
 

 

 
第４０回 川崎市小学校学校給食教育研究協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市立小学校特別活動研究会 

              川崎市立学校栄養研究会 

              公益財団法人川崎市学校給食会 

 

 

 

 

日 時  平成２８年１月２０日（水） １４時００分～ 

 

場 所  川崎市会館とどろき  



 第４０回 川崎市小学校 学校給食教育研究協議会 

 

 

 

 

                                  

Ⅰ．テーマ設定の理由 

今日の社会において、子どもたちの食に関する環境が急速に変化している。子どもたちは、「いつでも」「ど

こでも」「必要なだけ」食べ物を買い、食事をすることができる。これは、食べ物の種類が豊富になり、食事

をするときの選択肢が多くなるなど恩恵がある反面、多様な選択肢が増えることにより、「何を」「どのよう

に」食べるのか一人一人が考え、選択する力を育てていく必要性も高まってきている。 

このことから、より子どもたちが健康の大切さを実感し、生涯にわたって自己の健康に配慮した食生活が

営めるよう、学校でも食育の観点を踏まえた指導を行う必要がある。中でも学校給食は、望ましい食習慣の

形成とともに、食事を通して望ましい人間関係を形成し、心身ともに健全な発達を図ることを目指している。 

 これらのことを踏まえて、川崎市立小学校特別活動研究会では、学級活動（２）を通して、一人一人の子

どもたちが自分の食生活に関心をもつとともに、「よりよい食生活を送るためのめあて」をもち、実践するこ

とで、学んだことを生かしていけるような子どもの育成を目指したいと考えている。このことから、本研究

テーマを「豊かな食生活を送るためのめあてをもち、進んで生活に生かそうとする子どもの育成」とした。 

 

Ⅱ．研究内容 

  本研究テーマ「豊かな食生活を送るためのめあてをもち、進んで生活に生かそうとする子どもの育成」

に迫るため、次のような手立てを考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの３つの手立てを大切にしながら、学級活動（２）の「キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ま

しい食習慣の形成」の授業を行った。 

 

 

 

 

① 資料の提示の工夫 

 よりよい自己決定のためには、資料の提示は欠かせない。「児童の意識を高めるための資料」「ねらい

を焦点化するための資料」を工夫し、児童が自分の課題に気付き、問題の状況を理解し、その解決や対

処の仕方などについて考えられるようにする。 

研究テーマ  豊かな食生活を送るためのめあてをもち、 

進んで生活に生かそうとする子どもの育成 

                  ～いろいろたべて げんきいっぱい～ 

②話合いを充実させる工夫 

 集団思考を生かした個人目標の自己決定とは、話合い活動を通して、問題の状況や解決や対処の仕方

などについてともに考え、それをいかして最終的に自分のめあてを決めるということである。話合いを

充実させることで、よりよい自己決定につなげられるようにする。 

③自己決定後の実践を充実させる工夫 

 自己決定したことを基に、個人として努力し、目標の実現を目指すことが大切である。そのためには、

「実践への意欲づけのための資料」の工夫や、事後の活動の工夫が必要であると考える。実践を充実さ

せるための手立てを工夫することで、自己指導能力の向上をめざす。 



Ⅲ．授業実践について 

   第１学年１組 学級活動指導案 

                                    

１．題材   「いろいろたべて げんき いっぱい」 

       （キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成） 

 

