第５学年
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題材名

家 庭 科 学 習 指 導 案

バランスのとれた食事をしよう
～和食のよさをきわめよう！～

２ 題材について
（１）題材観
本題材は，新学習指導要領の目標（２）「日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能を身に付
け，身近な生活に活用できるようにする。」を受け，内容「Ｂ日常の食事と調理の基礎」の（２）ア「体
に必要な栄養素の種類と働きについて知ること」イ「食品の栄養的な特徴を知り，食品を組み合わせて
とる必要があることがわかること」（３）ア「調理に関心をもち，必要な材料の分量や手順を考えて，
調理計画を立てること」エ「米飯及びみそ汁の調理ができること」の指導において，他の内容との関連
を図り，実践的に学習できるように配慮し設定した。
本題材では，日本の伝統的な日常食であるごはんとみそ汁の学習を通して，食材の分量や火加減など
の調理の技能を身に付けると共に，毎日の食事をふり返ることにより，バランスよく食べることの大切
さに気づき，食品や食生活への関心を高めることをねらっている。
「ごはんとみそ汁」は，栄養的価値にすぐれ，他の料理と組み合わせてバランスの取れた食事にする
ことが容易である。また，米のとぎ方，蒸らし方，火加減，水加減，みそ汁の実の取り合わせ，だしの
取り方等，各家庭によって異なる工夫があれば，それを伝え合うことで家族の思いにふれることができ
る。すべての工夫が「おいしさ」につながっているということを，実習を通して実感することもできる
だろう。
しかし「ごはんとみそ汁」が伝統的な日常食であるとはいっても，現代の日本の食卓は多様で，主食
である米の消費量は年々減少している。みそ汁がおふくろの味ではなくなってしまった家庭も多く，毎
日みそ汁をのむ児童は６０％（海神小５年）にすぎない。無洗米やだし入りみそを使う家庭もあるので，
「米をとぐ」ことも「だしをとる」こともなく「ごはんとみそ汁」を食べている場合もある。
児童は，前期の社会科の学習の中で，日本の食料生産について学び，総合的な学習の時間に「日本の
米作り」について調べた。それらの学びの中で，日本の食料自給率の低さに驚き，日本人の食生活の変
化が米の消費量を減らしたこと，減反政策により田んぼが減っていること，農業従事者の高齢化の問題
等を知った。また，大量の食品の輸入によって今の食卓が成り立っていることに驚き，生産地への関心
も高めてきた。６月に山形県余目町の農業協同組合の方に来ていただき，米作りの苦労や日本がかかえ
ている課題について話してもらい，児童の米に対する興味・関心が高まってきた。
ここで「ごはんとみそ汁」を学習することで，児童は，社会科や総合的な学習での学びを日常の食生
活と結びつけて実感することができるのではないだろうか。また，なべでごはんを炊いたり，うま味調
味料に頼らず，にぼしやかつおぶしからだしをとってみそ汁を作るという経験は，「米をほかほかのご
はんに変身させる」「日本人が発明した，だしのうま味を味わう」という調理する喜びを味わわせるた
めにも有効であると考える。
（２）児童の実態（男子１７名 女子１２名）
５年生になって始まった家庭科の学習に児童は意欲的に取り組んでいる。食生活の領域については，
「包丁の達人になろう」という家庭での実践課題にすすんで取り組み，
「自分でできる仕事をふやそう」
の単元で，りんごの皮むきに挑戦した。「おいしい野菜スープをつくろう」では，班別に野菜の切り方
を工夫しながら，手順を考え分担協力して実習を行った。どの児童も野菜のおいしさに感動し，達成感
を味わうことができた。家庭での実践課題では，すべての作業を自分一人で行い，家族に食べてもらっ
たという児童が多かった。一人でやりきることの大変さと共に「おいしい」と言われる誇らしさを体験
したのである。
夏休みの「包丁の達人になろう」では，多くの児童が昼食作りやおやつ作りに取り組み，調理の経験
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を少しずつ積み上げてきた。
今回，「ごはんとみそ汁」を学ぶにあたって，今までの食の領域についての実践化がどのくらい進ん
でいるか，また，炊飯やみそ汁作りについての家庭での調理実態や児童の調理経験はどのくらいあるか
についてアンケート調査を行った。以下がアンケートの結果である。
＜実態調査＞
①「ごはん」について聞きます。
ァ ごはんは好きですか。
好き
（２７）
嫌い
（ ２）
ィ 「おいしいごはん」とは，どんなごはんだと思いますか。
もちもち
ふっくら
つやつや
あたたかい
すこしかため
甘い
ほかほか
ゥ ごはんを炊いたことはありますか。
ある
（１７）
ない
（１２）
ェ 「ある」と答えた人は，おいしいご飯を炊くためにどんな工夫をしていますか。。
米をといでから，炊くまでに時間を置く
（ ６）
米を何回も洗わない
（ ２）
炊くときに，はちみつや油を少し入れる
（ ２）
ォ あなたの家では，何でごはんを炊いていますか。
電気炊飯器
（２７）
ガス炊飯器
（ ２）
ヵ ごはんにはどんな栄養があるか知っていますか。知っていることを書きましょう。
タンパク質
（ ６）
炭水化物
（ ２）
体をうごかす働き（ ２）
ビタミンＢ
（ ２）
②「みそ汁」について聞きます。
ァ みそ汁は好きですか。
好き
（２９）
嫌い
（ ０）
ィ 「おいしいみそ汁」とは，どんなみそ汁だと思いますか。
あたたかい
ちょっとあつい
あつあつ
だしがきいている
具だくさん
できたて
ゥ みそ汁を作ったことはありますか。
ある
（ ９）
ない
（２０）
ェ 「ある」と答えた人は，おいしいみそ汁を作るために，工夫したことがあったら書いて下さい。
市販のだしではなく，自分でとっただしを使う
（ １）
だしの量を考える （ １）
みそに合う実を考える （ １）
火加減と入れる実の順番を考える（ １）
ォ みそ汁の実にはどんなものを入れていますか。
大根 とうふ わかめ 水菜 じゃがいも ねぎ タマネギ 油揚げ みょうが
なめこ しじみ あさり にんじん ごぼう こんにゃく
ヵ みそ汁にはどんな栄養があるか知っていますか？知っていることを書きましょう。
タンパク質
（ ６）
ビタミン
（ １）
元気になる
（ ２）
頭が良くなる （ １）
③ごはんとみそ汁について，疑問に思っていることや，学習したいと思うことを書きましょう。
ごはんとみそ汁にはどんな栄養があるのか
（ ６）
どうやったらごはんやみそ汁がおいしく作れるか
（ ４）
ごはんとみそ汁にはどんなおかずがあうか
（ ２）
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上記の結果をみると，ご飯やみそ汁を作った経験のある児童の割合は少なく，特に，みそ汁はクラス
の３分の１の児童しか経験していないことがわかった。ご飯やみそ汁をどのようにしたらおいしく作れ
るかは，作った経験のある児童でないとほとんどわからない。作った経験のない児童は，どのように作
られているのかを考えないで食べているのではないかと思う。ごはんのおいしさについては，炊きたて
で弾力があることを条件とした児童が多く，みそ汁は，温度や具について個人によって好みが異なると
いう結果になった。
また，米の栄養については，ほとんどの児童に知識が無く，総合学習の時間に調べていた数名の児童
も知識は不確かである。
全員がみそ汁を好きだと答えていたり，だしについて記述した児童がわずかながらいたりするので，
題材への関心は高いのでなないかと思われる。な

