
１ 単元・小単元 （２）生活の自立及び消費と環境 ア 食事と健康 （１８時間）

２ 小単元の目標

健康で安全な食生活を営むために必要な栄養、食品、調理及び食品衛生などの
基礎的･基本的な知識と技術を習得させ、生涯を見通した食生活を営むことがで
きるようにする。

３ 本例における

生徒の実態

家庭基礎を２年生で２単位履修している。本校は、都市部に比べて３世代家族

で生活している家庭が多くみられ、祖父母世代が農業を営み、家族が食べる程度

の野菜を育てている家庭も少なくない。さらに、両親が共働きだとしても、祖父

母が家事を担っている場合が多く、生徒自身が食事作りを中心となって行ったり

手伝うという経験が少ないように感じられる。

しかし、就職・進学などで親元を離れ、都会で一人暮らしをすることになれば

新鮮な食材がいつでも手に入るわけではなく、市場で食材を選び、購入すること

が不可欠となる。また、ファストフード店やコンビニエンスストアが身近な場所

にあり、加工食品や調理済み食品が手軽に購入できるようになるため、エネルギ

ーや塩分の過剰摂取など栄養面での不安も考えられる。

このように、消費社会の発展と共に近年の日本の食生活は大きく変化した。

様々な食材や加工食品・調理済み食品が簡単に手に入るようになり、まさに

「飽食の時代」へ突入した。その反面、若者の食生活は、朝食の欠食や間食､偏

食、無理なダイエット、孤食、安価で手軽な調理済み食品の利用が増加するなど

多くの課題を抱えている。いつでも世界中の情報が手に入るようになった社会の

中で生活しているにも関わらず、将来の自分の生活に影響を与える「食」に関す

る情報を正しく認識する力が不足しているのが現状である。

４ 育 て た い

資 質 ・ 能 力

自分だけでなく家族のことも考え、心身共に健康で安全な食生活を営むという
目標に向かい、基礎的な知識と技術を習得させたい。そのために、日常の生活を
振り返るミニホームプロジェクトや調べ学習、実験・実習などの学習活動を多く
取り入れ、自己の課題に気付き家庭で実践する意欲をもてるようにしたい。

また、日本は食料自給率が低いにも関わらず、毎日多くの食べ物を捨てている
現状があり、世界で多くの人々が食料不足で苦しんでいる事を考えると私たち一
人一人が見直さなければいけない大きな問題ともいえる。「自分の家庭だけ」「現
在の食生活がよければいい」という狭い視野で考えるのではなく、高齢になった
ときの自分や、日本・世界全体の食料事情に目を向けさせ、生涯の健康を見通し
安全面・環境面を考えた食生活が営める能力を養いたい。

○コンビニ弁当１６万キロの旅 太郎次郎社エディタス
○スーパーで安全な食品を見分ける本 中経出版
○あるある暮らしのチェック！ 扶桑社
○２０１２生活学Ｎａｖｉ 実教出版
○家庭科トータルデータ 教育図書
○家庭総合 自立・共生・創造 東京書籍
○ＭｙＬｉｆｅ家庭科資料 大修館書店
○もっと知って欲しい食品添加物のあれこれ 食品添加物協会
○テンカちゃんの豊かな食卓 食品添加物協会
○農林水産省ホームページ 食料自給率の部屋 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/
○食品添加物協会ホームページ http://www.jafa.gr.jp
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５ 指導と評価の計画

【単元】 （２）生活の自立及び消費と環境 ア 食事と健康
１ 食生活を見つめる ２ 健康な食生活のために ３ 安全な食生活のために ４ 食事をつくる ５これからの食生活