２．題材について 

子どもたちは給食の時間が大好きである。友達と楽しそうに話したり、給食で出された料理を味わった

りして過ごしている。入学当初は給食に慣れず、ほとんどのメニューを食べることができない子どもたち

が数人いた。今では尐しずつ慣れてきたが、苦手なものや味付けに慣れていないものなどがあると、口を

ほとんどつけず、残してしまう子どももいる。 

  このような実態から、さまざまな食品から栄養をとることができる給食を食べることの大切さを理解 

し、望ましい食習慣を身につけてほしいと考え、「いろいろたべて げんき いっぱい」の題材を設定

した。 

今回の授業では、ねらいを焦点化するための資料として、自作の紙芝居を活用する。赤、黄、緑の３色

の食べ物のはたらきを表すキャラクターを通して、３色の食べ物を食べることで体にどのようなよさがあ

るのか理解しやすいようにする。また、３色のそれぞれの食べ物カードを子どもたちに紹介してグループ

分けをすることで、子どもたちが楽しみながら、いろいろな食べ物を食べることの大切さに気付けるよう

にする。 

食べ物のはたらきと体の健康が関わりあっていることを、学校栄養職員の専門的な立場から話すこと

で、子どもたちがいろいろなものを食べることは健康によいことだと理解できるようにしたい。そして、

さまざまな食べ物を進んで食べようとする意欲を育てたい。 

 

３． 評価規準  

集団活動や生活への 

関心・意欲・態度 

    集団の一員としての 

    思考・判断・実践 

 集団活動や生活についての 

     知識・理解 

自己の身のまわりの問題に関

心をもち、進んで日常生活や学

習に取り組もうとしている。 

 

学校生活を楽しくするために日

常の生活や学習の課題について話

し合い、自分に合ったよりよい解

決方法などについて考え、判断し、

実践している。 

学校生活を楽しくすること

の大切さ、そのための健全な

生活や自主的な学習の仕方な

どについて理解している。 

４． 活動の実際  

（１）事前の活動  

活動の場 活  動 支援（○）と評価（☆） 資 料 

朝の会 

 

給食についてのアン

ケートを書く。 

○給食についてのアンケートを行うことで、自

分の食習慣について想起できるようにする。 

☆自分の好きな食べ物や苦手な食べ物につい

て、気付いている。 

（集団活動や生活への関心・意欲・態度） 

事前アンケート 

 

  （２）本時の活動 

   ①ねらい 

    いろいろな食べ物を食べると健康によいことを知り、自分のめあてをもって食べようとする。 



②展開 

 子どもの活動 支援（○）と評価（☆） 資料 

 

導 

 

 

 

入 

 

 

１．給食アンケートの結果を見て、気

づいたことを発表する。 

 ・野菜が苦手な人が多い。  

 ・こんなに苦手な物があるって、い

いのかな。 

  

 

 

○アンケートの結果を提示することで、自分た

ちにどんな食べ物の好き嫌いがあるのか、そ

の傾向をつかめるようにする。 

☆アンケートの結果に関心をもち、好きな食

材や嫌いな食材の傾向に気づいている｡ 

  （集団活動や生活への関心・意欲・態度） 

 

アンケート 

結果 

【児童の意識

を高めるた

めの資料】 

 

 

 

展 

 

 

 

 

 

 

開 

 ２．紙芝居を見て、食べ物のはたらき

について知る。 

 

 

３．食べ物のはたらきと食事の摂り方

について学校栄養職員から話を

聞く。 

 ・３色のはたらき 

 ・食事の取り方 

 ・３色のはたらきをもつ食品。 

 

４．元気いっぱいになるために、どう

すればよいのか話し合う。 

 

 

○子どもたちが分かりやすいように、３色の

食べ物のはたらきと体と関わりを結び付け

た紙芝居を用意し提示する。 

 

○３色のはたらきをもつ食品カードと紙芝居

を掲示することで、個人のめあてを考える

ときの資料とする。 

☆いろいろなものを食べると、体によいこと

を理解している。 

（集団活動や生活についての知識・理解） 

 

○グループの友達と話し合うことで、自分の

食生活について振り返り、自分のめあてを立

てやすくする。 

紙芝居 

【ねらいを焦

点化するた

めの資料】 

食品カード

を入れた３

色の袋 

【ねらいを焦 

点化するた

めの資料】 

 

 

終 

 

 