（３）指導観
米を炊くというのは，日本独特の調理法で，水分の多いジャポニカ米をおいしく食べるために生みだ
されたものである。水分がなくなるころに蒸気が米の内部の糊化を進め，火を止めてさらに蒸らすこと
で，飯の形を保ったまま米の中心部まで糊化を促すとともに表面の粘り気をしずめる。水分がなくなっ
ても加熱を続けていると飯の表面が炭化され焦げができる。といってはやく火を止めると香りが出ない。
水分が無くなったかどうかは，ふつう音を聞いて判断するが，初めてではむずかしいと思われる。そこ
で今回は耐熱ガラスのなべ（実験の際はビーカー）で炊き，火を止める絶妙のタイミングをつかませた
い。「米をおいしく炊くにはどうするか」という課題に沿って，吸水時間や水加減，むらし時間などを
調べて炊飯実験し，米が吸水により膨張する様子，加熱により湯が対流し米が動く様子，水がなくなる
とすぐビーカーの底がうっすらときつね色になる様子などを観察させ，米がごはんに変わっていく様子
をみながら，おいしいごはんを炊くための条件について考えさせたい。
みそ汁については，本来，大豆の栽培からみそ作りまでを体験するという学習を土台にすすめたいと
ころだが，今回は，みその原料を示すことで，みそ作りの過程に関心を持たせるようにしたいと思う。
さらに各自が持ち寄ったみそを見て，地域や風土にあったみそ作りが昔から行われていたことにも気づ
かせたい。その過程で「だし入りみそ」を取り上げ「『だし』って何？」というところから調べる活動
に入る。だしの取り方がいろいろあることに気づいたら，味比べの実験を行う。「うま味」成分は昆布
のグルタミン酸とかつお節や煮干のイノシン酸が基本であるから，昔ながらのだしの取り方で，味比べ
をさせたい。だしが入ることでみそ汁が格段においしくなることから，みそ汁のおいしさが温度や実の
取り合わせやみその種類以外に「だし」の違いという条件があることに気づかせたいと思う。
さらに「バランス良く食べる」ために必要な知識として，３つのはたらきを主な食品をしっかりおさ
えた後，ごはんの主成分である炭水化物，煮干しに含まれるカルシウムについて簡単にふれる。次に問
題のある献立のバランスシートを見せることで視覚的に栄養のバランスを捉えさせ，各自の食生活に対
する問題意識を持たせるようにしたい。さらに「ごはんとみそ汁」に，あと二品（主菜と副菜）おかず
を加えるとしたら何にするかという課題を与え，いくつかの料理（主菜と副菜が組み合わさったカード
で，表は１食分の量がつかめるような写真，裏はその献立にふくまれる栄養素を◎○で表示した資料）
から選択させる。児童が，嗜好だけでなく栄養を考えながら選ぶことが出来れば，栄養学習の入り口と
して適切な内容になるのではないかと考える。

