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教科学習と食育を連携させた
総合的な学習の実践

～大豆がささえるわれわれのくらし～

■徳島県小教研総合・
視聴覚部会夏季研修会

■２００６．８．４

■富山市立寒江小学校 笹原克彦
http://sasatto.net/teacher.htm

まずは自己紹介

【所属】
• 富山市立寒江小学校教諭
• 小教研では総合的な学習部会（以前は社会科部会）
【略歴】
• 富山大学へ情報教育の研究のために内地留学（１９９７）
• 堀田龍也先生（文部科学省参与・メディア教育開発センター
助教授）との共同研究

• 総合的な学習のカリキュラムパッケージの開発
• 「情報教育の初期指導」の実践研究
• 第12回マイタウンマップコンクール

「内閣総理大臣賞」受賞

笹原 克彦

http://sasatto.net/teacher.htm

• 総合的な学習としてのカリキュラ
ムをどのように考えたか

• それが教科学習とどのように関連
しているのか

• 情報教育の視点から見ると、どう
いう力の高まりがあったか

今日のお話

• 総合的な学習としてのカリキュラ
ムをどのように考えたか

• それが教科学習とどのように関連
しているのか

• 情報教育の視点から見ると、どう
いう力の高まりがあったか

今日のお話

カリキュラム構想時にこれを考えた

① 学習テーマとなる教材か。

② 教科との内容の重なりを、どのよう
に組み込むか。

③ 情報活用の実践力をどのように高め
ていくか（情報教育）。

「大豆」はどうだろう？

５年生の学校課題は「環境」

「食育」と総合的な学習

• 「国際理解、情報、環境、福祉・健康などの横断
的・総合的な課題、児童の興味・関心に基づく課題、
地域や学校の特色に応じた課題」について、各学校
に応じて特色あるカリキュラムを構成する。

（文部科学省、学習指導要領）

• 国民一人一人が自らの『食』について考える習慣を
身につけ、生涯を通じて健全で安心な食生活を実現
することができる」よう、「必要な全国的な情報提
供活動や地域における実践活動等を行う『食育』を
推進していくことが重要」
(農林水産省、「我が国の食生活の現状と食育の推
進について」、2004)
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どういう教材を選ぶか

