

【本時のねらいを確認する場面】 【栄養教諭の説明の場面】

○ 指導形態 担任と栄養教諭によるティームティーチング

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「③食品を選択する能力 ④ 感謝の心」



時 指導上の留意点
間 学習内容 評価の観点

Ｔ１（担任） Ｔ２（栄養教諭）

７ １ サツマイモを植えてからの ○どのような世話をしたか ・児童の発表を板書する。 ・サツマイモ
分 世話を振り返る。 を、児童の気持ちとサツマ の世話の仕方
・水やりをしている時の私のた イモの気持ちになって考 や様子が分か
ちの気持ち え、発表させる。 っている。
＊大きくなってほしい 【気付き】
＊かれないでほしい 〈つぶやき、

・サツマイモの気持ち 発表、ﾜｰｸｼｰﾄ〉
＊大きくなりたい
＊水がほしい

２ 本時の学習課題をつかむ ○全員で課題を一読すること ・課題を提示する。
により、本時の学習に見通 ・ワークシートを配布する。
しをもたせる。

サツマイモのしゅうかくをしよう！
18
分 ３ サツマイモの比較としてミ ○サツマイモとミニトマトを ・クイズシートを配布する。

ニトマトの特徴を確認する。 比較することにより、それ
サツマイモの特徴を知る。 ぞれの特徴をつかむ。

・花、葉 【 ③ 食品を選択する能力 】
・野菜のなりかた ○クイズから花・葉の色や形、・板書掲示をする。 ・ワークシー
・夏野菜／秋野菜 実のなり方を思い出させる。・机間指導をする。 トの記入から

サツマイモの
○友達の発言から、自分の気 特徴について
がつかなかったところもわ まとめてい
かるようにさせる。 る。【思考・

表現】〈つぶ
・野菜シールを配布する。 ○クイズの答え合わせをす やき・発表〉

る。

◎教科書から、ミニトマト
は鈴なりになっているこ
とを視覚的にも確認させ、
ワークシートに記入させ
る。

◎旬についての説明を、友
達や家の人に伝えられる
ようにさせる。

15 ４ サツマイモの収穫で気をつ ○サツマイモの実物に触れる ・サツマイモの提示をする。・これまでの
分 けることを考える。 ことで注意することに気づ ・机間指導をする。 活動を振り返
・わたしの気持ち かせたり、掘る意欲を喚起 りサツマイモ
＊やさしく掘りたい させたりする。 の変化や成長
＊折らないで掘りたい ○サツマイモの収穫について に気づくこと
＊サツマイモを傷つけないよ 気をつけることをワークシ ができた。【気
うに掘りたい ートに記入する。 ・場面設定をする。 付き】〈ﾜｰｸｼ

・サツマイモの気持ち ○役割演技をすることで、育 ｰﾄ・発表〉
＊優しく掘ってくれてありが てた自分たちの気持ち、成
とう 長したサツマイモの気持ち

＊折れずに出てきてよかった を考えさせる。
＊おいしくたべてね ○グループで話し合い、自信 ・児童の発表を板書する。

をもって発表できるように
する。

◎成長したサツマイモについ
て自分なりの言葉でまとめ
させる。

◎育ててもらったサツマイモ
の気持ちから収穫で気をつ ・サツマイモ
けることを考えさせる。 の収穫に進ん

５ ５ 本時を振り返り、次時につ ○本時について振り返らせる。 で取り組もう
分 いて知る。 ○食べる活動まであることを としている。

伝え、サツマイモの収穫に 【関心・意欲
意欲的に取り組めるように ・態度】〈発
する。 表・ﾜｰｸｼｰﾄ〉

南部教育事務所管内参加者数：８７名



平成２６年度 食育指導力向上授業研究協議会報告書 平成２６年１１月１３日（木）

毛呂山町立川角小学校
学級活動１年生 題材名｢たべもののぼうけん｣（２）日常生活や学習への適応及び健康安全

【エプロンシアターを活用しての指導】 【養護教諭による専門的な知識の説明】

○ 指導形態 担任と養護教諭によるティームティーチングの授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「② 心身の健康」

