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家庭科学習指導案
令和元年 10月 31日（木）第 5校時

1年 4組（男子 15名、女子 14名、計 29名）

指導者 三輪 穂佳（T1）

村山 佳子（T2）

授業の視点

肉の調理上の性質を考えさせる場面で、協同学習によって肉の調理で気を付けること（安全

・衛生、火加減、肉の種類、調味料の使い方）について深く探求し、生姜焼きの調理の行程表

で確認する学習を行えば、より肉の調理上の性質の理解を深めることができるであろう。

１ 題材名

日常食の調理～食材をおいしく使おう～

２ 考 察

(1)教材観

本題材は、中学校学習指導要領技術・家庭科（家庭科分野）の内容 B 衣食住の生活の食生活

分野における（３）ア（ウ）「材料に適した加熱調理の仕方について理解し、基礎的な日常食の

調理が適切にできること」を指導要点として設定したものである。

現代は、冷凍食品やコンビニエンスストアの普及により、生徒にとってもいつでも簡単に調理

ができる社会になっている。食生活は生徒にとって身近で考えやすく、調理実習は楽しみとして

いる領域であるが、実践経験は家庭によって様々で、実技面では得意不得意が大きい。また日常

で調理をする際には、作った相手がどんな料理を食べたいのか、食材は何を使おうか等いろいろ

な側面が関わって計画を立てるが、両親の共働きで「コ食」も増え、実践経験が少ない生徒にと

っては、どこから手を付けていいのかわからず、時間があっても冷凍食品や調理済み食品に頼っ

てしまう現状もあると考える。そのため、自分で食べたい、作りたいと思う料理に対して、適切

な食材選びや自分で計画を立てて実践していける力を養っていく必要がある。そこで本題材では、

料理を作るために気を付けることを考え、それをもとに実践・改善ができることを目的とする。

協同学習によって深めた知識を調理実習行程表に取り入れていくことで、より肉の調理上の性質

の理解が深まると考える。これら食生活に関わる学習を通して、日常食の調理に関心をもち、自

分の作りたい料理に適した調理方法を考え工夫し、改善していける生徒を育てたい。

(2)教材の系統

小学校（家庭科） 中学校（家庭分野）

指 B 衣食住の生活 B 衣食住の生活

導 （1）食事の役割 （1）食事の役割と中学生の栄養の特徴

要 （2）調理の基礎 （2）中学生に必要な栄養を満たす食事

領 （3）栄養を考えた食事 （3）日常食の調理と地域の食文化
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題 〈５年〉 〈1年後期〉

材 ・はじめてみようクッキング １ 健康と食生活

・食べて元気に ・食事の役割について考える

〈６年〉 ・生活習慣と食事

・いためてつくろう ・中学生に必要な栄養

・くふうしよう おいしい食事 ・食品と栄養素 ・食事の計画

①バランスのよいこんだてを考えよう ２ 食品の選択と保存

③楽しく、おいしい食事をくふうしよう ・生鮮食品と加工食品

・食品の表示

・食品の選択・購入と保存

・食品の安全と情報

３ 調理をしよう

・調理の計画・基本

・肉の調理・魚の調理・野菜の調理

〈５年〉 〈２年後期〉

・家族とほっとタイム ４ 地域の食材と食文化

〈６年〉 ・地域の食材と郷土料理

・くふうしよう おいしい食事 ・受け継がれる食文化

②身近な食品でおかずをつくろう

(3)生徒の実態（男子15名、女子14名、計29名）

本学級の生徒の実態を、事前の質問紙調査（回答数 29名）、授業中の観察によりとらえた。

【生活や技能への関心・意欲・態度】

アンケートの「家庭科は得意か」の質問では、得意9名、どちらでもない18名、苦手2名となっ

た。得意と回答した生徒は、普段料理をしていたり、ミシンが得意など家庭科の学習分野に得意

なものがある生徒が多く、苦手な生徒は逆にそれらが苦手な生徒であった。どちらでもない生徒

は得意なものがあるものの、そこまでの自信がないという生徒が多く見られた。小学校で印象に

残っている授業を聞くと、調理実習やエプロンの製作など活動が多く、活動に意欲的な生徒が多

くいることが分かる。

【生活を工夫し、創造する能力】

「調理の時に気を付けたいことはなんですか」の質問では、包丁の使い方（手を切らないよう

にする、安全に使う等）が19名、火の扱い方（やけどをしない、火の調整）が10名と多かった。

中には、旬の食材を使う、肉はしっかり加熱する、火を扱うときは周りに物がないか確認するな

ど詳しく書いている生徒が何名かいた。食中毒の注意のための安全や衛生に関する記述はなかっ

たが、日常生活を振り返って考えていることが分かる。

【生活の技能】

「家庭で手伝いをするか」では、する 20 名、しない 9 名だった。そのうち「する」と回答し

た 20 名の中では 8 名が普段料理をしている、野菜を切っているなど調理に関することだった。

夏休みの課題で包丁を必ず扱うことを条件に調理の課題を出し、授業の中で難しかったか問いか

けたところ、生徒の多くは難しくなかったと答えた。
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【生活や技術についての知識・理解】