末 

５．自分のめあてを決め、めあてカー

ドに書く。 

○具体的なめあてが立てられるよう、友達と話

し合った内容を思い出すよう声かけする。 

○めあてを発表し合うことで、自分の実践意

欲につなげられるようにする。 

☆自分の体と３色のはたらきのある食べ物の

摂り方を考え、めあてを立てることで望ま

しい食習慣について考え実践できる。 

（集団活動の一員として思考・判断・実践） 

めあてカード 

【実践への意

欲を高める

ための資料】 

（３）事後の活動 

活動の場 活  動 支援（○）と評価（☆） 資料 

給食の時間 めあてを意識して実践す

る。 

○紙芝居に登場する３色のはたらきをもつキャラ

クターが、どのメニューにいるかクイズをする。 

めあて 

カード 

給食後 

帰りの会 

めあてカードをもとに、給

食後や帰りの会で振り返

りをする。 

○結果より自分のめあてを達成しようと努力した

過程を褒め励ます。 

☆自分のめあてに向かって努力しようとしている。

（集団活動や生活への関心・意欲・態度） 

いろいろたべて げんきいっぱいに なろう！ 

資料提示の工夫 

話合いを充実させる工夫 

自己決定後の実践を

充実させる工夫 



Ⅳ．授業実践の実際 

１．資料の提示の工夫について 

 （１）意識を高めるための「アンケート」 

  子どもたちにとって今回の授業は、小学校で初めての学級活動（２）の「キ 食育の観点を踏まえた

学校給食と望ましい食習慣の形成」の授業となる。１年生の子どもたちが、日頃自分の食生活について

見つめ直すことはほとんどないといってよい。そこで、事前にアンケートを実施することで、子どもた

ちが自分の食生活を思い出し、自分の好きな食べ物や苦手な食べ物を想起し、自分の食生活への意識を

向けることができるようにした。このアンケートは、１年生でも考えやすいように食べ物について３つ

の選択肢から、１つを選ぶという手立てをとった。これにより、スムーズにアンケートに答えることが

できた。 

   また、アンケートを学級全体で集計したものを帯グラフでまとめ、授業の導入で提示した。これにより、 

自分とは違う友達の好き嫌いを知ることで、食生活に対してあまり問題意識の多くなかった子どもたち

も学級全体の課題としてとらえることができた。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「紙芝居」の活用  

  今回「いろいろたべてげんきいっぱい」の実践を     

行うために、新しい紙芝居を作成した。この紙芝居には、

３色のはたらきをもつキャラクターが子どもたちの学校

生活に登場する。この紙芝居を通して、３色のはたらきが

自分の体にどのような良い影響をもたらすのか、食べ物と

体の関わりを意識してもらいたいという思いから作成し

た。（次ページに掲載） 

 紙芝居を読んでいる際、子どもたちは紙芝居に登場する

３人のキャラクターに対し親近感をもったようで、物語が

進むにつれてキャラクターの名前をつぶやいたり、物語の次の展開を予想したりするなど、楽しそうに授

業に参加していた。めあてを立てるときにも、「３兄弟はみんな仲良くならないとダメなんだね。」「黄次郎

はパワーが出るんだね。」などと、友達同士で話している姿が見られた。 

また、紙芝居を読み聞かせしているときに、キャラクターたちが持っている風呂敷の中から、その色の

はたらきを持つ食品カードを登場させることで、それぞれの食べ物が体に対してどのようなはたらきをし 

紙芝居を読み聞かせている場面 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「こんにちは。ぼくたち、食べ物
パワー３兄弟。ぼくは、赤太郎（あ
かたろう）。赤の食べ物パワーをも
っているんだ。僕は、黄次郎（き
じろう）。黄色の食べ物パワーをも
っているんだ。僕は、緑衛門（み
どえもん）。緑の食べ物パワーをも
っているんだ。ぼくたちは、みん
なを元気にするために、旅をして
いるんだ。」 

 

②ここは、南河原小学校。食べ物パワ
ー３兄弟が雲に乗ってやってきまし
た。 

「おー。ここは、小学校かな？みんな
元気に遊んでいるな。」 

 

④「わ！なんだか、急に眼がよく見え
やすくなってきたし、歯もピカピカ
になっちゃった。それから、急に骨
や筋肉が、強くなった気がする！」 

 

⑤「あれあれ。こっちは友達と仲良く
鬼ごっこをしているみたいだ。でも、
なんだか疲れて息切れをしている
な。 
よーし、僕の持っている黄色パワー
で、元気にしてみせよう。それー！」 

