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資料４  題材指導計画  第４題材「より豊かな食生活を」（全１０時間） 

① 食生活を見直そう（課題づくり） 

自分や家族の食生活について振り返り，問題点を交流することを通して，「食の豊かさ」をキーワードに，食生活と「健康」，

「食の楽しさ」との関わりや解決方法について，調べていこうとする意欲と見通しをもつことができる。【関心・意欲・態度】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「私たちの食生活で，今 

どんなことが問題にな

っているだろうか。｣ 

 

「食生活が『豊か』であ

るとは，どういうこと

を指すのだろうか。」 

 

「自分たちの食生活を

『より豊か』にしてい

くためには，どうした

らよいだろうか。」 

 

「自分の食生活で課題だ

と考えたことを交流し

よう。」 

 

・１年生時の学習から現在の食生活を振り返り，改善されている点

と改善されていない点を交流する。 

・食生活に関わることで，どんなことが社会問題になっているか知

っていることを交流する。 
「食生活が乱れていて，メタボリック症候群等，生活習慣病の原

因になると，よくニュースやテレビで耳にする。」 
「家族みんなが揃って食べることがほとんどない。心と食生活と

の健康の関わりについて考えてみたい。」 

 

 
 

・食生活指針や食生活マッピングを行うことを通して，食品や食べ 

方の面から自分や家族の食生活を見直し，どんな課題があるかを 

考える。 

・自分の食生活で考えていきたいことを交流する。 

【関心・意欲・態度】 

食生活に関わる諸問題を自

分や家族のこととして捉え，

自分の課題を明確にし，その

原因や解決方法について調べ

る見通しをもとうとしている 

 

・テーマを決めることができ

ない生徒には，テーマ例を

示し，自分の食生活をもと

に選ぶことができるように

する。 
・情報収集の見通しのもてな

い生徒には，資料の例を示

したり，図書の紹介をした

りするなど具体的な提示を

行う。また,仲間の姿を紹介

したりする。 

② ③ 過不足になりがちな食生活の課題と改善 

好きなものばかり食べることによって起こってくる栄養素の過不足について調べることを通して，自分や家族の食生活と健康

について，インターネットを利用して必要な情報を集め整理することができる。【技能】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「自分や家族の食生活の

課題は，どういったも

のだろうか。また，ど

うしたら改善できるだ

ろうか。」 

 
 

 

「自分や家族の食生活を

豊かにしていくため

に，どんなことが実行

していけそうか。」 

・自分のテーマを決定し，調べ方を確認する。 

 

 

 
 

・自分で準備した資料や補助資料，インターネットを用いて，テー 

マについて調べ，まとめる。 

・調べ学習を通して，自分や家族の食生活を豊かにしていくために 

実行できそうなことを考える。 

 

【技能】 

食生活の自分の課題を解決

するために，テーマに関わる

情報を進んで調べ，現状や症

状（健康に及ぼす影響）や原

因，解決方法についてまとめ

ることができている。 

・情報をそのまま書き写して

いる生徒には，「現状・症

状，原因や解決方法は？」

と問い，必要なことを焦点

化して，まとめられるよう

にする。 

④ 食生活の課題・改善の交流 

自分や家族の食生活と健康について，インターネットや家庭での学習で収集・整理した情報や知識を交流することを通して，

新たな課題に気付いたり，知識を深めたりし，食生活の課題が自分だけの問題ではなく，社会的な問題となっていることを知

り，課題解決のための意欲をもつことができる。【関心・意欲・態度】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「調べ学習を通して，改

善できそうなことや分

かったことを発表しよ

う。」 

 

 

「仲間の意見を聞いて分

かったことや，これか

らさらに考えていきた

いことをまとめよう。」 

・調べ学習を通して，自分や家族の食生活をより豊かにしていくた

めに，できそうなことや，分かったことを発表する。 

 

 

 
 

・仲間との意見交流を行い，分かったことや考えていきたいことを

まとめる。 

 
 

 

 

【関心・意欲・態度】 

仲間の発表を聞くことを通

して，現状や症状（健康に及

ぼす影響）や原因，解決方法

について，テーマに関わる情

報を進んでメモを取り，解決

のための知識を得ようとして

いる。 

・仲間の発表から，現状・症

状，原因や解決方法等，必

要なことをメモを取りなが

ら聞き，考えを広げられる

ようにする。 

自分たちの食生活をより豊かにしていくためには，どうした

らよいだろう。 

自分や家族の食生活の課題は，どうしたら改善してくことが

できるだろう。 

自分や家族の食生活の課題は，どうしたら改善してくことが

できるだろう。（交流） 

 