（４）仮説とのかかわり
「わかった」「できた」と実感するような学習活動を工夫すれば，
活用・実践する力が身に付くだろう 。
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実践する子

☆

感じる子

・「吸水時間や水の量やむらし時間をかえて

○

・
「固いごはんもべちゃっとしたごはんも

炊いてみよう。」

おいしくない。もちもちのごはんはおいしい。」

・「だしをとって味を比べよう。」

・「だしの入っているみそ汁はおいしいよ。
」

・「実の取り合わせを工夫してみそ汁を作ろう」

・
「材料によってだしの味って違うんだね」

・「おいしいごはんとみそ汁を作ろう。
」

・「おかずを一つ入れ替えたら食事の

・「ごはんとみそ汁にあうおかずを探そう。」

考える子

バランスがこんなにかわるんだ。
」

●
・「おいしいご飯を炊くには，どのようにしたら
よいのだろう。」

・「だしってどうやってとるのかな。」
・「どの実を組み合わせると栄養のバランスが
とれるかな」
・「おかずを何にするとバランスがよくなるかな。
」

「ごはんとみそ汁」という伝統的な日常食のよさがわかり，「炊く」って何だろうと考えながら，な
べでおいしく炊いて達成感を味わう。次に「だし」って何だろうという疑問をもち，調べたり比べたり
して「うま味」という味を自覚する。たとえ実際には炊飯器でごはんを炊き，顆粒だしでみそ汁を作っ
ているとしても，できるだけ自分の手で，食材の変化を確認しながら実験や実習をした体験は，感動や
実感となって，日常の食事，行事の時の食事，停電した時，災害時，屋外での食事などさまざまな場面
での実践につながっていくのではないだろうか。
今回も，作り方についてすべて情報を与えるのでなく，一部分は児童自身に調べさせる。そうするこ
とで，より主体的になり，調べたことを情報交換することで，答えは一つではないことに気づき，いろ
いろな要素によって材料や作り方は工夫していいのだということを知るのである。
ごはんをなべで炊いたり，本物のだしをとることが自分でできれば，児童は家族のために腕をふるい
たいと思うだろう。ここでもぜひ実践課題を位置づけたいと思う。ごはん炊きとみそ汁作りの手順を考
えながら一人でやり遂げられれば，達成感も大きく，継続的な実践へとつながっていくのではないだろ
うか。また，作ってもらった食事についても，味や具材への関心を高め，感謝の気持ちをもっていくも
のと考える。

○感じる子
・炊飯実験を行い，吸水時間や水加減や蒸らし時間によるごはんのできあがりの違いを五感を使って調
べる。
・だし比べを行い，材料によるだしの味の違いを五感を使って調べる。
・ごはんとみそ汁の実習や食事調べを通して，バランスのよい献立（和食のよさ）について関心を持つ。
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●考える子
・なべで米を炊いたり，本物のだしをとるために必要な情報をいろいろな方法で集める。
・ごはんをおいしく炊くこつを知り，吸水時間や水加減，火加減，蒸らし時間を工夫して炊く。
・栄養のバランスを考え，実の取り合わせを工夫する。
・いろいろな食品の体内での働きを知り，ごはんとみそ汁に合うおかずを選ぶ。
☆実践する子
・ごはんのおいしい炊き方やだしの取り方について，調べたり伝え合ったりする。
・なべでごはんを炊いたり，本物のだしを取ってみそ汁を作ったりして，できばえやおいしさを伝え合
うことで，家庭でも実践してみようという意欲をもつ。
・ふだんの食事の時，だしの味や実の取り合わせに興味をもって食べたり，食事のバランスに関心をも
ったりする。
３ 題材のねらい
○おいしいごはんやみそ汁の作り方に関心を持ち，協力して作るとともに，自分たちが工夫して作った
ものをいっしょに食べる喜びを味わい，家庭で作って家族に食べてもらいたいという意欲を持つ。
（関心・意欲・態度）
○水加減，火加減等を考えながらご飯を炊いたり，実の取り合わせを工夫してみそ汁を作ったりするこ
とができる。
（創意工夫）
○手順を考えながら，おいしいご飯とみそ汁の調理ができる。
（技能）
○食品に含まれる栄養の体内での働きと食品を組み合わせてとることの必要性を理解している。
（知識・理解）
４