時 指導上の留意点 教材・資料
学 習 活 動 ◇評価

間 Ｔ１（担任） Ｔ２（養護教諭）

１ 絵本の読み聞かせをする。 ・絵本を読む。 ・「うんち」
導 ・板書をする。 作：いもと
入 ２ うんちクイズをする。 ようこ
10 ・食べたものがうんちになるま ・うんちは生きていく上 出版社：金
分 でには、どのくらいの時間が で、自然で大切なもの の星社

かかるでしょうか？ であることを押さえる。

３ 本時の題材を提示する。 ・エプロン
たべもののぼうけん～うんちになるまで～ シアター

・スライド
・みんなは、毎日、ごはんやパ ・食べたものがどうなる

展 ン、肉や野菜に牛乳などいろ かを想像させる。
いろなものを食べたり、飲ん
だりしています。では、口か

開 ら入った食べ物はどうなるで
しょう？

25 ４ 個人・班で考える。発表す
る。

分 ５ 食べた物の流れを知る
・朝、食べたら・・・ ・Ｔ１とＴ２の掛け合い ・Ｔ１とＴ２の掛け合いで
・口に入った食べ物は、歯でか で食べたものの流れを 食べたものの流れを説明
むことで小さくつぶされま 説明する。 する。
す。

・飲み込むと食道という管を通
って胃に送られます。胃では
胃液という消化液を出して、
食べ物を溶かします。

・胃でおかゆのようにどろどろ
になった食べ物は小腸に運ば
れます。



・小腸では胃の中で充分に溶か
されなかった食べ物を溶かし
て、体に必要な栄養素が取り
込まれます。

・夕方になると朝ご飯は、大腸
に運ばれます。ここでは小腸
で吸収されなかった水分を吸

展 収します。この水分が汗にな
ったり、おしっこになったり ・小腸の模型を伸ばして
します。朝ご飯が大腸に運ば みる。

開 れる頃、昼ご飯は小腸で栄養
を吸収され、夕ご飯は胃で消 ◇うんちと

25 化されます。 健康の関係
・次の日の朝、最後に残った食 を理解して

分 べ物のカスや体の中でいらな いる。
くなったものが、さらに先の 【 ②－心身の健康 】
方に運ばれて「うんち」にな 【知識・理
ります。 ・うんちになるために、 解】

６ うんちと健康の関係を知 食物繊維（野菜）が大 (発表・観
る。 事だと気づかせる。 察)

・どんなうんちが出たことがあ ・うんちは食べたものが ・「うんぴ
る？ 変わったものであるこ ・うんにょ

・冷たいものを食べた時に下 とに気づかせる。 ・うんち・
痢。 うんご」

・元気な時は、バナナみたい。 文：村上八
・固いのがでた。 千世

・自分の体験から考えさ 出版社：ほ
７ 絵本を読み聞かせをする。 せる。 ・板書をする。 るぷ出版

・便の様子と健康に関係
があることに気づかせ
る。

８ まとめる。 ・色、形、においなどを
・食べたものは体の中を通っ 説明する。 ◇食事は規則正しくとるこ

終 て、吸収された栄養分が体を ・うんちかんさつにも触 とが大切であることを理
つくったり、運動や勉強など れる。 解している。

末 活動するためのエネルギーに 【 ①－食の重要性 】
なったりします。 【知識・理解】

10 ・食べた物や体調によっても違 (発表・観察)
いますが、うんちの硬さでお

分 腹の調子がわかります。自分
の食生活を見直し、学校生活
が楽しく過ごせるようになれ
るといいですね。

総合的な学習の時間 ４年生 単元名｢埼玉県の郷土料理を調べよう｣

【地域華うどんの会のオリジナルＴシャツを着て作り方の説明】 【実習する児童とゲストティーチャー】

○ 指導形態 担任と地域のゲストティーチャーによる授業



○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ⑥ 食文化 」

時間 学 習 活 動 指導上の留意点 資料等

２ １ 講師の紹介 ・まっすぐ立って元気な声であいさつをする。 ・プリント
分 ・講師の先生の紹介をする。

２ 本時の学習内容を確認する ・地域で作られている料理であることを知らせ
る。【 ⑥－食文化 】

みんなで協力して、おいしい華うどんを作ってみよう

10 ３ 講師の模範を見る（１回） ・話している人に体を向けて最後まで聞く。
分 ・小麦粉

・打粉
・うどん作り模範指導のポイントに気づかせる。

・新聞紙
・各グループに「毛呂山華うどんの会」の方や ・牛乳パック

25 ４ 調理実習をする。 保護者の方々が入って支援してもらう。 ・しゃもじ
分 うどん作り体験 ・計量カップ
（１回） ・机間指導を行い、各作業とも初めて体験する （180ｃｃ）
《注意点》 児童が多いので安全に行えるように注意をは ・乳酸菌飲料
はかる らう。 （80ｃｃ）
計量器で正確に計る。 ・スクレイパ