地域性＝地域に広く栽培されている産物や
伝統的名産品である
教材に触れる機会や人材がある

親和性＝身の回りにたくさんある
体験活動が容易に行える

意外性＝先入観をくつがえす要素がある
疑問を感じさせる要素がある

今日性＝健康、食料安全保障、遺伝子操作など
の今日的な問題とのつながりがある
環境、国際理解等への発展性がある

食育を内容とすると

食を通して、日本の今日的な問題を考えられる人になる

大豆のもつ教材性

地域性＝減反作物としての大豆栽培
地域ボランティアの協力

親和性＝日常多用する食材
（醤油・納豆・とうふなど）
体験が容易（栽培・生産・見学）

意外性＝大豆そのものの形と加工した食品
との形状の違い

今日性＝健康食品・食糧自給率・食の安全保障
などの日本の食の問題全体を包括

「大豆」がささえるわれわれのくらし

大豆のもつ教材性

地域性＝減反作物としての大豆栽培
地域ボランティアの協力

「大豆」がささえるわれわれのくらし

大豆のもつ教材性

親和性＝日常多用する食材

（醤油・納豆・とうふなど）
体験が容易（栽培・生産・見学）

「大豆」がささえるわれわれのくらし

大豆のもつ教材性

意外性＝大豆そのものの形と加工した食品
との形状の違い

「大豆」がささえるわれわれのくらし

大豆のもつ教材性

今日性＝健康食品・食糧自給率・食の安全保障

などの日本の食の問題全体を包括

「大豆」がささえるわれわれのくらし

【子供の学習活動】

【評価の規準】

第３次（１７時間）

日本の食を考える
―わたしたちにできること―

○これまでの学習の成果を基に、安全

で健康な食を守るために、自分たちが
食とどのように関わっていけばよいか

を考え、実行しようとする。

○学習した成果をまとめ、プレゼン

テーションにまとめて発表する。

・これまで調べてきたことを整理し、

再構成していくための計画を立て、学

習を進める。 （課題設定）
・見通しを持ち必要な情報を収集して

調べる。 （情報活用、問題解決）

・自分の主張が伝わるようにまとめ、

メディアを活用し資料を提示しながら

話すことができる。 （表現）

・わが国の食を巡る諸問題に対して、

自分なりの考えを持ちくらしを見直す
ことができる。 (自己を振り返る）

第１次（２５時間）

大豆からなにができるのかな
○醤油、豆乳、豆腐の試食体験を基に、大豆の品

種や加工食品について知りたいことを、できるだ

けたくさん見つけ、計画を基に調べ活動をする。
・豆腐や醤油はどのように作られているのだろう。

・同じ材料なのに、色も味も全く違うのはどうし

てだろう。

・どのような種類の大豆が、どこで作られている

のだろう。

○スーパーマーケットでの大豆製品探し、豆腐工

場の見学などの共通体験を通して、課題を明確に
し、適切な手段を活用して追究する。

○調べたことを基に、大豆とくらしとのつながり

について考えたことを発表する。

○調べたことをWebページにまとめて、発信する。

・大豆を材料にした食材を食べる体験を通して、
自分なりの課題を見つけて調べようとする。（課

題設定）

・適切な情報手段を工夫し、課題を解決するため

の情報を収集、整理する。 （情報活用）

・自分の考えたことが伝わるようにまとめている。

（表現）

第２次（２３時間）

大豆から見たわたしたちの食環境
○価格の全く違う大豆製品を比較したり、大豆を

はじめとする食料自給率のグラフを調べたりする

ことによって、わが国の食にかかわる問題点に目
を向け、課題を見つけて追究する。

・国産品と輸入品の価格差が大きいのはどうして

だろうか。

・これだけ生活に密着している大豆の自給率が低

いのはどうしてだろうか。

・大豆以外の食糧の自給率はどうなっているのだ

ろうか。
○選択したテーマを基に、計画に従い、社会科・

理科・家庭科学習との関連も図りながら、できる

だけくわしく調べる。

○調べたことをまとめ、学習発表会（新聞・パン

フレット）との関連を図りながら、発表する。

・集めた情報の中から、自分に必要な情報を整
理する。 （情報活用）

・自分の主張が伝わるようにまとめている。

(表現)
・わが国の食を巡り諸問題に目を向け、それら

の因果関係を考えながら、自分たちのくらしと

結びつけて考える。 （自己を振り返る）

大豆がささえるわれわれのくらし 全体計画（概要）全65時間

理科 植物の発芽と成長 社会 これからの食料生産
工業生産と貿易

国語 調べたことを整理して書こう 伝え合って考えよう

大豆がくらしを
支えている

大豆は今日的問
題を抱えている

食を巡る問題の
解決を考える

単元を組み立てる

①課題設定

②課題解決

③課題の深化

④課題解決

⑤成果の表現

体験を通して
課題を見つける
課題を深める

メディアを通して
課題を解決
成果を表現

く り か え し

単元を組み立てる（１学期）

①課題設定
－醤油と豆乳の試食による比較
②課題解決
－図書館、インターネットで調べ学習
－スーパーマーケット・豆腐工場の見学
③課題の深化
－「大豆は本当にわれわれのくらしを支
えているか」
④課題解決
－調べ学習、見学内容の再検討
⑤成果の表現
－発表会 Webページ
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単元を組み立てる（１学期）