小学校の既習事項である青菜のゆで方に関しては、短時間でゆでることが分かっている生徒が

多かった。安全・衛生面に関しても、火が通っているか判断するときには、箸やつまようじを使

って刺すこと、しんなりしてきたらといった見た目で判断するなど確認の仕方を分かっている生

徒が多く、小学校での経験や家庭での経験を生かしていることが分かる。

(4)指導方針

○題材のはじめに、日常生活を振り返り課題を見いだし、最終的に目標とする自分の姿を設定す

ることで、題材が終わったあとの自分の姿を明確にし、目標に向かって努力する意欲がもてる

ようにする。

○めあてにおいては、「～だろうか？」「～しよう！」の二つの形を用いることで、達成すべき

内容が明確になるようにする。

○食生活の身近な課題の例や小学校での既習事項を授業に積極的に取り入れることで、知ってい

る知識と関連付けて考えられるようにする。

○授業においては、生徒同士で考えを深めたり広げたりできるよう協同的な話合いの活動を取り

入れ、生徒達で主体的に考えを共有できるようにする。

○食品の調理上の性質を考える場面において、話合いが滞った班には栄養教諭に助言をもらう。

○野菜・肉・魚の調理計画において、同一の形式のプリントを授業で用いることで、１時間です

べき内容の見通しがつけられるようにする。

○実習後の振り返りでは、改善した出来上がり案を「私たちのドリームレシピ」をとして取り入

れることで、理想の出来上がりに近付けるための改善策が明確になるようにする。

○計画から振り返りまでを通して、工夫・実践・改善の流れを一つの計画表にまとめ、三つの調

理実習の計画をレシピブックとして綴ることで、家庭でも実践しやすいようにする。

○振り返りでは、最終的な自分の姿を書いた振り返りポートフォリオに分かったこと等を書き込

むことで、１時間単位の授業が自分の目標に近付けているか振り返れるようにする。

(5)校内研修との関わり

①教科として

本校の研修テーマ

「主体的に学び、確かな学力を身に付ける生徒の育成」～学びの活性化と深まりを意図した協同

的な学習を通して～

グループの話合い活動を取り入れ、協同的に聞き合い、学び合えるよう学習を進めてきた。身近

な生活から生徒が話しやすい課題の設定をし、自分の考えを出したうえで話合いを行うことで、

それぞれの子どもが生活の中で出会う見方の違いに触れたり、新たな解決法を知ったりすること

ができ、主体的に課題に取り組む生徒の姿が見られるようになっている。今年度はさらに、学び

の活性化（課題解決に向けてグループで多様な意見が出る、他のグループから学級全体に学びが

広まっている）や深まり（振り返りの内容が具体的に書けている、題材を通して振り返りに変化

が見られる）といった生徒の姿が見られるための手立てについても研究している。

②この題材において

自分の生活でそれぞれが経験している視点から自分の意見をもち寄って、その多様な考えをも

とに課題解決に向けてグループで話合える課題を設定している。他のグループの考えを参考に自
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分の考えを改善しながら、新たな意見が広がることで、自分の考えを深めることができ、実践す

