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研究主題

学校教育目標

「自ら取り組み、共に力を合わせ、学びを生かす子」の育成



研究主題設定の理由

いかなる時代にも通用する資質・能力の育成

自らの意志で進んで取り組む
最後まであきらめずにやりぬく
他者と協力する

学んだことを生かして新たな社会を
創造する意志をもって育つ人

（１）子どもたちの生きる今と、本校の教育方針



研究主題設定の理由

教科・領域

自
分
の
力
で

未
来
を
切
り
開
く
力

（１）子どもたちの生きる今と、本校の教育方針



研究主題設定の理由

（２）食に係る現状と願い

・食生活の乱れ

食べることは一生涯続く
生きることの根源

・食を通した人とのふれあいの不足



研究主題設定の理由
（３）本校の児童の実態から

保護者の食に対する
意識は高い

望ましい食習慣を身に
付けている児童が多い



研究主題設定の理由

（３）本校の児童の実態から

個人差が大きい



研究主題設定の理由

（３）本校の児童の実態から
保護者児童

マナー面で認識の差

郷土料理や伝統料理の
知識が乏しい



研究主題設定の理由

どうしたら生涯にわたって生きて働く
食習慣を身に付けることができるか

生涯にわたって
「考えて食べる」力が必要

生涯にわたって生きて働く、
望ましい食習慣の形成



研究内容

（１）重点項目の設定と食育推進

（２）授業改善

（３）全校での食育の取り組み

（４）家庭・地域との連携



（１）重点項目の設定と食育の推進
食育の視点・重点項目

① 食事の重要性
② 心身の健康
③ 食品を選択する能力
④ 感謝の心
⑤ 社会性
⑥ 食文化



（１）重点項目の設定と食育の推進
全体計画１の作成

食に関する
指導の組織化

評価方法



（２）授業改善

・全体計画２の作成

・各学年の年間計画

・授業づくりの５つの視点



教科との関連

特別活動
学校給食との関連

教科に合わせて、食育のテーマを設定しやすい

（２）授業改善
全体計画２の作成



（２）授業改善 各学年の年間計画の作成

食育の視点

実態とねらい

めざす児童の姿
をテーマに

単元間の
つながり 学年ごとの

内容の明確化



（２）授業改善 研究構造図



視点① 主体的な学びへの誘い

視点② 思考力・判断力の育成
学び方（見方・考え方）の活用

視点③ 対話的な学び合い

視点④ 学びの実感

視点⑤ 学習したことの行動化



視点① 主体的な学びへの誘い

•自分が思う自分像と実際の自分の差から
•クラスの実態と自分の生活を比べる
•自分の生活と理想の生活との差の提示
•既存の知識に揺さぶりをかける
•単元を通した課題設定と課題を達成する