①課題設定
－醤油と豆乳の試食による比較

同じ大豆からできているのに
・どうしてこんなに色も香りも違うのだろう
・作り方に違いがあるのかな
・他にも大豆からできている食品はあるのかな

単元を組み立てる（１学期）

②課題解決
－図書館、インターネットで調べ学習

・・・調べては見たけれど
「湯葉ってなに？」「大豆油ってどんなの？」

－スーパーマーケット・豆腐工場を見学しよう

単元を組み立てる（１学期）

③課題の深化
「大豆は本当にわれわれのくらしを支え
ているか」

大豆食品は身の回りに
たくさんある

豆腐一筋４６年です

単元を組み立てる（１学期）

④課題解決
－調べ学習、見学内容の再検討

⑤成果の表現
－発表会 Webページ

単元を組み立てる（２学期）

③課題の深化
－「大豆の自給率５％をどう考えるか」

④課題解決
－書籍、インターネット
－ゲストティーチャー
（地域ボランティア、農林水産省）

⑤成果の表現
－学習発表会のステージ発表
（地域への発信）

単元を組み立てる（２学期）

③課題の深化
－「大豆の自給率５％をどう考えるか」

１食の食事から自給率分だけをとりだして試食

・５％はものすごく少ない
・大豆はくらしを支えているはずなのに

単元を組み立てる（２学期）

④課題解決
－書籍、インターネット
－ゲストティーチャー
（地域ボランティア、農林水産省）

「みなさんにもできることがあります」

単元を組み立てる（２学期）

⑤成果の表現
－学習発表会のステージ発表（地域への発信）

単元を組み立てる（２・３学期）

③課題の深化
－「自分たちにできることは何だろう」

④課題解決
－これまで考えてきたことの再検討

⑤成果の表現
－学習参観でポスターセッション
－マイタウンマップコンクールで
プレゼンテーション
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単元を組み立てる（２・３学期）

⑤成果の表現
－学習参観でポスターセッション

単元を組み立てる（２・３学期）

⑤成果の表現
－マイタウンマップコンクール

生涯、関心を
もち続ける

単元を組み立てる

①課題設定

②課題解決

③課題の深化

④課題解決

⑤成果の表現

体験を通して
課題を見つける
課題を深める

メディアを通して
課題を解決
成果を表現

く り か え し

単元を組み立てる

①課題設定

②課題解決

③課題の深化

④課題解決

⑤成果の表現

「自分たちでも
栽培したい」

く り か え し

地域ボランティア

の協力

教室２面分の畑に大豆を栽培

学習発表会で大豆を販売 きなこ、納豆、味噌を造る

単元を組み立てる

①課題設定

②課題解決

③課題の深化

④課題解決

⑤成果の表現

栽培から加工ま
で、生産を体験

く り か え し

・地域ボランティアの話

を聞きたい
・農業生産は相当大変

・自給率を増やせばいい
なんて、簡単には言えな

い
実感を伴った

学習になる
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• 総合的な学習としてのカリキュラ
ムをどのように考えたか

• それが教科学習とどのように関連
しているのか

• 情報教育の視点から見ると、どう
いう力の高まりがあったか

今日のお話 教科学習と総合的な学習

• 各教科、道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能
等を相互に関連付け、学習や生活において生かし、
それらが総合的に働くようにすること

（文部科学省、学習指導要領）

教科で身についた力を
総合的な学習に反映させる

総合的な学習で身についた力を
教科学習に反映させる

互いにフィードバック

教科と連携するときにどんなことを考えたの

①教科の教材として活用できるか
－教材そのものが、教科学習の教材として
も活用できる
②教科の学習内容と関連しているか
－総合的な学習の時間で扱う内容と教科学
習の内容との重なりがある
③育てたい能力の重なりがあるか
－教科学習で身に付いた能力を、総合的な学
習の時間で活用する

教科と連携する観点

①教科の教材として活用する
ー理科 植物の発芽と成長

家庭 朝におすすめのサラダを作ろう

「大豆」がささえるわれわれのくらし

教科と連携する観点

②教科の学習内容と関連している
－社会 これからの食料生産

工業生産と貿易

国語 人と「もの」とのつきあい方
（江戸の自給自足社会）

「大豆」がささえるわれわれのくらし

教科と連携する観点

③育てたい能力の重なりがあるか
－教科学習で身に付いた能力を、総合的な学習の時間で活
用する
－国語 調べたことを整理して書こう

伝え合って考えよう

「大豆」がささえるわれわれのくらし

図表を使ってまとめる話の中心を決めて発表

教科と連携する観点

③育てたい能力の重なりがあるか
－教科学習で身に付いた能力を、総合的な学習の時間で活
用する

「大豆」がささえるわれわれのくらし

話の中心を決めて発表 図表を使ってまとめる

• 総合的な学習としてのカリキュラ
ムをどのように考えたか

• それが教科学習とどのように関連
しているのか

• 情報教育の視点から見ると、どう
いう力の高まりがあったか

今日のお話 情報教育の目標

(1) 課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含
めて，必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創造
し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

（情報活用の実践力）

(2) 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，情報を
適切に扱っ たり，自らの情報活用を評価・改善するための
基礎的な理論や方法の理解 （情報の科学的な理解）

(3) 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及
ぼしてい る影響を理解し，情報モラルの必要性や情報に対
する責任について 考え，望ましい情報社会の創造に参画し
ようとする態度 （情報社会に参画する態度）