指導計画（１３時間扱い）
感じる○

学 習 内 容
バランスのよい食事をしよう

学

習

活

考える●

実践する☆

動

～和食のよさをきわめよう！～

何を食べているのだ ・社会や総合的な学習で学習したことを思い起こす。
ろう。
・食事調査（３日間）の結果をみて，気づいたことを話しあう。
（０．５） （主食は「ごはん」が多い。「みそ汁」とセットになっている。）
・「ごはん」「みそ汁」のよさを話し合う。
ごはんをおいしく炊 ・生米と炊きたてのごはんを比較する。
くためには，どうす ・ごはんをなべでおいしく炊くために知りたいことを出し合う。
ればよいのだろう？ （米のとぎ方，水の分量，吸水時間，火加減，蒸らし時間）
（０．５） ・標準的な炊き方について調べる。
（プリント資料，教科書，※インタビュー）

○
○
●
●

おいしいごはんのひみつをさぐろう！
おいしいごはんの炊 ・調べたことを発表する。
☆
き方について話し合 ・米のとぎ方，水の分量，吸水時間，火加減，蒸らし時間などを話しあう。
おう。
・実験の計画をたてる。
（１）
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課題に沿って炊飯実 ・班別に２つのビーカーで条件を変えて炊飯をし，水が米に吸水されてご ☆
験をしよう。
はんにかわっていく様子を観察する。
（２） ・異なる条件で炊いたごはんを試食し，固さや味を比べる。
○
・おいしいごはんのひみつを伝え合う。
●

おいしいみそ汁のひみつをさぐろう！
おいしいみそ汁の作 ・持ち寄ったみそを比べ，風味や原材料について話しあう。
り方について話し合 ・みその原料や作り方をみて，表示の中にあった「だし（アミノ酸等）」
おう。
（３）
とは何か考える。
・みそを湯にといたものを試食し，「だし」の必要性に気づく。
・だしの取り方について調べる。（インタビューなど）
・調べたことを伝え合う。
２種類のだしで味比 ・２種類のだしのとり方を確認する。
べをしよう。
・班別に２種類のだしをとって，だしの味を比べる。
本時（１）
（にぼしのだし，かつおとこんぶのだし）
・少量のみそを加えて味比べをする。
・だしのうまみについて知る。

○
●
○
●
☆

○
○

おいしいごはんとみそ汁を作ろう
ごはんとみそ汁の実 ・みそ汁の実の取り合わせやみそ汁に入れるタイミングについて話しあ
●
習計画を立てよう
う。
（１） ・ごはんとみそ汁の実習手順を知る。
・仕事の分担を班で話しあう。
ごはんとみそ汁を作 ・協力して実習する。
☆
ろう
（２） ・できばえを見合う。
・試食して評価する。（感想を話しあう。）
・ごはんとみそ汁の栄養について知る。
（班別の栄養バランスシートを示し，みそ汁の実によって栄養が異なって
くることを知る。）
バランスのよい和食のメニューを考えよう
バランスのよい食事 ・食品の３つの働きについて知る
●
ってなんだろう
・バランスの悪い献立を見て，どうすればよくなるか考える。
●
（２）
○
・「班別に主菜・副菜を付け加えるとしたら」という課題で料理を選択し， ●
選んだ理由を発表する。
・３日間の食事調べのワークシートを見て，バランスがとれているかふり ●
かえり，和食のよさに気づく。
家庭で実践しよう
※家庭でごはんとみそ汁をつくる。
☆
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５

評価規準
学習活動
１ 今までの学びを思
い起こしたり，食
事調べの結果を見
たりして，気づい
たことを話しあう。
２

ごはんの炊き方に
ついて話しあう。

３

炊飯実験をする。

４

関心・意欲・態度
ごはんとみそ汁と
おかずの組み合わ
せが多いことに気
づき，和食の献立
のよさについて考
えようとする。
自分の経験を伝え
たり，資料を読ん
だりして，すすん
で調べようとす
る。
条件を変えたこと
による炊飯の様子
の違いを比べてい
る。
ごはんのおいしさ
を実感する。