る時に活用できる知識が身に付けられると考える。

３ 指 導 目 標

協同的な学習による野菜・肉・魚の調理を通して、食品の調理上の性質に関する知識技能を習

得するとともに、調理計画を工夫し、日常生活で調理上の性質を考えて調理をしようとする実践

的な態度を育てる。

４ 評価規準

生活や技能への関 日常生活と関連付けて課題を見いだし、食生活をよりよくするために実践

心・意欲・態度 しようとしている。

生活を工夫し、 野菜・肉・魚の１品に合わせた日常の１食分について、栄養バランスや効

創造する能力 率の良い調理計画を考え、工夫できる。

生活の技能 食品の調理上の性質を考え、食品の取り扱いや調理器具の安全・衛生に注

意して基礎的な日常食の調理ができる。

生活や技術につい 食品の調理上の性質を理解し、食品の調理に関わる正しい知識を身に付け

ての知識・理解 ている。

５ 指導および評価の計画（全１７時間、本時は８時間目）

時間 学 習 内 容 支援及び指導上の留意点 評価項目（方法）

１ ○題材の課題を設定する。 ・自分や家族のために一人で１食分の 【関】

・これまでの生活を振り返り、一人で 調理ができるという題材を貫くため 生活を振り返って調理においての

１食分の調理ができるようになるため に、課題を設定する。 課題を見いだしている。

にできていないと思う課題を見いだ ・イメージがもてるように教科書を活 （ワークシート）

す。 用し、材料に適した調理をするにはど

んな力が必要か考える。

２ 〇調理室の安全・衛生的な扱い方を考 ・実際に調理室に行き、班の場所や器 【知】

える。 具の場所を確認しておく。 調理室や調理器具の安全・衛生的

・実際に器具の場所を知っておくと共 ・調理室が狭いことも考え、器具や火 な扱い方が分かる。（ワークシート）

に、包丁やまな板・火の扱い方での注 の安全な扱い方を考える。

意点を考える。

３ 〇包丁の基本的な使い方をマスターす ・前時に学習している安全・衛生的な 【技】

る。 扱い方を踏まえながら、包丁の部分と 切り方に応じた包丁の使い方がで

・きゅうりの七種切りをし、持ち方や 切り方を提示しておき、切り方に応じ きる。（観察）

包丁の使い方を考える。 た包丁の使い方が分かるようにしてお

く。

４ ○野菜の調理上の性質を理解する。 ・アンケートより収集した野菜の調理 【知】

・野菜の調理で気を付けることを確認 で気を付けること（安全・衛生、火加 野菜の調理上の性質を理解してい

し、きんぴらごぼうと青菜の卵とじを 減、切り方、新鮮さ）について考え、 る。（ワークシート）

作る際の注意点を考える。 調理のイメージをもちやすくする。

５ ○野菜の調理計画を立てる。 ・野菜は副菜や付け合わせとして使わ 【工】

・調理実習（きんぴらごぼうと青菜の れることが多いことを押さえ、班で協 効率の良い調理計画になるよう工
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卵とじ）の手順を考える。 力して役割分担や時間配分を話合うよ 夫している。