自分の食生活は，休日は加工食品やコンビニのお弁当が多

く，このままでは，健康に生活できなくなるかもしれないと思

った。テーマを「インスタント食品を摂り過ぎると」にして，

自分の食生活の改善を考えていきたい。 

糖分や脂質を摂り過ぎると，心臓病などの病気になり，ビ

タミン B も失われて肌がかさかさにもなるので，適度に摂取

することが大切だと分かった。菓子や加工食品に多く含まれ

ているので，そういうものを控えるようにしたい。 

みんなの発表を聞くと，塩分の摂り過ぎやカルシウム不足，

ビタミン不足等，たくさんの問題があり，自分や家族の食生

活を考えることは大切だと思った。これから，もっと健康的

で，心も豊かになるような食生活を考えていきたい。 
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⑤ 過剰摂取しがちな塩分 

インスタントの｢すまし汁｣を，好みの味に調節し，塩分濃度計を用いて塩分濃度を調べることを通して，健康に過ごすために

は，塩分を多く含む食品や調味料を摂り過ぎないように心がけていくことが大切だと理解することができる。【知識・理解】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「塩分の摂り過ぎによる体

への影響について，調べた

ことや知っていることを

発表しよう。」 

 

「塩分濃度計での計測で，普

段の自分の味覚と塩分摂

取について，分かったこと

や考えたことを交流しよ

う。」 

 

「薄味にするために，薄める

だけでよいのだろうか。」 

「これから塩分を摂り過ぎ

ないようにするためには，

どんなことができそうだ

ろうか。」 

・塩分の摂り過ぎによる体への影響について，調べたことや知 

っていることを交流する。 

 

 
 

 

・インスタントの「すまし汁」を，自分がおいしいと感じる味 

に調節し，塩分濃度計を使って塩分濃度を調べる。 

・調べてみて，分かったこと，感じたこと，これから実践して

いけそうなことを交流する。 

 

【知識・理解】 

塩分濃度計を用いて，自分

の好む塩分濃度を知るととも

に，塩分が多く含まれている

食品を知り，健康に過ごすた

めには塩分を多く含む食品や

調味料を摂り過ぎないよう心

がけていくことが大切だと理

解している。 

・普段の食生活で，塩分が多

く含まれていると予想する

食品を，事前にアンケート

調査をしておき，塩分濃度

測定で用いることで，より

自分の食生活に結び付けて

考えられるようにする。 

 

⑥ 不足しがちな鉄分 

不足しがちな栄養素の１つである鉄分を摂るためには，一食あたりの鉄分含有量が多い食品を活用するとよいことが分かり，

一食当たりの鉄分を多く含む食品を用いて日常食の調理をすることができる。【技能】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「鉄分の摂取不足による体

への影響について，調べた

ことや知っていることを

交流しよう。」 

「鉄分が不足しないように

摂取していくためには，ど

うしたらよいだろうか。」 

 

「100g 中の鉄分含有量を考

えるだけでよいのだろう

か。」 

 

 

「鉄分が多く含まれている

ひじきを使った煮物の調

理をしよう。」 

 

「鉄分摂取を意識したひじ

きの煮物の調理から，これ

からどんなことができそ

うか，考えを交流しよう。」 

・鉄分が不足すると，健康面でどのような影響があるか調べた 

こと，知っていることを交流する。 

「貧血になりやすい。」「体が疲れやすい。」 

 

 

 
 

・鉄分を不足しないように摂取するための工夫を，資料をもと

にしながら考える。 
「鉄分を多く含むレバー，ひじき，小松菜，ほうれん草やア

サリなどを，できるだけたくさん摂るようにする。」 
「100g中に含まれる量で考えると，ひじきは多いけれど水に

戻すと量が多くなるので，一食で食べられるのは10ｇくら

い。それでも，レバーの次に多く摂れるから活用できるよ

うになりたい。」 

「ほうれん草などは，調理するとかさが減るから一度にたく

さん食べられる。活用したい。」 
・ひじきを使って煮物を作り，感想を交流する。 

 

【技能】 

不足しがちな栄養素の１つ

である鉄分を効率的に摂るた

めには，一食あたりの鉄分含

有量が多い食品を活用すると

よいことが分かり，鉄分を多

く含む食品の一つであるひじ

きを用いて，日常食の調理を

することができている。 

・鉄分不足による健康への影

響と，鉄分含有量の多い食

品が分かるように，100g中

鉄分含有量のグラフを提示

する。 
・100g 中の鉄分含有量から判

断しようとしている生徒に

は食品 100g の実物（乾燥食

品はもどしたものも）を示

し，一食で全て食べること

ができるかを考えさせ，一

食分の鉄分含有量に換算す

ることの大切さに気付ける

ようにする。 

 

⑦ 不足しがちなカルシウム （ 「本時のねらい」，「本時の展開」 参照 ） 

 