５
６
７

みその種類や栄養
について調べる。
だしの取り方を調
べる

８

いろいろなだしを
とって味比べをす
る。

９

実習計画を立てる。

10
11

ごはんとみそ汁の
実習をする。

12
13

バランスのよい食 ごはんとみそ汁に
事について考える。 あった，バランス
のいいおかずを考
えようとする。

創意工夫

技能

班の課題を確か
めるための実験
方法を考えてい
る。

給水時間や水加
減，火加減，蒸
らし時間がわか
る。
水の量や沸騰す
る様子を見なが
ら，火加減の調
節ができる。

いろいろなだしの
取り方をすすんで
調べようとする。
だしのおいしさを
実感する。

２種類のだしを
とることができ
る。
栄養のバランス
を考えながら，
実の取り合わせ
を考える。

協力して実習でき
る。

手順を考えて実
習できる。
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知識・理解

おいしいごはん
のひみつがわか
る。

みその栄養につ
いて知る
だしが入ると味
がちがうことに
気づく。
だしのうま味に
ついて知る。

食品の栄養的な
３つの働きと，
６つの栄養素に
ついて知る。
ごはんとみそ汁
の栄養が分か
る。
カルシウムの働
きがわかる。
バランスのよい
食事のイメージ
をもつことがで
きる。

６ 本時の指導（3 ・4 ／１３）
（１）目標
・条件を変えたことによる炊飯の様子の違いに関心を持ち，調べた条件で炊いた時のごはんのお
いしさを実感する。
（関心・意欲・態度）
・水の量や沸騰する様子を見ながら，火加減の調節ができる。
（技能）
・おいしごはんのひみつがわかる。
（知識・理解）
（２）本時の評価基準
評価基準
評価の観点
炊飯の様子の違いに関
心を持ち，ごはんのお
いしさを実感する。
（関心・意欲・態度）
水の量や沸騰する様子
を見ながら，火加減の
調節ができる。（技能）
おいしごはんのひみつ
がわかる。
（知識・理解）

Ａ

十分満足できる

Ｂ

おおむね満足できる

Ｃ

五感を使って違いを
調べている。

協力して実験に参加して
いる。

努力を要する児童
への手だて
具体的な言葉を例示す
るようにする。

沸騰する様子をみな
がら火加減の調節が
できる。
ごはんの炊き方（吸
水時間，水かげん，
火加減，蒸らし時間）
をワークシートに書
ける。

協力して実験に参加して
いる。

前時に学習した内容を
掲示しておく。

ごはんの炊き方がワーク
シートに書ける。

図で示して空欄をうめ
るようしておく。

（３）展開
指導◎ 仮説（○●☆）
教 師 の 指 導 と 評 価

評価※

時
学 習 活 動 と 内 容
配
10 １，実習の準備をする。
（ビーカーＤ以外は，事前に米は洗って，分量の
・身支度をする。
水に吸水させておく。）
・テーブルをふいて，材料や道具を準備する。 ・ふきんはポケットに入れるようにする。
・実験方法を書いた紙を用意する。
・台ふきんをテーブルに置かせる。
・計画表はクリアケースに入れておく。
＊クリアケース＊実習計画表
・米は前もって計量し，分量の水で吸水させてお
くようにする。
・ビーカーに印（米の位置）をつけ，吸水が終わ
ったときの米の量，炊きあがった時の米の量が
おいしいごはんのひみつをさぐろう
比較できるようにしておく。
5 ２，班別の課題を発表する。
水加減は２割り増しが本当においしい
のか？
ビーカーＡ：水加減２割り増し
ビーカーＢ：水加減３．５割り増し

２
， ・標準の炊き方を掲示し，それぞれの課題がお互
いに把握しやすいように，調べようとするポイ
ントを全面に図示する。
◎なべの中の米と水の様子の写真を掲示し，火加
減のタイミングを外さないように確認する。
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吸水時間３０分以上は本当においしい
のか？
ビーカーＣ： 吸水３０分以上
ビーカーＤ： 吸水０分