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

１食生活を見つめ

る

・なぜ食べるのか

・日本の食生活の特

徴

・現代の食生活

○食事のもつ意味を理

解させる。

○現代の食生活の問題

点について、各自の

食生活を分析し、問

題点を把握して自ら

の食生活について多

面的に理解させる。

・どんな目的で食事をする

のかを考える。

・自己の食生活を調査・診

断し、問題点を見付け、

改善策を考える。

１ ①日本の食生活の特徴に関

心をもっている。

②自分の普段の食事に関

心をもち、食事調査をし

ている。

１

３ 安全な食生活のた

めに

・食中毒と衛生

○食品の衛生、食中毒に

ついて理解させ、安全

面・衛生面を考えた調

理実習を行うよう理解

させる。

・ビデオ視聴を通して、食中

毒について理解し、安全で

衛生的な食品の扱い方を確

認する。

１ ③安全で衛生的な食生活に

ついて、考えようとして

いる。

４食事をつくる

・日常食の調理

・調理実習

○普段の生活で食する食

品や、実習で用いる食

品の栄養的特徴と調理

性について理解させ

る。

○調理法の要点や、調理

の基礎的な技術を身に

付けさせる。

○配膳やマナーについて

理解させ、日常の食事

に工夫ができるように

させる。

調理実習１

朝食・西洋料理

ピザトースト

コーンポタージュ

バナナ

調理実習１の記録

１ ④食品の特徴や調理法に関

心をもち、意欲的に実習

に取り組もうとしている。

１

２健康な食生活の

ために

・体に必要な栄養素

と食品

・５大栄養素とそれ

を多く含む食品

・調理実験
清涼飲料水と糖
分

○栄養素の種類と働き

について理解させる。

○各食品に含まれる栄

養素を理解させる。

○各食品の特性と加工

品について理解させ

る。

○実験を通して、食品
を科学的に理解させ
る。

・５大栄養素と働き、含ま

れる食品を理解する。

・日常に食する主な食品の

特徴や加工品を理解し、

自分と家族の食事の改善

につなげる。

調理実験①
自作オレンジジュースと
清涼飲料水の糖分測定

１ ⑤栄養素の種類と特徴に関

心をもっている。

１ ⑥栄養素の種類と特徴に関

心をもっている。

１ ⑦食品の種類と含まれる

栄養素、加工品に関心

をもっている。

１ ⑧清涼飲料水に含まれる糖

分に関心をもっている。



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

評価方法等思考・判断・表現 技能 知識・理解

①食べる目的を理解して

いる。

学習プリント７

「食生活を見つめる」

①自己の食生活調査から、

問題点を考えている。

課題学習プリント

食事調査

②自己の食生活調査、食生

活診断から、問題点と

改善策を考えている。

食事診断プリント

ペーパーテスト

②食中毒の種類と食品、予

防法などについて理解し

ている。

ビデオ視聴プリント

ペーパーテスト

①基本的な調理技術を身

に付け安全と衛生に配

慮して調理ができる。

③朝食の重要性を理解して

いる。

調理実習プリント１
班別計画
行動観察
実習記録
ペーパーテスト

③献立に付け加えるとよ

い食材や料理を考える

ことができる。

②使用した食品を四つの

食品群に分類できる。

④食品群別摂取量の目安

を考え食品を選択しよ

うと工夫している。

④５大栄養素とそれを多く

含む食品について理解し

ている。

学習プリント８

「炭水化物と食品」

ペーパーテスト

⑤食品群別摂取量の目安

を考え食品を選択しよ

うと工夫している。

⑤５大栄養素とそれを多く

含む食品について理解し

ている。

学習プリント８

「たんぱく質、脂質と

食品」

ペーパーテスト

⑥栄養の偏りが、健康に及

ぼす影響を、考えてい

る。

⑥食品の特徴と加工品につ

いて理解している。

学習プリント９

「ミネラル、ビタミンと

食品」

ペーパーテスト

⑦健康を考えた食品選択

を今後は行うことを考

えようとしている。

③糖度計を使い、正しく
糖度を計測することが
できる。

課題学習プリント
飲料摂取量

調理実験プリント１

ペーパーテスト



主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

３安全な食生活のた
めに

・食品の選択と取り
扱い 

○多方面から考えて、