 

 

⑥「わわっ！なんだが急に力が湧いて
きた！これなら、ずっと走っても大 
丈夫！あと、なんだか、勉強もやり
たくなってきちゃった。がんばるぞ
ー！」 

 

➂「あれあれ。なんだか溜息をついて
いる子がいるぞ。よーし、僕たちが
持っている赤パワーで、みんなを元
気にしてあげよう！それー！」 

 

⑧「ごほごほ。あれ？さっきまで咳が
出ていたのに、なんだか体が軽くな
って、咳がやんだぞ。このマスクも
いーらない！ぽい！」 

 

⑦「あ、あそこに咳をして、具合の悪
そうな子がいるぞ。よーし、僕の緑
パワーをあげちゃおう！それー！」 

 

 

⑨キーンコーンカーンコーン。 
さあ、これから、みんなが楽しみに
していた給食の時間です。 
１年１組の子どもたちが、給食の準
備をしていると３兄弟がやってき
ました。子どもたちは、赤太郎、黄
次郎、緑衛門を取り合って大騒ぎ。 

「僕は赤太郎の食べ物パワーが大好
きなんだ。だから、赤太郎こっちに
来て。ほかの食べ物は食べない。」 

「私は、黄次郎がだーいすき。私と一
緒に給食食べよう？」 

「僕は、緑衛門がいい。緑衛門んは、
僕と一緒に給食を食べるんだも
ん。」 
３人は、困ってしまいました。する
と、そこに・・・。○○先生がやっ
てきました。 

 ⑩「ちょっと、みんな、落ち着きなさ
い！みんなは、３人を取り合っている
けれど、この３人はとっても仲良しな
んです。この３人の食べ物パワーは、
１人１人のパワーより、３人兄弟が一
緒に力を合わせることで、みんなの役
に立つことができるんだよ。」 
  
 「そうでござる。ぼくたち３兄弟の

食べ物パワーが入っている、全部
の食べ物を食べることで、みんな
が元気になるんだよ。だから、こ
れからも、僕たち３兄弟のパワー

⑪そういうと、食べ物パワー３兄弟は
また雲に乗って、元気いっぱいに帰
って行きました。 

 
 

 



ているのか理解しやすくした。 

この授業を行った日の給食時間には、子どもた

ちの中から「今日の給食のスープには、ニンジンが

入っているから緑衛門がいるね。あと、お肉もある

から赤太郎もいるよ。」などと、３人のキャラクタ

ーと食べ物をつなげて話していた。担任がその日の

給食メニューに、それぞれどんなキャラクターが隠

れているのかクイズを出すと、クラス全体でクイズ

大会が始まってしまったほどであった。 

   このように、３色のはたらきをもつキャラクター

に対する親近感から、子どもたちが食べ物のはたらきに興味をもつことができた。その結果として食べ物

とキャラクターを結び付けることが増えた。そして、いろいろ食べようとする姿が見られるようになった。 

 

（３）「食品カードの３色分類」と「紙芝居」を関連づける掲示 

紙芝居の中で出てきた３色のはたらきを表すそれ

ぞれのキャラクターが、どんな食品の中に含まれて

いるのか、食べ物が体に与える影響について理解し

やすくするために、学校栄養職員が栄養について専

門的な話をした。 

その際、「赤太郎・黄次郎・緑衛門のはたらきを示

す紙芝居」と、「食品カードの３色分類」とを対応さ

せて掲示した。このことで、それぞれの食品がどの

ようなはたらきをするかについて、理解しやすくな

った。 

 