・何を実験しているか，班別にわかるようにして
おく。
◎吸水していない米の分量と吸水した米の分量を
比較してから点火するようにさせる。

蒸らし時間は本当に１０分必要か？
ビーカーＥ：蒸らし１０分
ビーカーＦ：蒸らし３分
・結果の予想を発表する。
30 ３，炊飯実験をする。
◎時間，米の様子，水のようすと火加減を簡単に
①中火にする。
記録させる。
②ふっとうしたら弱火にする。
・５００㏄のビーカーに分量の米と水を入れたも
③注意して観察し，１２分くらいたって水
のを１時間前にセットしておき，すぐに加熱が
が引いたところで火をとめる。
始められるようにしておく。
④１０分間むらす。
・全体を加熱できるように，こんろの上に網をお
⑤ごはんを真ん中によせるようにしてほぐ
いて，さらにその上にアルミホイルを敷いてビ
す。
ーカーを乗せるようにする。（または，理科実験
（標準の炊き方）
用具のセラミック付きの網を使う。）
米 100 ㏄(80g)
・調理室のガスこんろは左右で火力が違うので，
水 120 ㏄
事前に実験をしておき，適切な支援をする。
（３０分以上吸水させておく）◎ワークシートに撮影のタイミングを書いておい
て，記録（写真）を班別にとっておくようにす
①ふっとうするまで中火（約６分）
る。
◎蒸らし時間は保温ができるように，カバーをか
沸騰すると米がおどるのが観
ぶせるようにする。
察できる。
◎観察・記録は自席で行い，近くで観察したり火
加減を行う時は，十分に安全に注意するように
させる。
②弱火にして１２分
◎一粒一粒の米の様子や，弱火にするとき，消火
する時の水の様子に着目させる。
水が引いたところで火を止め ※沸騰する様子，水が引いていく様子をみて火加
る。
減ができたか
※２つのビーカーを比較しながら観察し，ワーク
シートに気づいたことが書けたか
③火をとめてむらす（１０分）
☆炊飯中の米の変化を見て，水分を吸収しながら
テーブルに移し，保温カバー
「ごはん」になっていく様子がわかったか。
をかける。
◎むらしている間に，試食の指示を与える。
・ほぐしてから中央によせる。
・アルミカップにすばやくよそる。
・条件を変えた方と標準の方と同時に試食でき
るようにする。
・よそったあとのビーカーは水にひたしておく。
15 ４，２つを試食してわかったことを書く。
○ごはんを五感で比べ，豊富な言葉で違いを表現
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・ワークシートに違いを書く。
しているか。
・つや，香り，弾力，味など五感を使って比
較する。
15 ５，感想を伝え合う。
☆炊飯の条件を変えた時のたきあがりの違いを伝
ＡとＢ：水加減を多めにするとやわらかくな
えられたか。
る。つぶが少しくずれている。２割
増しのごはんはやわらかいけど粒が
しっかり残っている。
ＣとＤ：吸水していないとしんの残った固い
ごはんになる。表面はべちゃっとし
ている。吸水したごはんは水分が平
均に吸水されていておいしい。
ＥとＦ：蒸らし時間が短いと，表面がべちゃ
っとして，米の形が変化している。
蒸らし時間をしっかりとると，ほく
ほくしている。
5 ５，ごはんのおいしい炊き方についてまとめ
る。
・水は米の容積の２割増しにする。
・吸水時間は３０分以上とる。
☆水加減・火加減を工夫するとおいしく炊けるこ
・水がひいたら火をとめ，１０分以上
とを実感できたか。
蒸らす。
※ワークシートに感想や自己評価を書く。
10 ６，協力して片づけをする。
（４）板書計画
おいしいごはんのひみつをさぐろう
ひみつ：その１
ひみつ：その２
ひみつ：その３
＜炊飯実験＞

吸水時間は３０分以上
水の分量は，米の分量の１．２倍（重さの１．５倍）
火をとめて１０分むらす
水が引いたら火を止める
吸水
中火
沸騰したら弱火

（吸水）

ほぐす
30 分
以上

観察

米の動く様子
水が減っていくようす
米がふくらんでいく様子

6分

12 分

五感
香り
固さ
つや
味
おいしさ

６，本時の指導（８／１３）
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Ａ

Ｂ

10 分

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

（１）目標
・だしの材料による味の違いに関心を持ち，おいしさを実感する。
・だしの材料に合わせた方法で，だしをとることができる。
・だしのうま味について知る。
（２）本時の評価基準
評価基準
Ａ 十分満足できる
Ｂ おおむね満足できる
評価の観点
２種類のだしをとるこ しらべたことを生か だしの取り方を理解して
とができる（技能）
して，正しくだしを 活動している。
取ることができる。
だしの材料による味の だしの材料による味 味の違いに気づいて，ワ
違いに関心を持ち，だ の違いを，自分なり ー ク シ ー ト に 書 い て い
しのおいしさを実感す の言葉でわかりやす る。
る。
く表現している。
（関心・意欲・態度）

（関心・意欲・態度）
（技能）
（知識・理解）
Ｃ

努力を要する児童
への手だて
だしをとる方法をわか
りやすく提示してお
く。
おいしさを言葉で表す
ように声かけをする。
「ごはん」のおいしさ
を表す言葉を掲示して
おく。