 

 

 

 

 

 

普段の食生活で，どれくらいの塩分を摂っているのだろ

う。 

 

鉄分を不足しないように摂取していくためには，どう

したらよいだろうか。 

 

塩分は体には大事な役割をするものだが，摂り過ぎると

高血圧になったり，ガンになったりする可能性が高いこと

がわかった。自分は濃い味が好きなことが分かり，このま

までは食塩の摂り過ぎになってしまうので，薄味にした

い。けれど，薄味過ぎても食べたくなくなるので，醤油を

かけ過ぎないなど考えていきたい。家族も全員濃い味が好

きなので，家の味付けも薄味にできるようにしていきた

い。 

ひじきは，鉄分やカルシウムなどを多く含んでいるとい

うことが分かった。サプリメントが売られているのをよく

見かけるけれど，今日調理をしてみて，ひじきも意外に簡

単に調理できたので，できるだけ料理から摂れるようにし

たいし，自分でも料理できるようにしていきたい。 
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⑧ 食生活の課題解決 

食生活の課題解決のために，「健康」と「食の楽しさ」から追究した学習を振り返ることを通して，将来を見通した，これか

らのより豊かな食生活の取組に関心をもつことができる。【関心・意欲・態度】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「『豊かな食生活』とはどん 

な食生活か，これまでの学 

習をもとに考えて，意見を 

交流しよう。」 

 
 

 

 
 

 

 

 

「自分や家族がより豊かな

食生活をおくるために，さ

らに工夫できそうなこと

はないだろうか。」 

 

「自分の生活と比べて仲間

の意見を聞いてみて，工夫

が取り入れられそうだと

思ったことは，どんなこと

だったか。」 

・「豊かな食生活」とはどんな食生活か，これまでの学習をも 

とに考え，交流する。 

「おいしいもの，便利なものをたくさん食べるのが豊かなの

ではなく，家族と一緒に楽しく食べたり，新鮮で栄養のあ

るものを食べたりすることが大切だと思う。」 

「今だけでなく，自分の将来の健康のことも考えながら，バ

ランスよく食事を摂っていくことが大切だと思う。」 

 
 

 

 

・自分や家族がより「豊かな食生活」を送るために，さらに改

善できそうなことを考え，発表する。 

「一日で一番大切な朝食がいつもワンパターンで，栄養バラ

ンスに偏りがありそうなので，カルシウムと鉄分を加えた

朝食づくりに挑戦して，家族みんなで健康になりたい。」 

「みんなで揃って食事をする機会が少ないので，自分で家族

分の食事を作って，一緒に食べるようにしたい。」 

 

 

 
 

 

【関心・意欲・態度】 

食生活の課題解決のため

に，「健康」と「食の楽しさ」

から追究した学習を振り返る

ことを通して，将来を見通し

た，これからのより豊かな食

生活の取組に関心をもってい

る。 
・これまでの学習ノートや資

料をもとにして，「健康」

と「食の楽しさ」の二つの

視点から「豊かさ」を考え

させる。 

・「豊かな生活」をいろいろ

な視点から考えることがで

きるように，学習ノートや

資料をもとに今までの学習

を振り返るようにする。 
・「自分の生活で変化したこ

と」を班の中で交流するこ

とで，自信をもって語るこ

とができるようにする。 
・自分の生活と比べながら仲

間の実践を聞くことで，こ

れからの取り組み方の工夫

ができるようにする。 

 

⑨ 家庭での実践（計画） 

食生活を豊かにしていくためには，「健康」と「食の楽しさ」の両面から自分や家族の課題を常に考え，実践していくことが

大切であることに気付き，自分や家族の健康を視野に入れながら，家庭での実践の計画を立てることができる。【工夫創造】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「自分や家族がより豊かな 

食生活をおくるために，ど 

んな実践ができそうか，家 

で聞いたり調べたりして 

きたことを発表しよう。」 

 
 

「自分や家族がより豊かな

食生活をおくるための『ホ

ームプロジェクト』を考え

よう。」 

 

 

 

 
 

「仲間が考えた『ホームプロ

ジェクト』を聞き，さらに

自分の食生活に取り入れ

ていけることを見つけよ

う。」 

 

・自分や家族が「より豊かな食生活」を送るために，どんな実 

践ができそうか，家で聞いたり調べたりしてきたことを交流 

する。 

「自分の家族には，幼稚園の弟とおばあちゃんがいるので，

これからの成長と，骨折して寝たきりにならないように，

カルシウムを効率よく，たくさん摂れる食生活について調

べてきたので，これをもとに計画を立てたい。」 

 

 

 

 