２．話合いを充実させるための工夫について 

 （１）話合いの形態の工夫（学級全体での話合いの場⇒少人数での話合いの場） 

授業中、学級全体の場で自分の考えを意欲的に発言できる子 

がいる反面、集団の中になると発言することが難しい子どももい

る。さらに、自分のめあてを自己決定することが難しい子もいる。

１年生の子どもたちであれば、よりその違いは顕著にあらわれる

傾向にある。 

そこで、子どもたち一人一人が自己決定する前に、まず友達の 

考えを聞き、自分の考えと比べることで、自分のめあてをより具

体的に考えられるようにと話合いの形態を工夫した。 

（ア）友達の話を聞き合う場 

学級全体で学校栄養職員の話を聞いた後に、大切なところや分かったことなど、友達の考えを聞

き合う場をつくった。「今日の授業でどんなことが自分に大切だと思いましたか。」という担任の発問

から、「３色の食べ物を食べると元気になるから、好き嫌いしないで食べる。」や「みどりパワーを食

べると、風邪になりにくいから食べなきゃ。」など、それぞれが考えたことを学級全体で聞き合い発

表した。このことで、自分の課題に対してどう解決すればよいか悩んでいた子も、友達の考えを参考

にしながら、解決方法を考えることができた。 

紙芝居と食品カードの３色分類を対応させた板書 

キャラクターが持っている袋から食品カードを出す提示工

夫 

担任の発問から、自分の意見を話したり、

友達の話を聞いたりする場面 

 



（イ）少人数で話し合う場 

 学級全体での考えを聞き合う場から、尐人数で話し

合う場をつくった。尐人数での話合いにより、一人一

人が話せる時間を確保したことで、より意欲的に自分

の考えを伝え合うことができた。中には、牛乳が苦手

な子に対し、「苦手な牛乳を飲むときは、牛乳だけだ

と飲みにくいから、パンとかと一緒に飲むといいよ。」

など、友達にアドバイスしている場面も見られた。子

どもがより課題への具体的な解決方法を見つけるこ

とができ、次の終末での自分のめあてを立てることに

つながった。 

 

３．自己決定後の実践を充実させる工夫について 

 （１）めあてカードの工夫 

 今回の実践で使用しためあてカードは、１年生の

子どもたちが記入しやすいように、普段から学級会

ノートで使用しているにこにこマークに色を塗って

いく方法をとった。 

めあてカードに自分のめあてを書いた後、その日

から一週間掃除休憩の時間や帰りの会の時間をつ

かい、めあてカードに自分の立てためあてが達成で

きたかについて振り返った。子どもたちも、振り返

りを記入するときに、「今日は赤太郎と仲良くなれ

た。」「僕は３兄弟と仲良くなれたよ。」などと、話

しながら楽しそうにカードのにこにこマークに色

を塗っていた。 

 一週間後、子どもたちが書いた自分の感想には、

「今まで野菜を食べるのは、一口だけだったけど、

二口食べられるようになりました。」など、めあて

を達成できた子どももいれば、「苦手な牛乳を頑張

って半分は飲むにしたけど、半分飲めない日もあっ

た。次はがんばりたい。」など、めあてが達成できなかった子もいた。しかし、ここで大切にしたいの

は、達成できなかった子が、次は頑張ろうというめあてを立てていたことである。自己決定後、自分の

実践を振り返ることで、自分のこれからの実践に生かそうとする意欲づけとなった。 

 また、授業後には学校栄養職員が給食の時間にクラスを巡回し、子どもたちの様子を見守りながら励

ましの声をかけていた。この支援により、子どもたちの意欲もより高まり、継続することができた。め

あてカードには、学校栄養職員からのコメント欄を設けた。一週間の実践後、学校栄養職員も子どもた

ちへの励ましやアドバイスを書いた。このことで、子どもたちの次の意欲付けにつながった。 

 

 

 

 

生活班で、自分の考えた課題の解決方法を

紹介し合っている様子。 

 