まぜる ・五・七調の合い言葉を大きい言葉で言わせ、 ・包丁
勢いよく、素早く行う。 そろって作業を行えるようにする。 ・ヤカン

まとめる ・大きい鍋
押圧は空気を追い出すため ・うどん試食準備を講師や保護者と分担し、児 ・水のう

で、決して練らない。 童のお椀に盛って被服室に運んでもらう。 ・ボール
のす ・ざる
打粉は、少量適宜。 ・氷

きる ・おしぼり
押し切りで切る。
包丁を引かないこと。
（詳しくは資料参照）

５ 片付け（机の上の粉をきれ ・片付け方をあらかじめ指導し、素早く移動で
いにし、道具の粉も払い、班 きるようにする。
毎にまとめる）
洗い物はしない ・おしぼりを使い素早く手をきれいにできるよ

６ 被服室に移動 うにする。
７ 試食（被服室）
※お椀は洗わずにそのままビ ・「毛呂山華うどんの会」の方の話を聞きながら

８ ニール袋に入れて持ち帰 試食をし、楽しい会食とする。
分 る。

◇自分たちの住む地域には、昔から伝わる料理や、季節・行事にちなんだ料理があること。(食文化)
おおむね満足でき ・身近な地域で生まれた技術であることを理解し、意欲的に「華うど
る(Ｂ) ん作り」ができる。

→キーワードを伝えたりや実際にやってみせたりなど具体的にアドバ
イスを行う。

８ 本時のまとめをする。 ・教師のまとめと評価を行う。
・講師の方に一言頂く。

９ お礼のあいさつをする。 ・講師の方や保護者の方々に御礼のあいさつを
元気よくさせる。

10 次時の予告をする。 ・毛呂山町の特産物について調べることを伝え
る。

・感想用紙



家庭科５年生 題材名 ｢元気な毎日と食べ物｣

【五大栄養素についての発問に答える児童】 【専門的な知識を説明する栄養教諭】

○ 指導形態 担任と栄養教諭による授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ② 心身の健康 」

指導上の留意点 資料
時間 学習活動

Ｔ１（担任） Ｔ２（栄養教諭） 用具

５ １前時までの学習を振 ・まっすぐに立って、元気な ・五大栄
り返る。 声であいさつをする。 養素の

・五大栄養素の種類と働きに ・栄養素の働きについて、掲示 働きカ
２ある一日の食事につ ついて 物を使いながら補足する。 ード
いて、写真を見て考 ・気づいたことを自由に出し 【 ②－心身の健康 】 ・一日の
える。 合い、一日の食事について メニュ
・黄色ばかり 興味が持てるようにする。 ・例示した食事を赤、黄、緑の3 ーの写
・栄養が足りない つのグループに分けて掲示す 真
・バランスが悪い る。 ・食品分

類表
・食品カ

・一日の食事としてバランス ード
がとれていないことを気付
かせる。

３本時の学習内容を
知る。 食事はバランスが命！

～栄養のバランスがとれるような工夫を考えよう～

４栄養バランスを良く ・話している人に体を向けて
15 するための工夫につ 最後まで聞く。

いて、栄養教諭の話 ・ふりかけのみの昼食と、給 ・給食の献立をたてるときに気
を聞き、考える。 食の献立の違いを考えさせ をつけていることを話す。
・3色がそろってい る。
るとよい。 ・バランスの良い食事にする
・いろいろな食品を ためのキーワードを出し合 ・料理カ
とったほうがよ わせる。 ード
い。 ・ふりかけのみの献立にどの ・3色分類
・主食（ごはん）に ような料理を補えばよいか、 シート
合う料理にすると グループで考えさせる。
よい。 ・工夫した点を発表させる。 ・各グループの良かった点を賞