・自分や家族が「より豊かな食生活」になる「ホームプロジェ

クト」を考え，ノートに計画を立てる。 

「自分の家では，平日はほとんど家族揃って食事をすること

がないので，休日に家族みんなで楽しく食べられる手巻き

寿司を作ろうと思った。」 

・考えた「ホームプロジェクト」を交流する。 

・仲間の計画のよさや取り入れていきたいことを交流する。 

 

 
 

 

 

【工夫創造】 

「健康」と「食の楽しさ」

の両面から自分や家族の課題

を常に考え，実践していくこ

とが大切であることに気付

き，自分や家族の健康を視野

に入れながら，家庭での実践

の計画を立てることができて

いる。 

・「豊かな生活」をいろいろ

な視点から考えることがで

きるように，学習ノートを

もとに今までの学習を振り

返るようにする。 

・計画を立てることができな

い生徒には，実践例を示し

たり，図書の紹介をしたり

するなど，具体的な提示を

行う。また，仲間の姿を紹

介したりして，自分の食生

活をもとに選ぶことができ

るようにする。 

 

 

 

 

 

自分や家族が「より豊かな食生活」を送るために，さら

に工夫ができることはないだろうか。 

 

今までは，食生活は家族に任せきりだったけれど，これ

からは，将来の健康のことも考えて食べるようにしていき

たい。また，家族の健康も考えて，できるだけ一緒に食事

をして，家族で楽しく食事をしていきたい。 

自分や家族が「より豊かな食生活」を送るための「ホー

ムプロジェクト」を考えよう。 

 

みんなの発表を聞いて，自分の家族は，両親共に高血圧

で，塩分の授業の時に，家族みんなも塩分の摂り過ぎにな

っていると思ったので，夕食に，塩分を控えめにした味噌

汁を作りたいと思った。カルシウムの摂れるわかめと，カ

リウムのとれるじゃがいもの組合わせにして，家族みんな

も健康になれるようにしたい。 
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⑩ 家庭での実践（交流） 

食生活を豊かにしていくために計画した家庭での実践を交流することを通して，仲間の実践のよさを取り入れながら，これか

ら自分が取り組んでいきたいことを進んでまとめようとすることができる。【工夫創造】【関心・意欲・態度】 

教師のはたらきかけ 生徒の主な学習活動 評価規準と手立て 

「家庭で実践した『ホームプ

ロジェクト』を交流し，仲

間の実践から，さらに自分

の食生活に取り入れてい

けることを見つけよう。」 

「仲間の実践で，自分の食生

活に取り入れていけそう

なことを，メモを取りなが

ら聞こう。」 

「自分の食生活に取り入れ

ていけそうなことには，ど

んなことがあっただろう

か。」 

 

「これまでの授業や家庭で

の実践を通して，これから

の自分や家族の食生活を

より豊かにしていくため

に，『健康』と『食の楽し

さ』の面から取り組んでい

きたいことをノートにま

とめよう。」 

 

 

 

 
 

・家庭で実践したことや，そこから考えたことを発表する。 

「この学習で，サラダにかけるドレッシングを減らし，おに

ぎりを買うときにも，塩分を確認してから買うようになっ

た。これからも健康のために続けたい。」 

・仲間の家庭での実践を聞き，取り入れていきたいことを発表

する。 

・自分が課題としてきたことをテーマに，家庭で実践したこと

や，これからさらに取り組んでいきたいことをまとめよう。 

 

【工夫創造】 

【関心・意欲・態度】 

食生活を豊かにしていくた

めには，「健康」と「食の楽

しさ」の面から自分や家族の

課題を考え，実践していくこ

とが大切であることに気付

き，これまでの実践やこれか

ら自分が取り組んでいきたい

ことを明確にしてまとめよう

としている。 

・「自分の生活で工夫し，実

践したこと」を班の中で交

流することで，自信をもっ

て語ることができるように

する。    
・自分の生活と比べ，メモを

取りながら仲間の実践を聞

くように促すことで，工夫

と実践のよさを価値付けて

いくとともに，これからの

自分の食生活の改善へと広

い視野で取り入れられるよ

うにする。 

 

自分の食生活を振り返ってみて，摂り過ぎていた塩分や

不足していたカルシウムを，料理の中で摂れるように考え

て食べるようになった。続けることが大切だと知ったので

これからも続けたい。調理実習をたくさんできて，自分で

つくると楽しいし，みんなで一緒に食べると一人で食べる

よりも美味しくて楽しい食事ができた。これからは，でき

るだけ家族そろって食べるようにしていきたいし，自分が

料理を作っていきたい。こうやって「健康」や「楽しさ」

を考え実践することが，豊かな食生活につながると思っ

た。 

家庭で実践したことを交流し，さらにできることを考え

よう。 

 