必要な食品を選ぶ能
力を養う。 

・食品表示などの情報に着
目し、適切に食品を選択
する方法を学ぶ。 

１ ⑨食品の表示に関心をもっ
ている。

５これからの食生活

・食料・資源問題

○食生活に関わる情報

を集め、問題点を把

握させる。

○将来の生活を見通し

て、日本・世界の食

料問題を自分に結び

付けて考える姿勢を

身に付けさせる。

・食の問題点についての調

べ学習を行い、食品選択

の重要性を広い視野で考

える。

１

２健康な食生活のた
めに

・小麦粉のグルテン

○実験を通して、食品
を科学的に理解させ
る。 

調理実験②
小麦粉のグルテンを取り
出す。 

グルテンから、乾麩を作
る。

実験のまとめ

１

１ ⑩小麦粉の加工品に関心を
もっている。

４食事をつくる

・日常食の調理

・調理実習

○普段の生活で食する
食品や、実習で用い
る食品の栄養的特徴
と調理性について理
解させる。

○調理法の要点や、調
理の基礎的な技術を
身に付けさせる。

○配膳やマナーについ
て理解させ、日常の
食事に工夫ができる
ようにさせる。

調理実習２
昼食・麺料理
スパゲッティ
野菜サラダ

調理実習２の記録

調理実習３
夕食・日本料理

親子どんぶり
すまし汁

調理実習３の記録

１ ⑪食品の特徴や調理法に関
心をもち意欲的に実習に
取り組もうとしている。

１

１ ⑫食品の特徴や調理法に関
心をもち意欲的に実習に
取り組もうとしている。

１

総時間数 １７



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

評価方法等思考・判断・表現 技能 知識・理解
⑧食品の表示から得られ

る情報を整理できる。
課題学習プリント
食品表示の収集

④発表者：

グループで調べまと

めたことを発表する

ことができる。

視聴者：

発表を聞き内容を簡

潔にプリントに記入

できる。

⑦食品添加物の利点と問題

点を考え理解している。

課題学習プリント

食に関する問題点

学習プリント１０

「食品の選択と取り扱い」

ペーパーテスト

研究授業

⑤小麦粉から、グルテン
を取り出すことができ
る。

⑧小麦粉の種類と用途につ
いて理解している。

調理実験プリント２
行動観察

⑨小麦粉に含まれる栄養素
を理解している。

⑥基本的な調理技術を身
に付け安全と衛生に配
慮して調理ができる。

⑩麺の正しいゆで方と、生
野菜の衛生的な扱い方を
理解している。

調理実習プリント２
班別計画
行動観察実習記録
ペーパーテスト

⑨献立に付け加えるとよ

い食材や料理を考える

ことができる。

⑦使用した食品を４つの
食品群に分類できる。

⑧基本的な調理技術を身
に付け安全と衛生に配
慮して調理ができる。

⑪卵の熱凝固性について理
解している。

調理実習プリント３
班別計画
行動観察実習記録
ペーパーテスト

⑩献立に付け加えるとよ
い食材や料理を考える
ことができる。

⑨使用した食品を四つの
食品群に分類できる。

⑫日本料理のマナーと、
一汁三菜の食膳形式を
理解している。



６ 学習指導案

科 目 名 家庭基礎
単 元 名 （２）生活の自立及び消費と環境 ア 食事と健康

本時の主題 ３ 安全な食生活のために 食品の選択と取り扱い （１２時間目／１８時間）

指 導 観

近年の日本の食生活は大きく変化し、一見豊かになったが、個々の食生活を見てみると栄養面や安全面

において課題が多くあり、特に若い世代の食生活には問題が多い。このことを踏まえ、生徒には自分の生

活を振り返りながら点検すると共に、より健康に生活していこうとする姿勢を養いたい。この授業では、

ある一食の献立を取り上げ、日常の私たちの食生活に関する幾つかの課題を考えるきっかけにする。特に

食品を購入する際に、過大広告やパッケージの印象に流されて選択するのではなく、食品表示の内容をし

っかりと見て、献立に合った材料や自分と家族の生活を考えた商品を選択することの重要性を認識させ、

健康のために本当に必要な食品は何かを考えて選び抜く能力を育てたい。

本時の目標
○日本の食生活に関する問題点について、調べたことを発表する。

○発表内容を参考に、今後の食品購入では食品表示を確認し、多方面から考えて選択しようとする姿勢

をもつ。

過

程
指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

５

分

前時の実習内

容の復習

本時の目標の

確認

・前回グループごとに、献立に必要な食品を選