賛する。

20 ５自分の一日の食事を ・自分で調べてきた一日の食 ・朝食の大
見直し、朝食の栄養 事について、栄養のバラン 切さについ
バランスについて考 スに注目しながら、気づい て話す。
える。 たことを話し合わせる。 【 ②－心身の健康 】 ・ワーク
・3つのグループか ・アンケートの結果から、朝 シート
らとれていた。 食の栄養バランスに注目さ
・緑のグループが少 せ、考えさせる。
ない。

朝 トースト
昼 ふりかけごはん
夜 ナポリタン



・食品の数が少な
い。

６自分の朝食をさらに ・バランスのとれた食事につ
よくするために、ど いて、学習してきたことを
のような献立にすれ 確認する。
ばよいか、栄養教諭 ・朝食の献立にはどんな料理
の話を聞き、考える。 がよいか考えさせる。 ・料理カードを用意し、朝食に

・足りなかったものやとりす 適した料理を紹介し参考にさ
ぎているものに注目しなが せる。
ら、自分の理想の朝食につ ・工夫されているところを確認
いて考える。 し、賞賛する。

・発表させ、考えを児童同士
で共有させる。

５

７本時のまとめをす ・児童の言葉でまとめをする。
る。 ・学習を振り返り、自己評価 ・バランスのとれた食事の大切

させる。 さを伝える。
・児童の良かった点を賞賛する。

８次時の予告をする。 ・次回は、ごはんとみそ汁に
ついて学習することを伝え
る。

西部教育事務所管内参加者数：７５名

◇食品を 3つのグループから組み合わせてとり、栄養を考えた食事をしようとしている。＜知識・理解＞（心身の健康）

おおむね満足

できる（B）

・自分の食事を見直し、食品を 3 つのグループから組み合わせて、栄養バランスのとれた食事にしようとし

ている。

→料理カードを利用し、自分の食事に足りないものをつけ足して、バランスのよい食事がとれるように具体

的にアドバイスする。



平成２６年度 食育指導力向上授業研究協議会報告書 平成２６年１１月２０日（木）

秩父市立吉田小学校
生活 ２年生 題材名 ｢よくかんで食べよう｣（２）日常生活や学習への適応及び健康安全

【蒸かしたサツマイモをつぶして丸める作業の場面】 【作業工程の教材資料】

○ 指導形態 担任と保護者の協力による授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標「④ 感謝の心 ⑤社会性 ⑥食文化」

児童の活動・意識 ●評価 ○支援 準備 時間

１ 前時の活動を振り返る。 ○前時で児童が調べたサツマイモ料理の絵を 絵 ５分
・いろいろなサツマイモ料理をしらべたよ。 掲示する。
・どれもおいしそうな料理だったね。 ○前時の栄養教諭の話を想起させ、サツマイ
・やく、切る、にる、あげる、つぶす、ま モは焼きいもにするだけでなく、様々な調
ぜるなどのちょう理方ほうがあったよ。 理方法で形を変えて食べられていることを

思い出させる。

２ 本時の活動のめあてを確認する

きんつば
楽しくサツマイモをちょう理しよう！ 写真

・はじめて見るおかしだ。 ○「いもきんつば」を作ることを伝える。
・おばあちゃんが食べていたよ。 ○きんつばを知らない児童が多いので、写真
・どんなあじがするんだろう。 と実物を用意しておく。
・自分たちでそだてたサツマイモをつかう ○「きんつば」は昔から食べられている和菓
んだね。 子であることを教える。 【 ⑥ 食文化 】

○自分たちで育てたサツマイモを使うことを
伝え、意欲を高めさせる。

３ 作り方を確認する。 ○作り方の手順や注意することを、黒板に写 ５分
・かんたんにできるんだな。 真でわかりやすく提示する。
・みんなで作ったら楽しそう。 ① 蒸かしたサツマイモの皮をむく。
・いろいろな形のきんつばを作りたいな。 ② 手でつぶし、砂糖を加えてねる。
・がんばっておいしいきんつばを作ろう。 ③ 形を作る。