（３）展開
指導◎ 仮説（○●☆）
教 師 の 指 導 と 評 価

評価※

時
学 習 活 動 と 内 容
配
5 １，実習の準備をする。
・身支度をする。
・ふきんはポケットに入れるようにする。
・テーブルをふいて，材料や道具を準備する。 ・台ふきんをテーブルに置かせる。
・だしの取り方を書いた紙を用意する。
・計画表はクリアケースに入れておく。
＊クリアケース＊実習計画表
・こんぶやにぼしは前もって分量の水につけてお
く。
２種類の「だし」をとって味くらべをしよう
5 ２，だしの取り方で気をつけることを確認す ・各班が調べた，２種類のだしの取り方を掲示
る。
しておく。
＜にぼし＞
・小さめの片手鍋を用意しておく。（２×班の数）
水４００㏄ にぼし ７ｇ
・材料は班別に用意しておく。
①にぼしの頭と腹わたを取り除く。
②分量の水につけ，３０分以上おく。
・にぼしは大きいものは２つにおり，前もって水
＊ここまでは，事前にやっておく。
につけておくようにする。
③なべを火にかけ，沸騰してきたら弱火に
してういてきたアクをすくい，２～３分
煮る。
④キッチンペーパーを敷いたザルにあけて
こす
＜こんぶとかつおぶし＞
水４００㏄ 昆布３ｇ 花かつお８ｇ
①だし昆布は，固く絞ったぬれぶきんで軽 ・昆布は，ふきんで汚れをとり，切り込みをいれ
くふく。
て分量の水に前もって浸しておくようにする。
②昆布を分量の水につけ，３０分以上おく。
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＊ここまでは事前にやっておく。
③なべを弱火にかけ，沸騰直前に昆布を取
り出す。
④沸騰したら，いったん火を止め，かつお
節を入れて，一煮立ちさせる。
⑤かつお節がしずんだら，キッチンペーパ
ーを敷いたザルにあけてこす。
10 ３，２種類のだしをとる。
※ポイントをおさえて，だしをとることができた
か。
5 ４，だしを飲み比べて，気づいたことをワー ◎とった「だし」のうち，３００㏄を計ってなべ
クシートに書く。
にもどし，のこりのだしで比べるようにする。
・煮干しのだしは，魚のにおいがする。
☆五感を使って，だしの違いを比べることができ
・こんぶとかつお節は，かつお節の香りが
たか。
強い。
・両方とも甘みがある。
・色は，煮干しの方がうすい。
5 ５，２種類のだしに適量のみそを入れ，加熱 ◎みそは，網にいれてすばやく溶き入れるように
する。
させる。
◎沸騰直前に火を止めるようにさせる。
◎さめると味がおちるので，すばやく作業させる。
5 ６，飲み比べて気づいたことをワークシート ◎みそをお湯で溶いた物を教師の方で用意してお
に書く。
く。
・両方ともおいしい。
○だしの入ったみそ汁のおいしさを実感すること
・水だけの時と全然味がちがう。
ができたか。
・煮干しのだしのみそ汁は，味がまろやか。
・昆布とかつお節のだしはお雑煮の味がす
る。
・甘みがある。
5 ５，気づいたことを発表する。
◎昆布に切れ目を入れたり，にぼしを２つに折っ
たり，水に３０分以上つけておくのは，よりう
ま味引き出す工夫であったことを確認する。
◎だしとみその味が一緒になるとそれぞれの味が
引き立つことに気づかせる。
◎おいしさの評価もさせるようにする。
◎おいしいと感じるものに個人差があることに気
づかせる。
☆みそ汁のおいしさを伝え合うことができたか。
5 ６，だしのうま味について知る。
○だしのうま味が，みその味を引き立てているこ
とを知らせる。
◎２種類のどちらかのだしを選択し，「ごはんとみ
そ汁」の実習をすることを知らせる。

（４）板書計画
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２種類の「だし」をとって，
味くらべをしよう
Ａ ＜にぼし＞
Ｂ ＜こんぶとかつおぶし＞
材料：水

４００㏄

にぼし７ｇ

材料：水

４００㏄

昆布３ｇ

作り方の図
ポイント

花かつお８ｇ

だし
Ａ

作り方の図
ポイント

香り
色

おいしさを

おいしさを

表す言葉

表す言葉

味
おいしさのひみつ：だしのうま味が生きている

７，本時の指導（１３／１３）
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だし
Ｂ

みそ汁
Ａ

みそ汁
Ｂ

（１）目標
・ごはんとみそ汁に合うおかずを考えて，バランスのとれた和食の献立を考えようする。
（関心・意欲・態度）
・栄養のバランスがとれた食事がわかる。
（知識・理解）
（２）本時の評価基準
評価基準
評価の観点
バランスのとれた和食
の献立を考えようとす
る
栄養のバランスのとれ
た食事がわかる