ための児童による問いづくり



①主体的な学びへの誘い（３年学活）

自分が思う自分像と実際の自分の差から

自分「よくかんでいる」⇔教師の調査11回
→実際の自分とのちがい

本当にかむことは必要？→学習課題



視点② 思考力・判断力の育成

•課題解決に必要な視点や実験や資料を見通す
•説明するのに分かりやすい資料を選択する
•自分の苦手を見付け、克服する方法や

良さを見つけ出す

•固定した概念を揺さぶる発問で
より深い思考・判断を促す

•意図的な写真やイラストで多角的な
見方を培う



観察の視点を見い出す活動と発問

②思考力・判断力の育成（２年生活）

前の観察との違い⇒
成長を感じたポイントを話し合う⇒
観察の視点を共有⇒世話に生かす



視点③ 対話的な学び合い

•資料選択→同質グループ吟味
→異質グループ吟味から

•課題の絞り込み、家庭での調査・
生活体験を元にして

•２つの写真の比較・気付きから
•既習事項の適用では解決できない場

との出合い

•班での話し合い結果の顕在化
→共通部分の集約・仲間分けから



複数の資料の比較や関係付けから

③対話的な学び合い（５年社会）

日本が抱える問題 ⇐ 世界との関係

（食料自給率３９％）（環境破壊、食糧不足）

「賛成」「反対」立場を明確にして話し合う



視点④ 学びの実感

•道具を使い、実際に動作して
•実際に触って感触を言葉にして
•実験し、味を比べて体感して
•実験して量や見た目を比べて
•グラフ等の資料に裏付けられた

知識で納得



④ 学びの実感（５年家庭科）

キャベツ…卵のゆで方⇔給食のゆで方
カボチャ…短い時間⇔長い時間

食材によって、ゆで方が違う→実感

実験し、味を比べて体感して



視点⑤ 学習したことの行動化

•授業最初の自己認識に戻り、
授業の学びを生かして行動目標を決定

•学習内容を簡単に覚えるため、“ごろ”で表現
•アンケートの児童と保護者の認識のずれから
客観的に振り返り、確かな個々の目標を設定

•自分の食生活に生かすために
友達の知識から得た工夫の活用

•ビデオ視聴による自分の客観視から



⑤ 学習したことの行動化（１年学活）

挿絵から良い・悪いマナーを確認
⇒自分の生活を動画で振り返る
⇒自らのめあてをもつ

ビデオ視聴による自分の客観視から



（３）全校での食育の取り組み

・栄養教諭からの指導

・給食委員会の取り組み



（３）全校での食育の取り組み
栄養教諭の給食時間における食に関する指導の内容

栄養戦隊タベルンジャ―

月 学年 テーマ

６月 １年 ピカピカ手洗いをしよう

７月 ２年 ひまわりの会について知ろう

１０月

４年 給食で使うお水の量はどのくらいだろう

４年 お米ができるまでを知ろう

１年 ハロウィンってなんだろう

１１月

４年 県魚ハマチについて知ろう

３年 スーパーマーケットに商品が並ぶまでを見てみよう

４年 ユネスコ無形文化遺産の和食について知ろう

５年 香川県ではどんなお米が作られているのだろう

１２月
３年 さぬき讃フルーツってなんだろう（キウイフルーツ）

６年 世界のクリスマスについて知ろう

１月

６年 バイキング給食を食べよう

３年 給食の歴史を見てみよう

５年 全国にはどんなお雑煮があるのだろう（行事食）

５年 香川県で有名ないりこはどうやって獲るのだろう

２月
２年 香川県オリジナルの野菜 食べて菜について知ろう

６年 ブロッコリーの秘密を知ろう



（３）全校での食育の取り組み
栄養教諭の給食時間における食に関する指導の内容

１年生
ピカピカ手洗いをしよう

４年
県魚ハマチについて知ろう



３年
どうしてかまないといけないのかな

５年
始めてみようクッキング

（３）全校での食育の取り組み
栄養教諭の授業時間における食に関する指導の内容



（３）全校での食育の取り組み
全校朝会食育タイム

受け継ぎたいな郷土料理

それぞれの県
に受け継がれて
きた郷土料理が
あるんだね。



（３）全校での食育の取り組み
給食委員会の取り組み

えいようのうた

もぐもぐテスト



（３）全校での食育の取り組み
給食委員会の取り組み 栄養戦隊タベルンジャ―

タンパク質レッド
無機質ピンク



（３）全校での食育の取り組み
給食委員会の取り組み

多小っ子マンカルタ大会

全校生から食育標語を募集しての
食育カルタづくり



給食センター発行

（４）家庭・地域との連携
食育だより

食育担当発行

学校で行われる
食に関する授業や
発表を中心に紹介

内容が重ならないよう事前に確認

旬の食材や
季節の行事を
中心に紹介

（４）家庭・地域との連携
２つの食育だより



栄養教諭による
朝食に関する講話

（４）家庭・地域との連携
学校保健委員会

感想
・普段の朝ごは
んを振り返り
反省。

・栄養バランス
を考えて朝食
作りをしたい。

・メニューが
参考になった。



親子で生活習慣を振り返る

（４）家庭・地域との連携
すこやかチェック

保護者からの
メッセージ欄で連携

早寝、早起き、朝ごはん
排便、歯磨き、歩いて登校
運動、ゲーム３０分以内



（４）家庭・地域との連携
小児生活習慣病検査 ３色食べている

のにバランスが良
くない。食べる量
も大切なんだね。



朝ごはんコンテスト

（４）家庭・地域との連携
親子で挑戦 朝ごはんコンテスト

栄養教諭による表彰

低・中・高で
ポイントをしぼり
献立を作成



（４）家庭・地域との連携
きらきらステージの発表 毎年学級ごとに食

育をテーマに行うこ
とで、全校生が食育
に関わる

４年 世界のいろいろな食べ方

１年 わがしってすてき



（４）家庭・地域との連携
地域の方との連携

月 学年 教科等 活動 連携した団体

５月 ２年 生活科 野菜の苗植え 母子福祉部

６月 ５年
総合的な
学習

米作り（代かき・田植え） 中讃農業改良普及センター

１０月 ５年
総合的な
学習

米作り（稲刈り） 中讃農業改良普及センター

１１月 ５年
総合的な
学習

米作り（脱穀・もみすり） 中讃農業改良普及センター

１１月 ３年
総合的な
学習

農家見学 地元の農家の方

１２月 ２年 生活科 大根パーティー 母子福祉部

２月 ３年
総合的な
学習

昔のおやつ
おちらし飴作り

母子福祉部

年間
９回

４～
６年

手芸・
料理
クラブ

作った料理
・中華風蒸しパン
・地産地消手巻き寿司
・豆腐団子
・香川をぎゅっとおにぎり
・あんもち

母子福祉部



（４）家庭・地域との連携
地域の方との連携

手芸・料理クラブ ２年 野菜の苗植え

５年 米作り



ご指導よろしくお願いいたします