④ 水溶き片栗粉を片面ずつ付けて焼く。
○準備から片付けまでスムーズにできるよう
に、班ごとに役割を明確にしておく。

４ 調理をする。 ○あらかじめ蒸かしておいたサツマイモを用 フライパン 20分
・かんたんにかわがむけたよ。 意しておく。 ボール(2)
・ふかすとやわらかくなるんだね。 ○皮むきから形作りまでは、ビニール手袋を サツマイモ
・さとうを入れるからあまいおかしができ 使用し、衛生面に配慮する。 水溶き片栗
そうだ。 ○形を作る時は、大きさや厚さに気を付ける 粉

・どうぶつの形にしようかな。 よう声かけをする。 砂糖
・ハートの形にしよう。 ○焼くときは保護者に協力していただき、安 油



・おいしくできるといい 全に調理できるようにする。 さいばし
な。 ○水溶き片栗粉は薄めにさっと付け、焼きす 大皿
・やいたらかたくりこが ぎに気を付けるよう声かけをする。 キッチンペ
かたまったよ。 ○児童のつぶやきを板書していき、共有化を ーパー
・どんなあじだろう。早 図る。 ビニール手
く食べたいな。 ●友だちと協力しながら楽しくサツマイモを 袋

調理している。（関心・意欲・態度） ラップ
【行動・つぶやき】 【 ⑤ 社会性 】

黒文字 ８分
５ 試食し、感想を話し合う。 ○児童に、サツマイモを調理して食べてみた 敷紙
・あまくておいしいね。 感想を発表させて板書することで、楽しさ
・まわりのかわがモチモチしているよ。 や驚きを共有させる。
・いろいろな形ができて楽しかったな。 ○楽しく試食しながら、また作ったり食べた
・「くろもじ」は切ったりさしたりできて りしてみたいという気持ちをもたせる。
べんりだね。 ○黒文字を使って食べることで、和菓子の食
・やきいもとちがって、モチモチしていて べ方に興味をもたせる。
おいしいな。 ○焼きいもの形や味と比べさせ、サツマイモ

・さとうを入れたからあまいんだね。 には様々な調理方法があり、それによって
・かんたんにできたから、いえでも作って 形も味も変わることに気付かせる。
みよう。

５分
６ 片付けをする。 ○みんなで協力してきれいに元の場所に片付

けさせる。
○フライパンは熱くなっているので、保護者
に様子を見ていただいてから片付けるよう
にする。

２分
７ 本時の活動を振り返り、これからの活動 ○保護者の協力によって安全に調理ができた

を知る。 ことに気付かせ、感謝の気持ちをもたせる。
【 ④ 感謝の心 】

○次時の活動について意欲をもたせる。

家庭 ５年生 題材名「元気な毎日と食べ物」～ごはんとみそしるをしろう～

【栄養教諭の手順・留意点の説明】 【子供たちの意見を引き出す担任の発問】

○ 指導形態 担任と栄養教諭によるティームティーチング

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ⑥食文化 」

時 教師の働きかけ（・）評価（◇）手立て（→）
学習内容 学習活動 準備・

間 Ｔ１（担任） Ｔ２（栄養教諭） 資料

１前時の学習の想起 ○前時の学習を振り返 ・図で米の成分・栄養など ・図を黒板に貼る。 補助
る。 を想起させ、学習への意 ・成分表のグラフ・実 黒板

欲をもたせ、発表を促す。 物を見せる。 図
前時の学習のごはんの簡 ・ごはんのたき方の手 米
単な手順を想起させる 順を貼る。 【 ⑥ 食文化 】

２学習課題の確認 ○本時の学習課題を知 ・課題を掲示する。
る。



おいしいごはんのたき方のコツを知ろう。

３インタビューの発 ○「吸水・たく・蒸ら ・各項目ごとにインタビュ ・短冊を貼る。 短冊
表と米の変化やお す・盛りつけ」につ ーの内容を聞き出し短冊
いしいごはんの炊 いて、家の人にイン を貼る。
き方 タビューしてきたこ
・吸水の効果 とを発表する。
・炊き方の様子
・蒸らしの効果 ○Ｔ２の栄養教諭から ・児童のインタビュー ﾒｽｼﾘﾝ
・盛りつけの仕方 米の変化やおいしい をもとに各項目ごと ﾀﾞ ｰ・

