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第１学年 技術・家庭科（家庭分野） 学習指導案

日 時 平成29年11月27日（月）

学 級 １年Ｃ組（男子13名 女子12名 計25名）

授業者 教 諭 山口 祐佳

１ 題材名 Ｂ食生活と自立 「食品の選択」

２ 題材について

(１)題材について

本題材は，学習指導要領「Ｂ食生活と自立」の（２）ウ「食品の品質を見分け，用途に応じて選

択できること」にあたる。ここでは，日常多く用いられている食品の品質を外観や表示などから見

分けることができるようにするとともに，日常生活と関連づけ，用途に応じた選択ができるように

することをねらいとしている。

中学生は，生涯の健康を支える身体をつくるためにも重要な時期である。しかし，近年，食を取

り巻く状況は，多くの加工食品が出回り，食生活も簡便になってきている。そのため様々な弊害が

現れている。健康や環境に配慮した食品の選択について学習することで，自分の健康を守るために

よりよい食生活を送ろうとする態度を育てたいと思い，本題材を設定した。

(２)生徒について

食の学習に対する生徒の興味・関心は高いが，自分の食生活に問題があると考えている生徒は半

数近くいる状態である。問題と思っている内容として「栄養バランス」「欠食」「偏食」を挙げてい

る。食に興味はあるが，自分の食生活改善までは考えられない。また，食生活のアンケート結果か

ら，食品の購入については，ほとんどの生徒が経験しているが，値段や賞味（消費）期限，内容量

を選択の要素としており，どのような材料が使われているか，食の安全性などについて，意識して

選択している生徒は少ない。生活の自立のために，さらには生涯にわたって健康な生活を送るため

に食品に関心をもたせ，安全で豊かな食生活を営もうとする意識を育て，学んだことを日常生活に

生かす実践力を身につけさせたい。

(３)指導について

題材構成の中に，「覚える」「考える」「まとめる」時間を設定し，本研究とのかかわりをふまえ

ながら，その中で次の三点に留意して指導する。

研究主題】 「考える力」を身につけた生徒の育成 ～思考を揺さぶる場の工夫を通して～

一つ目として，理由づけされた表現活動を行う場面を設定する。

１ 食物の学習で興味のある内容はどれですか。

（複数回答）

ア　調理に関すること ６０人

イ　栄養に関すること ２９人

ウ　献立の立て方 １５人

エ　食品の選び方 １９人

オ　食生活について １９人

２ あなたは自分で食品を購入したことはありますか。 ア　ある ６９人

イ　ない ６人

３ あなたは食品購入時に

どのようなことに気を

つけていますか。

（複数回答）

ア　値段 ５６人 イ　消費（賞味）期限 ４７人

ウ　量 ３７人 エ　産地 １３人

オ　鮮度 ２１人 カ　味 ２４人

キ　栄養素 １３人 ク　見た目 ３３人

ケ　季節 ９人 コ　安全性 ３１人

サ　原材料 １９人
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身近な食材と場面を提示することで，興味・関心を喚起し，日常生活と関連づけて考えさせるよ