（２）給食時間のクイズタイム 

  資料の提示の工夫の箇所にも書いたが、授業を

終えた日の給食時間に担任が行った給食メニュ

ークイズをきっかけとして、クラスの子どもの中

から自分たちで給食メニュークイズをしたいと

いう声があがった。そこで、その日のメニューに

どのキャラクターが入っているか、みんなにクイ

ズを出すクイズ係をつくることとなった。 

 その係の活動内容としては、係のメンバーが自

分のクイズを発表する日を決め、そのメニューに

どのキャラクターが入っているのか、自分で考え

たり、担任や学校栄養職員に聞いたりして、クイズ

を出すという活動である。初めはクラスの半分以上

の子が間違っていたが、続けるにつれて正解者の数

が増えてきている。 

 ときどき、係以外の子の中からも給食の巡回中の

学校栄養職員にクイズについての詳しい解説を聞こ

うとしている姿もみられる。このように、子どもた

ちは給食時間を活用して、３色の食べ物のはたらき

について親しみ、自然に学び合っている。振り返り

カードの記入が終わった後も、子どもたちが給食時

間のクイズを通して食生活について考える機会が 

続いている。 

 

Ⅴ．研究の成果と課題 

 １．成果 

 （１）３つの手立てから見た成果 

今年度、本部会では３つの手立てを大切にして、学級活動（２）「キ 食育の観点を踏まえた学校給

食と望ましい食習慣の形成」の授業実践を行ってきた。その実践を通じて分かったことは、やはりどの

手立てもそれぞれが関わり合うことでより効果を発揮するということである。以下では、それぞれの手

立てから見た成果について述べる 

 

（ア）資料の提示の工夫 

学級全体の問題をつかむための手立てと

して、アンケートを活用した。アンケートか

ら見えてきたクラスの問題について、栄養教

諭・学校栄養職員の専門的な話を聞くことで、

自分自身の問題に気づき、課題を焦点化する

ことができ、話合いの充実につながっていっ

た。 

 

 

自分たちで給食メニューを確認し、クイズを出している。 

 

クイズの答え合わせを、学校栄養職員に確認している。 

 

友達の話を聞くことで、自分の食生活を振り返り、

めあてカードにめあてを書き込んでいる。 

 



（イ）話合いの場面を充実させる工夫 

教師が子どもたちの発達段階や実態に応じて、学

級全体で話し合う場や尐人数のグループで話し合

う場を選択していく必要があると分かった。話合い

の場では、子どもたちが自分自身の課題に対する解

決方法を一人で考えるのではなく、友達の考えを聞

き、自分の考えと比較しアドバイスし合うことで、

一人一人がより具体的に自分の課題に対する解決

方法を探ることができた。この話合いの時間を大切

にすることが、終末の個人のめあてをより具体化し

明確にすることにつながっていった。 

 

（ウ）自己決定後の実践を充実させる工夫 

子どもの実態に応じて方法を変えていく必要があると感じた。例えば、ワークシートだけでは子ど

もの意欲を継続させるのが難しい場合もある。そこで子どもの実態に合わせ、授業で使った資料や栄

養教諭・学校栄養職員の話を振り返る場面をつくることで、意欲を高めたり継続したりすることがで

きた。継続することで、子どもたちの中からより楽しみながら進んで実践しようとする子も出てきた。

実践を充実させることで、再び自分自身の課題に気づき、次のめあてにつなげようとする子もいた。 

このように、３つの手立てはそれぞれが互いに関連し合うことで、より効果的な指導につながる

のだと改めて分かった。今後も学級活動（２）での、３つの手立てについて実践を重ねていきたい。 

 

２．栄養教諭・学校栄養職員との連携から見た成果 

「キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」の授業を実践する上で、学級担任と

栄養教諭・学校栄養職員との連携や共通理解が必要不可欠であることを改めて確認できた。特に授業を

行うための事前の打ち合わせでは、担任がどのようなねら

いをもって授業を行い、どんな資料や話を栄養教諭・学校

栄養職員に提供してもらいたいのか話し合う時間をとっ

た。それにより、T１と T２が、互いにコミュニケ―ショ

ンをとりながら授業を進めることができた。授業実践後も、

給食中に学級の子どもたちの様子を見てまわるなど、実践

を継続させるための支援を協力して行う機会も多くあっ

た。これからも、学級担任と栄養教諭・学校栄養職員が協

力することで、より充実した実践を行っていきたい。 

 