6

総合的な学習と情報教育

「総合的な学習
の時間」の内容

情報活用の実践力
（情報を収集、判断、表現、処理、創造）

・
情
報
の
科
学
的
な
理
解

・
情
報
モ
ラ
ル

これだけが存在するわけで

はなく、底辺で支えている。

道徳

特活

「教科」の内容
や培う力

高めたい情報教育的な力

学級の実態は？
－単級で２２名
－保育所からずっと一緒
－単語でも意味が通じる
－オフィシャルな場面での表現が苦手

伝えたいことを
自分の言葉で表現する力

互いの考えを
わかり合う力 認め合う力

（情報を主体的に表現・処理・創造）

（受け手の状況を踏まえて伝達できる能力）

担任してから３年目

４年生 初期指導期
－福祉をテーマにした総合的な学習
－ミニテーマで情報活用の実践力
－メディアを活用できる力を高める
・「ねこの目で写そう」
猫の視点でデジカメ写真
意図のある視点を見つける力

・「ここが富山のよいところ」
沖縄の友達に富山をWebで紹介
他者を意識した情報表現

メディアを活用するとは

情報を集めるする力
－デジカメ、Webページ、電子メール
－書籍、メモ帳、電話
－地域の人、専門家
情報をまとめて発信する力
－Webページ
－プレゼンテーション
－ポスターセッション
－模造紙
－ちらし、パンフレット
情報を受発信するマナー
－手紙（依頼文）の書き方
ー電話やインタビュー時の応対

力が勝手に身
につくわけが

ない

・指導すべきこ

とは指導する

・全員が共通体
験をしておく

担任してから３年目

４年生 初期指導期
－福祉をテーマにした総合的な学習
－ミニテーマで情報活用の実践力
－メディアを活用できる力を高める
・「ねこの目で写そう」
猫の視点でデジカメ写真
意図のある視点を見つける力

・「ここが富山のよいところ」
沖縄の友達に富山をWebで紹介
他者を意識した情報表現

担任してから３年目

４年生 初期指導期
－福祉をテーマにした総合的な学習
－ミニテーマで情報活用の実践力
－メディアを活用できる力を高める
・「ねこの目で写そう」
猫の視点でデジカメ写真
意図のある視点を見つける力

・「ここが富山のよいところ」
沖縄の友達に富山をWebで紹介
他者を意識した情報表現
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高めたい情報教育的な力

学級の実態は？
－単級で２２名
－保育所からずっと一緒
－単語でも意味が通じる
－オフィシャルな場面での表現が苦手

伝えたいことを
自分の言葉で表現する力

互いの考えを
わかり合う力 認め合う力

（情報を主体的に表現・処理・創造）

（受け手の状況を踏まえて伝達できる能力）

自分の言葉で表現する力

表現せざるを得ない場面を設定する
－プロジェクト的学習
・学習発表会でのプレゼン

・学習参観でのポスターセッション
・校外学習での質問の義務化
・ゲストティーチャーとの話し合い

学習テーマが自分の課題になっているので
表現の必然性が生まれている

「大豆はくらしをささえているか？」

分かり合う力 認め合う力

互いの考えを分かり合う場面を設定
・学習参観でのポスターセッション
質問をし合うことで、考えが深まる
質問力が高まる
・デジタル壁新聞で考えを共有
「同じことを考えているな」
「そんな考えもあるんだな」

学習テーマが自分の課題になっているので
相手の考えを知りたくなる

「自分はこう思うのだけれど・・・」

高めたい情報教育的な力

伝えたいことを
自分の言葉で表現する力

互いの考えを
わかり合う力 認め合う力

（情報を主体的に表現・処理・創造）

（受け手の状況を踏まえて伝達できる能力）

・ねらいを達成するためのメディア活用
・結果としてメディアも使いこなせるようになる

・でも、最初は、メディアを活用する力を意図した
学習も必要（情報教育の初期指導）

おわりに

「大豆」はどうだろう？

５年生の学校課題は「環境」

体験だけでは意味がない
↓
学習を深めるためのカリキュラムを考える
体験と学習を交互に取り入れていく
教科の学習をつなげていく
↓
「めざす子供像」を思い描いていれば、
学習はぶれない

教科学習と食育を連携させた
総合的な学習の実践

～大豆がささえるわれわれのくらし～

■徳島県小教研総合・
視聴覚部会夏季研修会

■２００６．８．４

■富山市立寒江小学校 笹原克彦
http://sasatto.net/teacher.htm