うにする。また，生活経験を想起させたり既習内容に触れたりする場面を授業に意図的に設け，何

を根拠に答えを導き出したのか説明させる場面を設定する。

二つ目として，思考を揺さぶるために「思考のすべ」を用いる場面を設定する。

様々な状況に応じた選択の考察ができるよう，「思考のすべ」を用いて表示を多面的・多角的に

見る力を高めたい。

三つ目として，小グループやペアでの活動を積極的に取り入れる。

小集団での交流場面を設定することで，他者の考えや思考過程の理解や既習事項との連結をはか

り，自分の考えを深化させたり，意識を変容させたりすることへつなげていきたい。

３ 題材の目標

生活を工夫し 食品の選択について課題を見付け，その解決を目指して考え，工夫し

創造する能力 ている。

生活の技能 身近な食品を選択するために必要な情報を収集・整理することができ

る。

生活や技術についての 生鮮食品と加工食品の表示の意味と良否の見分け方について理解して

知識・理解 いる。

４ 題材の指導計画及び評価規準（４時間）

題材テーマ「食の情報を正確に読み取ろう」

時

学習内容 指導内容 時間

評価

評価規準

数 関 創 技 知

生鮮食品，加工食品 ・生鮮食品，加工食品 ○ ・生鮮食品と加工食品の表

１ につ の特徴を理解させる。 示の意味と良否の見分け方

いて考えよう について理解している。

生鮮食品と加工食品 ・食品表示やマークの 覚える ○ ・身近な食品を選択するた

の表示やマークの意 意味を理解させる。 めに必要な情報を収集・整

２ 味を知ろう ・食品表示に関心をも 理することができる。

たせ，情報を読み取る

ことができるようにさ

せる。

食品添加物について ・食品添加物の目的や 覚える ○ ○ ・安全な食生活のために適

考えよう 安全性と問題点につい 考える 切に選ぶ方法を考えてい

て理解させる。 る。

３ ・食品添加物のメリッ ・食品の選択における観点

ト，デメリットの両面 について理解している。

から加工食品の選び方

を考えさせる。

加工食品の選び方に ・加工食品の適切な選 考える ○ ・用途に応じた食品の選択

４ ついて考えよう 択ができるようにする。まとめる について，収集・整理した

情報を活用して考え，工夫

している。
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５ 本時の指導

(１)目標

食品添加物に関心を持つとともに，その目的や安全性，問題点について理解し，安全な食生活の

ために食品を適切に選ぶ方法を進んで考えることができる。

(２)評価規準

観 点 評 価 規 準

生活を工夫し 安全な食生活のために適切に選ぶ方法を考えている。

創造する能力

生活や技術についての 食品の選択における観点について理解している。

知識・理解

(３)本時の学習内容と研究とのかかわり

ア 理由づけされた表現活動

食品添加物の使用の必要性について，メリット，デメリットの両面から加工食品の選び方を

考える。

イ 「思考のすべ」を活用した授業展開

２つのおにぎりの比較実験から食品添加物の授業への関心を高め，食品添加物の目的を押さ

え，学習課題設定につなげる。

(４)展開

段

学習活動 形態 指導上の工夫及び留意点 評価

階

１ 学習課題を設定する 一斉 ・費用，手間，日持ちの比較から，ど

○２つのおにぎりを比較し， ちらを購入したいか考えさせる。

どちらを購入したいか考え

導 る。 【思考のすべ】比較

入 ○２つのおにぎりの比較実験 【教師の発問】

をする。 ご飯を水の中に入れてかき混ぜ

８ ・Aは油が浮いている。 てみよう。２つに変化ありますか

分

○学習課題をたてる。 ・実験から，なぜＡのおにぎりから油が

浮いたのか，原材料の表示から説明

し，課題設定につなげる。

加工食品に添加物は必要だろうか

２ 予想をたてる 個人 ・２つのおにぎりの実験や食品添加物の

○課題に対する予想をもつ。 目的から予想を立てさせる。

・おいしく日持ちをよくする ・根拠を明確にして発表させる。

のだから必要だ。

・ごはんに油，余計な物は入

れないほうがいい。

３ 見通しをもつ 一斉 ・豆腐（凝固剤），中華そば（かんすい），

○表示から食品添加物を抜き 清涼飲料水（着色料），ハムの原材料

出す。 表示からどんな食品添加物が使われて
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展 ○食品添加物の役割と安全性 いるか確認させ，目的・安全性につい

について確認する。 て説明する。

４ 自力解決をする

開 ○食品添加物のメリット・デ 個人 ・食品添加物のメリットとデメリットに【知識・理解】】

メリットについて考える。 集団 ついて，自分の考えをプリントに書い（学習プリント）

メリット 一斉 てから，班で話し合う。

34 ・食品の製造に必要 ・班で話し合った内容を発表し，全体で

分 ・保存性を高める 共有化する。

・風味や見栄えをよくする

デメリット

・長期摂取での健康への影響

が心配

・食品添加物の安全性の不安

・糖分，油分の取り過ぎ

５ 深め合いをする

○「食品添加物は，自分の食 個 人 【思考のすべ】比較 理由づけ

生活にとって，必要か，不 一斉 【教師の発問】メリットとデメリッ

必要か」を考え，発表する。 ・ トの両面から考えてみましょう

・現実の食生活において，すべての加工

食品の食品添加物をゼロにすることが

できない現状に気づかせる。

６ 課題をまとめる 個人 ・２種類のハム，どちらを選ぶのか，考【知識・理解】】

ま ○２種類のハムのどちらを購 一斉 えさせ，加工食品を選ぶときは，どん（学習プリント）

と 入するか考える。 なことを考えればいいか，自分の言葉 【工夫・創造】

め ○加工食品を選ぶとき，どん でまとめさせる。 （学習プリント）

なことを考えて購入すれば

いいかまとめる。

８

分 ・見た目や価格だけで購入するのではなく，表示を見てどんな材料が使わ

れているか確認し，添加物が少ない食品を購入したい。
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(５)板書計画

今日の学習課題

～加工食品に食品添加物は必要だろうか～ 豆 腐 中華そば 清涼飲料 ハ ム

原材料 原材料 原材料 原材料

A市販おにぎり B手作りおにぎり

原材料 原材料 製造に必要 着色料 赤色○号（合成）→石油

↓ 食品添加物 １５００種類 コチニール（天然）

食品添加物 エンジムシ

１ 必要 理由 不必要 理由 メリット デメリット 写真

２ 本当に必要か まとめ

必要 不必要 どちらとも言えない