択する実習を行ったことを振り返る。

・本時のねらいを知る。

・前時に見た食品には、選ぶ

際に意思決定のポイントと

なる様々な表示が書かれて

いることを理解させる。

展

開

4

0

分

グループ発表

【食生活に関

する問題点】

①食料自給率

・日本の食料

自給率の推

移

・他国との比

較

②フード・

マイレージ

③ポストハー

ベスト

④期限表示

⑤食品の保存

方法

⑥食品添加物

（ハム）

食品添加物の

利点と問題点

○予想される生徒の反応

・日本は食料自給率が低く、多くの食品を輸入

に頼っていることを知る。 
・なぜ食料自給率が低いのか興味をもつ。 

○予想される生徒の反応

・フード・マイレージという言葉を知らない。

○予想される生徒の反応

・ポストハーベストという言葉を知らない。

・輸入食品の安全性に疑問をもつ。 

○予想される生徒の反応

・消費期限と賞味期限は異なることを知らない

・賞味期限が過ぎたら食べられないと思ってい

る。 

○予想される生徒の反応

・全て冷蔵庫に入れておけばよいと考える。

○予想される生徒の反応

・色が鮮やかなのは、添加物が使用されていた

ことを知る。 
・食品添加物の利点と問題点について考え、答

えることができる。

○食品添加物を完全になくすのは不可能なので

摂取を減らす方法を考える。

○評価規準【技能】－

④

発表者：グループで調

べまとめたことを発

表している。

視聴者：発表を聞き、

内容を簡潔にプリン

トに記入している。

＜評価方法＞

発表中の態度、積極性、

学習プリント１０の記

入内容

＜Ａの例＞ 
・進んで発表者になり理

解しやすく視聴覚機器

や写真などを使ってプ

レゼンテーションを行

う。 
・しっかりと発表を聞き

ポイントをまとめて

学習プリントに記入

してる。

○評価規準【知識・理

解】－⑦

食品添加物の利点と

問題点を考え、理解

している。

＜評価方法＞

学習プリント１０の

記入内容

反省・感想の記入内容

意

見発表

＜Ａの例＞ 
・板書を写すだけでなく

利点と問題点を自分で

考えプリントに記入す

る。 

・発表グループには、時間制

限があることに注意させ、

ポイントをしぼり分かり

やすい発表を心掛けさせる。

例：①ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを使用する

②写真や絵を見せる

など

＜Ｂを実現するための指導＞

・発表を始める前に、聞きな 
がらメモするように促す 

・発表後、重要となる言葉は

何だったか、復唱する。

・机間指導で、具体的に内容

が記入できるように指示を

する。

＜Ｃへの手立て＞ 
・机間指導をし、真面目に行

なっていない場合は個別指

導をする。

・豆腐と他の食品の期限表示

を呈示し、違うことに気付

かせる。

・発色剤、着色料を使用して

いる食品と、使用していな

い食品を見せる。

・プリントの資料を見るよう

に指示をする。

＜Ｂを実現するための指導＞

・食品の実物を用いたり、資

料を示し、目で見て分かる

ようにする。

＜Ｃへの手立て＞ 
・机間指導をし、個別に対応

をする。

ま

と

め

5

分

本時の学習内

容のまとめ

・本時の授業で学んだことを、今後の食品購入

や将来の食生活に生かそうと関心がもてたか

自己評価と感想を記入する。

・プリントを記入させ、提出

することを伝える。

１ 食料自給率についての発表を聞き、その

意味と主な食品の自給率を知る。 
日本の食料自給率の推移を知る。

日本と諸外国との違いについて考える。

２ フード・マイレージについての発表を聞

き輸入が環境にも影響を与えることを考え

る。

３ ポストハーベストについての発表を聞き

その意味と目的を知る。

４ 期限表示について発表を聞き、消費期限

と賞味期限の違いを理解する。

５ 保存方法についての発表を聞き、購入し

た食品の保存には、適した保存温度がある

ことを確認する。

６ ハムの色に関する食品添加物についての

発表を聞き、その利点と問題点を考える。



□工夫している点

□実践後の評価結果

学習活動における具体の評価規準（Ｂ）
「十分満足できる」と判断される状況

（Ａ）
「努力を要する」と判断される状況（Ｃ）

評 価 ○評価規準【技能】

発表者：グループで調べまとめたことを

発表している。

視聴者：発表を聞き、内容を簡潔にプリ

ントに記入している。