ごはんのたき方につ に米の変化やコツを 米・水
いて専門的な話を聞 説明する。 ・ﾌﾟ ﾛ
く。 （吸水実験・米の吸水 ｼﾞｪｸﾀｰ

量のグラフ・炊く動 ・しゃ
画） もじ・

・コツを板書する。 ワーク
シート

○ワークシートに書く ・米の変化を確認しながら ・児童の様子を見る
米がやわらかいごはんに
なることをまとめる 試 食

（事前
◇米の変化やおいしいごはんのたき方がわかる。 に 用

（家庭生活についての知識・理解）【発表・ワークシート】 意）
おおむね ・米の変化やおいしいごはんのたき方を記入したり、発表したりしている。
満足できる →おいしいごはんのたき方が理解できていない児童には、随時個別指導を行

う。

○米の変化を体感した ・体感・試食の様子を見 ・試食の様子を見る。
４米の変化を体感・ り、学習したたき方 る。
試食 でたいたごはんを試

食をする。
○振り返りと感想を書 ・本時を振り返り、感想を

５本時のまとめ き、発表する。 発表させる。 振り返
り

北部教育事務所管内参加者数：７０名



平成２６年度 食育指導力向上授業研究協議会報告書 平成２６年１１月２８日（金）

蓮田市立黒浜小学校
生活２年生 題材名 ｢わたしたちのやさいばたけ｣

【資料を用いてサツマイモの産地等を説明】 【地元ゲストティーチャーによる昔の食体験談】

○ 指導形態 担任とゲストティーチャーによる授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ② 心身の健康 ④ 感謝の心 」

段階 児童の活動・意識 指導上の留意点 ☆支援 ○評価（方法） ◎食に関する指導の目標 資料 時間

導 １ サツマイモが、どのよう ・写真を掲示したり、実物を見せたりして、こ 写真 ５
に大きくなったかを思い起 れまでのことを思い出すように働きかける。 実物(ｻﾂﾏｲﾓ)

入 こす。

２ 本時の活動を確認する。 ６

サツマイモのひみつを知り、おいしく食べる計かくを立てよう！
展 。
３ サツマイモの別名や昔の ☆「畑の先生」吉川さんから、サツマイモの別 名前カード
知恵などを知る。 名や昔の食べ方などを教えていただき、興味

を持たせるようにする。
別名：唐芋・琉球芋・甘藷など
戦争中など食料が不足した時代には、人命
を救ってきた歴史があること。

４ サツマイモの栄養やその ・サツマイモは、黄色の食べ物の仲間で、いろ 黄色の丸 １０
働きについて知る。 いろな働きがあることを知らせる。 働きの絵

ビタミンＣ・食物繊維
開 ヤラピン・カロチン

働き：エネルギーのもとになる。
便秘をしない。
肌がきれいになる。
風邪にかかりにくい。 など

◎サツマイモを食べると体によいことを教わり、
サツマイモを大切に食べようとする意欲を高
める。【 ②－心身の健康 】

・サツマイモについて初めて知ったことを書か ワークシート
せるようにする。

○サツマイモを食べると体によいことが分かる。（ワ
ークシート・つぶやき）【思考・判断】



５ ふかしたサツマイモを試 ◎においや色、手触りなどを確かめてから食べ 試食用サツ １０
食する。 るように助言し、育てたサツマイモを味わっ マイモ

て食べ、生命を育てる喜びを感じさせる。ま
た、「いただきます」「ごちそうさま」を感謝
の気持ちを込めてきちんと言えるようにする。
【 ④－感謝の心 】

展
・児童のつぶやきを大切にし、よい気付きを取 ワークシート
り上げ、広めていくようにする。

○五感を使ってサツマイモの特徴に気付いてい
る。

（ワークシート・つぶやき・発言）【気付き】

６ おいしくサツマイモを食 １２
べるために、どのようにし ☆自分が食べたいサツマイモの料理カードを事 料理カード
て食べたいか話し合う。 前に作っておき、話し合いに参加できるよう

にする。
☆「畑の先生」吉川さんから、種類ごとにサツ ワークシー
マイモの特徴とどんな調理方法が合うか教え ト
ていただき、よりおいしい食べ方を考えられ

開 るようにする。
・グループごとに話し合った料理名を発表させ、
調理方法などで分類してまとめるようにする。

・みんなで育てたサツマイモを食べたいという
気持ちを引き出させるように声かけをする。

○進んでサツマイモのおいしい食べ方を考えて
いる。
（観察・発表・ワークシート）【関心・意欲・態度】

７ 次時はおいもパーティー ・児童のつぶやきに耳を傾け、サツマイモへの
終 の計画を立てることを知 思いが次時につながるようにする。 ２
末 る。 ・「畑の先生」吉川さんにお礼の気持ちを伝える。