Ａ

十分満足できる

Ｂ おおむね満足できる

材料別の栄養を参考に
しながら，料理カード
を選んでいる。
自分の食事調べのワー
クシートをみて，バラ
ンスのよい食事を選ぶ
ことができる。

班の話し合いに参加し
ている。
栄養士や担任の助言を
得て，バランスのよい
食事を選ぶことができ
る。

C 努力を要する児童
への手だて
食品を主な栄養で分類
した資料を班ごとに用
意しておく。
事前に個々のワークシ
ーをチェックしてお
き，適切な助言ができ
るようにしておく。

（３）展開
時
配

指導◎ 仮説（○●☆） 評価※
教 師 の 指 導 と 評 価

学 習 活 動 と 内 容

バランスのよい和食のメニューを考えよう
5 １，モデル献立について話しあう。
・野菜が少ない。
・食べ過ぎだ。
・バランスが悪い。
5 ２，モデル献立のどこを直したらバランスが
良くなるか話しあう。
・シューマイ２皿を１皿にする。
・野菜炒めを加えるとよい。
・みそ汁の煮干しも食べたらいいと思う。

・ごはんとみそ汁とシューマイ２皿の献立を示す
ようにする。
○バランスシートを見て，脂肪が過剰でビタミン
が少ないことに驚いたか。
○バランスシートを見て，ビタミンが足りないこ
とに気づいたか。
※関心をもって，話し合いに参加しているか。
◎他種類の食品をとることで，バランスがぐっと
良くなることに気づかせる。
○「バランスのよい食事」は栄養バランスシート
が正六角形に近い形になる食事であることや，
少しの工夫でバランスがとれる食事に修正でき
ることがわかったか。

10 ３，自分の班のごはんとみそ汁に何を加えた ◎自分の班のごはんとみそ汁の栄養バランスシー
らバランスのよい献立になるか考え，料
トを見て，足りない部分の栄養を補うような料
理カードを選ぶ。
理を選ぶようにする。
・ビタミンが足りないから，ビタミンを多く ・組み合わせによって◎○△×になる料理カード
含む料理をさがそう。
を作っておき，各班に提示する。（班ごとに異な
・タンパク質をふくむものってなんだろう？
るものになる。）
・ごはんとみそ汁に合うおかずがいいよね。 ◎どの料理から選んだか，迷ったカードはどれか，
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補助発問をして，他の班の人にも考えさせるよ
うにする。
●材料の主な栄養を考えながら，自分の班のバラ
ンスシートをできるだけ正六角形に近づけるに
はどの料理を付け加えたらよいか考えることが
できたか。
10 ３，選んだ料理とその理由を発表する。
・具だくさんのみそ汁でけっこう野菜がとれ ◎黒板にそれぞれの班のごはんとみそ汁（実を書
ていたので，タンパク質を補うためにたま
いておく）を絵でかいておき，選んだ料理カー
ご焼きにした。たまごはタンパク質以外に
ドを黒板にはって，バランスのよい献立がイメ
もいろいろな栄養がある。
ージとしてつかめるようにする。
・とうふと油揚げで，タンパク質系の具だっ
たので，野菜がたくさん食べられる五目煮
豆にした。食材の種類が多い方がいいと思
った。
・タンパク質もビタミンも足りないので，焼
き魚とおひたしにした。魚はタンパク質で
お浸しはビタミンなのでバランスがとれる
と思う。
・煮物が嫌いな人がいるので，オムレツとサ
ラダを選んだ。たまごはタンパク質でサラ
ダはビタミンだからバランスがとれてると ・どの料理を選んだらどうなるか，前もって４種
思う。
類のバランスシートを作っておく。
5 ４，バランスの評価を栄養士の先生から発表
してもらう。
・バランスシートを見せながら，解説する。 ◎唐揚げの数を減らす，野菜の種類を増やすなど，
・選んだ料理のどう工夫すれば◎になるか助
料理名はそのままで，量を調節してバランスを
言する。
良くすることができることを知らせるようにす
る。
5 ５，自分の食事をふりかえる
☆自分の食生活をふりかえって，バランスのよい
・３日間の食事調べのプリントをみて，バラ
食事をしているかどうか考えられたか。
ンスのよい献立に○をつける。
5 ６，学習のまとめをする。
栄養バランスのよい食事とは
・３つの働きの食品が，どれも適度に含ま ◎バランスの良い献立の条件を整理する。
れていること。
・青菜を意識してとるようにする。
・調味料としての油，砂糖を使いすぎない
こと。（つまり，薄味）

（４）板書計画
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バランスのよい食事のメニューを考えよう

１班

２班

３班

＊３つの色をそろえよう！
＊青菜を食べよう！
＊揚げ物は少なく，薄味に
４班
５班

ごはんとみそ汁の時のバランスシート

おかずを加えた時のバランスシート
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６班