 ２．課題 

  実践を通して２つの課題があることが分かった。一つは学級活動（２）の授業を行う際、３つの手立てす

べてを含む授業展開を計画していたのかということである。話合いを充実させる工夫について、これまでも

意識していたが、今回の実践を通してそれが十分でなかったことに気付くことができた。 

  もう一つは、「キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」の授業を実践する上で、家

庭との連携が必要だったと考えている。振り返りカードに保護者のコメント欄などを設けることで、保護者

への啓発にもつながるだけでなく、子どもの意欲もさらに高まったのではないかと考える。 

  今後も、子どもたちが豊かな食生活を送るためのめあてをもって生活していけるよう指導していきたい。 

生活班で、給食をいつも楽しんで食べている様子。 

栄養教諭・学校栄養職員との連携 



資料（各校の実践例） 

 ここからは、本部会のメンバーが各校で行った食育の実践を紹介する。どの実践でも３つの手立てを活用し

て授業を行った。その中から特に有効であった手立てについてまとめた。 

●麻生小学校「いろいろたべよう パート１」１年生の実践から 

 

   

○事前アンケートの工夫と紙芝居 

アンケートのまとめでは、好きなものの中に苦手なものが、苦手          

なものの中に好きなものがそれぞれ回答されており、その点に注目

させることで人によって好きな食べ物や苦手な食べ物があること

について気づくことが出来た。 

紙芝居を用いることで、食べ物と体のはたらきの関係についての

理解がしやすくなっていた。子どもたちが、反応を示しながら紙芝

居を興味深く見ている様子が印象的であった。 

 

 

○ワークシートの工夫 

  学習した日の献立や食材を提示することによって、その日から実践に取り組むことが出来た。 

  また、１週間の実践を終えたときに、保護者に励ましの言葉をもらえるようにしたワークシートは、子ど

もたちの実践意欲の継続につながっていた。 

●宮前平小学校「いろいろたべよう パート２」２年生の実践から 

 

 

○紙芝居と黒板掲示の工夫 

 「３びきのこぶた」の続きがあることを知り、興味をもって

紙芝居を見ることで、食べ物の３つのはたらきについて知った

り、食べ物の３つのはたらきの色と信号の色が同じことに気づ

いたりできた。ワークシートを用いてその日の献立に含まれる

食材が、３つのはたらきのどこに入っているのかに気づく活動

や、食材カードを黒板に貼る活動を通して、いろいろな食べ物

を食べると元気な体になることを理解することができた。 

 

 

○アンケートを活用し、話合いを深める工夫 

めあてを立てる前に、クラスのアンケートの「苦手な食べ物は、

どうしていますか」の「全然食べない」に注目し、クラス全体で

話し合った。「苦手な物もちょっとは食べてみる。」「初めに減

らして、食べられそうだったら増やして食べる。」「好きな食べ

物と一緒に食べる。」「小さくして尐しずつ食べる。」などの意

見が出た。また、「ブーやフーみたいにけがをしないように、ば

自己決定後の実践を充実させる工夫 

 

資料提示の工夫 

資料提示の工夫 

 

話合いを充実させる工夫 

紙芝居の場面を一部担任が劇化して

いる。 

食品カードを３色のはたらきに分

けている様子。 

自分のめあてを立てている場面。 



っかり食べはしない」「苦手な食べ物があっても、赤・黄・緑の食べ物をどれでも食べるようにしたい」

という意見が出るなど、充実した話合いになった。 

●宮崎台小学校「牛乳パワーで元気いっぱい」３年生の実践から 

   

 

○資料の工夫 

カルシウムのはたらきについて知っていることを発表する活動か

ら導入し、知らないことへつなげ、牛乳のよさを意識づけた。カル

シウムは丈夫な骨や歯を作るのに必要なことはほとんどの子が知っ

ている。それ以外にも筋肉の動きを滑らかにする、いらいらしない、

血液を固めるなどのはたらきをクイズにして知ることができるよう

にした。１食分に含まれるカルシウム量を視覚に訴える資料を提示

し、その中でも牛乳１本分のカルシウム量がずば抜けていることを 

子どもたちに一目で分かるようにした。 

○栄養教諭・学校栄養職員の話  

栄養についての専門の先生の話を聞くことで実感が高まる。特に

骨貯金は成長期にしかできないことを話し、カルシウムをしっかり

摂取することの必要性を伝えた。 

○ワークシートの工夫 

 半年間の身長の伸びの記録欄を入れた。後期の身体計測を終え、

半年で平均して３．５ｃｍ身長が伸びていた。(多い子は４．６cm)