学級活動３年生 題材名 ｢じょうずな食べ方を知ろう｣
（２）日常生活や学習への適応及び健康安全

【学級の実態に応じ切実感に迫る指導】 【食材を３つのグループに分ける作業】

○ 指導形態 担任による授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ② 心身の健康 ③ 食品を選択する能力 」

段階 学習活動 指導上の留意点 ☆支援 ○評価（方法） ◎食に関する指導の目標 資 料 時間

１ 食べ物アンケートの ・給食に関するアンケート調査の結果を提示し、クラ 給食アンケ ７
導 結果からクラスの様子 スの好きな料理や苦手な料理について知らせる。 ートの結果

を考える。

入 ２ バイキング給食の中 ・紙上に示されている料理から４種類を自由に選ばせ、バイキング
から食べたい物を選び、 選んだ理由を発表させる。 給食ワーク
選んだ理由を発表する。 シート

☆食べたい物がなかなか選べない児童には好きな食べ
物はどれかを聞くなど、個別に対応する。



○給食について関心を持ち、自分なりの選んだ理由を
考えている。

（発表・ワークシート）【関心・意欲・態度】
３ 本時の題材を知る。 ・本時の題材を提示し、解決に向けて意欲を持たせる。 33

じょうずな食べ方を知ろう。

４ 食べ物の３つの働き ・食べ物は体内での主な働きによって、大きく３つの ３つの食
展 を知る。 グループに分けられることを理解させる。 べ物提示

資料
・栄養教諭から黄、赤、緑のグループに入る食べ物を
教えてもらい、理解させる。 説明のビ

デオ
黄のグループの食べ物・ごはん、パン、麺など

赤のグループの食べ物・・肉、魚、卵、牛乳など

緑のグループの食べ物・・野菜など

①バイキング給食の食べ ・提示した食べ物について、なかま分けをさ
物が、どの色のグルー せ正しい分類を理解させる。
プに入るかを考える。

②体内での主な働きにつ ・栄養教諭から３つのグループの体内での主な働きや、
いてや、不足した場合 不足すると体にどんなことが起きるかを教えてもら

開 の体への影響について い理解をさせる。 説明のビ
知る。 デオ

黄のグループの食べ物は、
主に体を動かすエネルギーとなり、不足すると頭が
働かなくなり、体を動かす力が出なくなる。

赤のグループの食べ物は、
主に体をつくり、不足すると、体の成長がうまくい
かなくなり、骨も弱くなる。

緑のグループの食べ物は、
主に体の調子を整え、不足すると、皮膚がカサカサ
したり、便秘になったりる。

③自分の選んだバイキン ・色分けしたワークシートを見て、自分の選んだ料理
グ給食の色分けを見て、 は何の栄養が不足しているのか（何色が足りないか）
気づいたことを発表す 考えさせる。
る。 ・自分の考えたバイキング給食をより栄養のバランス

を良くするために、不足している食べ物と入れ替え
る。

☆不足している食べ物の入れ替えがなかなかできない
児童には、栄養のバランスに着目し考えさせる。

◎食べ物の３つの働きから栄養のバランスについて考
え、好き嫌いなく食べようとする意欲が持てている。

【 ②－心身の健康 】
５ 今日の給食の食べ物 ・今日の給食に使われていた食べ物を、黄、赤、緑の
を３つのグループに分 ３つのグループに分けさせる。
ける。 ・正しい分類結果を理解させ、気づいたことを発表さ