・進んで発表者になり、分かりやすく

視聴覚機器や写真などを使ってプ

レゼンテーションを行う。 
・しっかりと発表を聞き、ポイントを

まとめて学習プリントに記入して

いる。

・グループ発表に参加しない。

・発表中に私語等をして、集

中して話を聞いていない。

・記入内容は全て、他人のも

のを写している。

生徒の状況 ・グループで調べまとめたことを発表す

る

・発表を聞きながら、学習プリントの記

入欄を記入している。

・自主的に発表者となり、写真や図な

どを用いながら発表する。

・学習プリントの記入欄以外に、発表

者の言葉をメモしている。

・発表に全く関心がない。

・発表は聞かず、人のプリン

トを写す。 
・プリントを記入しない。

記 述 例 ・発表者ではないが、資料呈示係など何

らかの役割を行っている。

・発表を聞きながら発表資料に書かれて

いた言葉、数値などはメモをしている。

５０％

・ロールプレイ、発表者、視聴覚機器

の操作など、重要な役割を行ってい

る。 
・発表を聞きながら重要な言葉やその

意味などを記入し、発表後に貼られ

た資料を確認して、プリントをまと

めている。４４％

・発表は他の班員に任せて参

加していない。

・発表についてプリント記入

をしていない箇所が多い。

６％ 

学習活動における具体の評価規準（Ｂ）
「十分満足できる」と判断される状況

（Ａ）
「努力を要する」と判断される状況（Ｃ）

評 価 ○評価規準【知識・理解】

食品添加物の利点と問題点を考え、理

解している。

・板書を写すだけでなく、利点と問題

点を自分で考え、プリントに記入す

る。 

・食品添加物の利点・問題点

は何か考えようとはしない。

生徒の状況 ・今後は食品添加物を意識した生活をし

ようと考えている。

・自分これからの生活の中で、どのよ

うに食品添加物と付き合っていけば

よいか、具体例を考えている。

・食品添加物のことは意識せ

ず今後も生活しようと考え

ている。

記 述 例 ・食品添加物は体に良くない物だと思っ

ていたが、今回の発表で食品には不可

欠なものもあると聞いて、無添加が必

ずしも安心ではないことを知った。

保存や加工の過程で必要であることに

も関心をもって食品を選びたい。

・添加物には、多く摂りすぎると発がん

性物質ができるものがあると分かった

ので、たくさん入っている加工食品な

どは少しでも減らせるようにしたい。

５３％

・食品添加物は見た目をよくするため

には重要だけど、よくない点もある

ことが分かったので、買う時にはな

るべく避け、調理する時はよく洗い

食べる時にはよく噛むことを心が

けたい。 
・食品を買うときには、値段だけで選

ぶのではなく、食品表示を見て、添

加物の少ない物を選んで買ったり、

「地産地消」を考えて地元のものを

選ぶようにしたい。３６％

・食品添加物についての記述

なし。

１１％

□授業後の課題と改善

・前時に、食品選択を実際に体験させ、食品表示を見て購入することの重要性を認識させた。

・一食の献立を例に挙げ、様々な視点から自分たちの食生活を考えられるような展開にした。

・１つのテーマにしぼり、グループで調べ学習を行い発表させることで、難しい題材にも興味・関心を高めるように配慮した。

・食品添加物を全く摂らないことは不可能なので上手く減らす方法を示し各自の生活に生かせるようなまとめとした。

・食品添加物や食料自給率について教師が講義形式で教えるのではなく、生徒自身が調べ、クラスの他の生徒に伝えることによ

ってポイントが明確になり、心に残る内容となったようである。

・一食分の献立を例に挙げたが、この献立例はその後の調べ学習がしやすいように教師が考えたもの（例えば食料自給率が低い

食品、ポストハーベストに関係している食品など）で、実際に調理実習で作るものではなかった。今回の研究授業の内容を一

人一人に定着させるには、調理実習の献立を例にして調べ学習を行わせた方が、家庭生活での実践につながったのではないか

と思われる。

・２単位の家庭基礎では、多くの内容を少ない授業時間で学ぶことができる調べ学習と発表はとても効果的であった。しかし、

発表する経験をほとんどしたことがない生徒ばかりで、プレゼンテーションを行う授業も今回が初めてだったため、まとめ方

や呈示資料の文字の大きさなどを改善させるのに時間がかかった。家庭で行う課題学習をこれまでに何回かは実施していたの

で、プリントを教師に提出して終わりではなく、普段から簡単な発表を授業に取り入れる機会を作るように心掛けたい。