１年で７cm ほど背が伸びることになる。その数字を見て自分が成

長期に入っているという実感をもたせることができた。 

○保護者の関心を高めるためのアンケートと結果の活用 

アンケートの文面に「日本人に不足しがちなカルシウム」「成長期」という言葉を入れ、関心を高めるよ

うにした。また、各家庭の工夫を他の家庭に伝えようとアンケート結果をまとめたものを配布した。 

●登戸小学校「いろいろ食べよう」３年生の実践から 

 

 

○発問や問いかけの工夫（問題をつかむ）                   

    学級の実態をつかむため、アンケートにとったものをグラフにし

て黒板に提示し、このままでよいか問いかけたところ、「このままで

はいけない。」という声があがり、前学年までに学習した「給食は全

部の栄養が入っているからとてもいいんだ。」「肉ばかり食べている

と体に悪い。」等の意見が出た。 

 さらに、「尐しは食べられているからいいんじゃないのかな？」と 

ゆさぶりをかけたところ、「今はいいけど大人になったらたいへん。」

「バランス良く食べないと健康に悪い。」等の意見が出され、「苦手な食べ物をのりこえて、何でも食べる

ようになろう。」という本時の学習のめあてを子ども自身で決定した。問題をつかませていくには、担任の

発問や問いかけが大切だと考える。 

資料提示の工夫 

 

話合いを充実させる工夫 

 

４月から９月までの半年間の身長

の伸びが書かれたワークシート。 

牛乳一本に含まれるカルシウム量

を他の食品と比較する様子。 

子どもの事前アンケートから、

学級の実態をつかむための資料 



○アンケート結果の活用（本音を引き出す） 

 栄養教諭・学校栄養職員の話を聞き、体の発育のグラフを見て、さらに、一日に必要な食べる量を見 

てもらったところ、子どもたちは体が成長していくには食べ切ることが大切であることを理解した。け

れども、アンケートの結果として、残してしまう理由を見てみると、食べたいけどどうしても食べられ

ないという声が出ていることをとり上げた。それでも食べていくにはどうしたらよいのか、話し合った。

「苦手なものを食べたら、次は好きなものが食べられると考えるといいよ。」という「ごほうび食べ」、

「おいしいと思って食べるといい。」という「じゅもん食べ」、自分で食べられたら１００点をあげると

いう「採点方式」「たとえば、トマトはくだものと思うといいよ。」という「思いこみ食べ」等、子ども

ならではの発想を生かした食べ方の工夫が様々にあげられ、自分のめあてを立てる時の参考になってい

た。 

アンケート結果から「分かっているけどできないんだ。」という本音を引き出しておくことにより話

合いが充実し、自分なりのめあてを立てるきっかけとなった。 

 

●下河原小学校「自分で朝ご飯」６年 

 

 

○栄養教諭との連携 

今回は、授業で立てためあてに対して、栄養教諭にも

コメントを入れてもらった。専門性ある栄養教諭からの

アドバイスを受けることで、自分の立てためあてが価値

付けられ、より実践に向けての意識を高めることにもつ

ながった。 

 

○教科の横断的な取り組み 

   今回立てためあての実践を、家庭科として取り組んだ。

学級活動（２）の食に関する授業では、家庭科との関わ

り合いは大変深いものがある。教科を超えたカリキュラ

ムマネジメントは、どの教科・領域でも取り組まれてき

ていることだが、こうして関連を図りながら実践するこ

とで、児童の実践に向かう気持ちを高めることにつなが

った。ただし、それぞれにねらいがあるため、混同して

しまわないように気を付けたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己決定後の実践を充実させる工夫 

 

学級活動（２）で使用したワークシート 

家庭科の授業で使用したワークシート 