せる。
・給食は栄養の偏りがないように、３つのグループの
食べ物を上手に組み合わせていることに気づかせる。

○給食の食べ物の分類について進んで取り組もうとし
ている。（観察） 【関心・意欲・態度】

○給食の食べ物の分類が正しくできている。（ワークシ
ート） 【知識・理解】

◎給食は、栄養のバランスを考えて作られていること
に気づいている。 【 ③－食品を選択する能力 】

６ 自分のめあてと方法 ・本時の学習から実戦に向けての意欲を高める。
終 を決め、ワークシート ・発表を聞いて、実践への意欲をもつ。 ５

に書き、発表する。 ○３つの働きをもつ食べ物を、好き嫌いしないで食べ
末 ることの大切さがわかり、残さず食べようとする意

欲をもつことができている。（発表・ワークシート）
【思考・判断・実践】



家庭６年生 題材名 ｢くふうしよう 楽しい食事｣

【保護者との連携による授業】 【実物を活用して説明する栄養教諭】

○ 指導形態 担任と栄養教諭による授業

○ 本時の学習指導（略案） 食に関する指導の目標 「 ② 心身の健康 ③ 食品を選択する能力 」

段 指導上の留意点 ☆支援 ○評価（方法） ◎食に関する指導の目標 時
階 主な学習内容と活動

Ｔ１（担任） Ｔ２（栄養教諭） 間

１ 本時の学習内容を確認す ２
る。 めざせ！給食メニューの副菜 Ｎｏ．１

導 －黒浜小産野菜をいかして－

・主食（ごはん）、主菜（鮭の塩 ・みんなが考えた副菜の中から
入 焼き）、みそ汁＋副菜であるこ １つが給食の献立として選ば

とを確認する。 れることを確認する。
◎主食・主菜・副菜について理解
する。 【 ③－食品を選択する 能力 】

２ 各グループの副菜のメニ ・自分達のめあてや工夫した点を 40
展 ューを紹介する。 強調して、給食のメニューに取

（事前に調理は済ませておく） り入れてもらえるように、発表
・副菜の特徴を強調して発表 させる。
する。 ・使用した野菜、彩り、食べやす
（栄養のバランス、めあて、 さなど、分かりやすく伝えるよ
工夫したところ、調理法、味 うにさせる。
付けの仕方など）
・試食を行う。 ・保護者の方にも副菜を試食して ・各班をＴ１とともに机間指導
・自分の班と、試食をした班 いただき、気付いたことや食べ し、試食をする際の観点を意
について、グループで話し た感想をメモしていただく。そ 識しながらメモをするように

開 合いながらワークシートに のメモは、次時の献立を見直す させる。
記入する。 時間で活用することを伝える。

・試食して気付いたことや感 ・副菜について気付いた点を発表 ☆栄養のバランスや組み合わせ
想を発表する。 し意見を交換させる。 などがとれているか気付かせ

・他の班がどんなところを工夫し る。
ているか、メモしながら聞くよ ①栄養バランス
うにさせる。 ・主食、主菜、みそ汁と組み合

○食材の組み合わせや栄養のバラ わせて五大栄養素がそろって
ンスを考えて、給食の副菜を工 いるか。
夫している。 ・色の濃い野菜が入っているか。

（発表、ワークシート） ②見た目
【創意・工夫】 ・彩りがきれいに組み合わされ

◎健康を考え、バランスの良い食 ているか。
事を考えることができるように ・切り方や盛りつけがきれいか。
する。 【 ②－心身の健康 】 ③味

１食分の食事として、食べ合
わせは良いか。

・子供達が考えた副菜につい ④量
て栄養教諭から、大根の特 ・量は小皿にのる量か。
徴や給食で出す時の注意点 ・自分達で育てた野菜を生かし
気を付けるところなどの話 た料理の話を聞くことにより、
を聞く。 野菜への関心を深め、野菜を



食べようとする意欲を高める。
展 ・野菜作りや調理の大変さにも

触れ、作ってくれている方々
への感謝の気持ちも持たせる
ように話す。

・試食した保護者の方にも食べ
た感想を発表していただく。

・次の３点を説明する。
①必ず加熱する。
②同じ大根を使ったものでも、

開 調理法や食材の組み合わせ、
味付けによって、いろいろ
な料理を作ることができる。

③大根は特に味がシンプルな
ので、いろいろな料理に合
う。

３ 本時のまとめをする。 ・次時は、本時をもとにしながら ・次時に栄養バランスのとれた ３
終 自分達で立てた給食の計画、食 給食の副菜を決めることを伝

材の組み合わせ、五大栄養素が える。
末 そろっていたか確かめることを

知らせる。

東部教育事務所管内参加者数：１１７名