うにする。 （観察・ワークシート）

６・７ ○野菜の調理実習を行い、振り返りを ・野菜の調理上の性質がすぐに確認で 【技】

する。 きるように、前に掲示しておく。 野菜の調理上の性質を考慮し、安

・調理上の性質を確認する。 ・振り返りでは栄養教諭にもアドバイ 全・衛生に注意して調理ができる。

・実習を通して、食材の特徴や工夫に スをいただく。 （観察）

対しての課題をまとめる。

８ ○肉の調理上の性質を理解する。 ・アンケートより収集した肉の調理 【知】

（本時） ・肉の調理で気を付けることを確認 で気を付けること（安全・衛生、火加 肉の調理上の性質を理解している。

し、生姜焼きを作る際の注意点を考え 減、肉の種類、調味料の使い方）につ （ワークシート）

る。 いて考え、調理のイメージをもちやす

くする。

９ ○肉の調理計画を立てる。 ・野菜の調理で学習した調理上の性質 【工】

・調理実習（生姜焼きを含めた１食分）を生かしながら、調理の計画を立てる 効率の良い調理計画になるよう工

の手順を考える。 ようにする。 夫している。

（観察・ワークシート）

１０・ ○肉の調理実習を行い、・振り返りを ・肉の調理上の性質がすぐに確認でき 【技】

１１ する。 るように、前に掲示しておく。 肉の調理上の性質を考慮し、安全

・計画で考えた工夫を実践する ・野菜同様、振り返りでは栄養教諭に ・衛生に注意して調理ができる。

・実習を通して、食材の特徴や工夫に もアドバイスいただく。 （観察）

対しての課題をまとめる。

１２ ○魚の調理上の性質を理解する。 ・アンケートより収集した魚の調理 【知】

・肉の調理で気を付けることを確認 で気を付けること（安全・衛生、火加 魚の調理上の性質を理解している。

し、さばの味噌煮を作る際の注意点を 減、新鮮さ、調味料の使い方）につい （ワークシート）

考える。 て考え、調理のイメージをもちやすく

する。

１３ ○魚の調理計画を立てる。 ・野菜の調理で学習した調理上の性質 【工】

・調理実習（さばの味噌煮を含めた１ を生かしながら、調理の計画を立てる 効率の良い調理計画になるよう工

食分）の手順を考える。 ようにする。 夫している。

（観察・ワークシート）

１４・ ○魚の調理実習を行い、振り返りをす ・魚の調理上の性質がすぐに確認でき 【技】

１５ る。 るように、前に掲示しておく。 魚の調理上の性質を考慮し、安全

・計画で考えた工夫を実践する ・野菜と肉同様、振り返りでは栄養教 ・衛生に注意して調理ができる。

・実習を通して、食材の特徴や工夫に 諭にもアドバイスいただく。 （観察）

対しての課題をまとめる。

１６ 〇家庭実践の計画を立てる。 ・献立の作成の仕方（目的や栄養バラ 【工】

・野菜、肉、魚の調理を振り返り、家 ンス、調理法など）を確認しておく。 食品の調理上の性質を考え、効率

庭で実践したい１食分の献立を考え ・いろいろな料理を見られるようパソ の良い調理計画になるよう工夫し

る。 コン室を利用する。 ている。（ワークシート）

１７ 〇実践報告会とまとめをする。 ・グループで実践報告会をし、実践に 【関】
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・実践の成果と課題を発表し、各自で おける成果と課題を共有する。 自分の実践について積極的に発言

題材の課題に対するまとめをする。 ・各自のまとめにおいては、実践の課 し、友達の実践を聞いて自分の生

題を踏まえ、これからの食生活に向け 活に生かそうとしている。（ワーク

たまとめをする。 シート）

６ 本時の学習

(1)ねらい

肉の調理で気を付けること（安全・衛生、火加減、肉の種類、調味料の使い方）を協同学習で

話し合い、調理の行程を確認することで、肉の調理上の性質について深く理解できる。

(2)準備

教師：教科書、資料集、ワークシート、アンケート結果、ヒントカード、献立の画像

生徒：教科書、資料集

(3)展開

主な学習活動 時間 教師の活動・指導上の留意点 学びの様子

評価項目(方法)

・めあてを確認する。 3 ・知っている肉料理をいくつか挙げ

させ、興味をもたせる。

めあて 「おいしい」肉の調理をするために性質を知ろう。

○前時にとったアンケー 3 ・肉の調理で気を付けることについ

トの結果を知る。 てのアンケートの結果（安全・衛生、

・野菜は種類なんて出なかった 火加減、肉の種類、調味料の使い方）

けれど、肉はそこも考えないとい を知らせる。

けないんだな。 ・前の実習で行った野菜の調理と比

べながら、野菜と肉では気を付ける

ことが違うことを確認させる。

＜展開＞

○生姜焼きを例にして、 4 ・生徒がどんなことに気を付けてい

話し合う視点を具体的に るのか疑問を投げかけ、話合いの視

挙げる。 点を明確にする。

○気を付けること四つを 10 ・活動の前に集まる場所を指示し、

グループで分担し、それ 話合いが円滑に進むようにする。

ぞれの内容で集まって調 ・人数を考慮し、気を付けること一

理上の性質を出し合い、 つにつき、二つの班に分けて考えさ

考える。 せるようにする。

・グループごとに教科書やヒントカ

ードを活用させ、より深められるよ

うにする。

〈意見の出し合い〉 ・ホワイトボードを使って意見を出



-三輪 7 -

し合い、プリントにメモをさせる。

・味は濃いほうがいいから、たれ ・話合いが滞った班に対しては、担

はかけたほうがいいんじゃないか 当教師のほかに栄養教諭に入っても

な。 らい、助言をする。

・焼く時間はどのくらいがいいん 評価項目

だろう。強火で焼き続けると焦げ 【知】

るしなぁ。 肉の調理上の性質について意見を出

し合い、考えることができている。

（観察・ワークシート）

○学級全体で共有する。 10 ・班ごとに発表することで、注意点

を全体が理解できるようにする。

○肉の調理上の性質につ ・疑問があれば質問するよう促す。

いて確認する。 ・話し合った生徒の意見をもとに、

肉の調理上の性質を確認する。

○班で行程を確認する。 15 ・話し合ったことをもとにして、火

加減や時間など班ごとに生姜焼きの

調理の行程を確認する。

振り返り 5

○肉の調理の性質を考えた。 ①今日の授業でしたことは何ですか。

○肉の調理には食中毒を防ぐ ②今日の学びを通して、どんなことが分

ために調理器具の使い方に気 かったり、できるようになったりしたこ

を付けるなど、注意すること とは何ですか。

が多くあることがわかった。 ③次（今後）にどのように学んだ

○調理実習でも安全に気を付 ことを生かしていきますか。

けて、火加減やたれの扱いに

も注意したい。

（4)板書計画

めあて：「おいしい」肉の調理をするために性質を知ろう。

アンケート結果 肉の調理上の性質

・安全衛生…食中毒を防ぐためには？ 話合いの場所の例示

・火加減…火の強さは？強中弱？ ⇒班ごとのホワイトボード

・肉の種類…なんの肉がいい？部位は？

・調味料の使い方…肉をやわらかくするには？

たれはどうする？

（5）座席表

※座席表についてはグループ分けを明記し、当日配布する予定


