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１ 研究の主張点 

 

 本校は，平成２５年度より環境省後援の環境活動クラブである『こどもエコクラ

ブ』に登録し，飼育・栽培活動に力を入れたり，総合的な学習の時間に様々な自然

体験活動（鳥・川の観察，米作り，作陶）を取り入れ，地域の自然や人材と交流し

たりしている。昨年度は全国小学校理科研究大会の会場校として授業公開を行って

おり，教科横断的な学習にも力を入れている。「学びをつなごう・つくろう・つたえ

よう」を合言葉に，児童が主体的に取り組むことのできる授業づくりを推進すると

ともに，教科横断的な視点からのカリキュラム・マネジメントを計画的に行うこと

を通して，他教科や地域の自然，人材との関わりを生かした授業づくりを実践して

きた。今回は，家庭科で学習した知識や技能を，実生活に活用できる児童の育成を

目指して取り組んできた本校の実践について紹介する。 

 「学びをつなごう」では，総合的な学習の時間や理科の学習での体験活動と家庭

科の学習をつないで，教科横断的な学習を増やせるよう工夫した。教科横断的な視

点で授業づくりを行い，限られた授業時数を有効に活用することで，重複する内容

の時数を削減したり，本校の特色である体験活動と関連付けて実習を行ったりする

など，有意義な学習を増やし，より深い学びを展開することができた。 

「学びをつくろう」では，学校行事を活かしながら家庭科の実習を計画・実施す

ることを通して，児童自らが必然性のある課題を設定できるよう工夫した。目的意

識のもてる課題を設定することで，児童一人一人が自分ごととして考え，工夫しな

がら，主体的に学習に取り組むことができた。 

「学びをつたえよう」では，家族やお世話になった地域の方へプレゼントを作っ

たり，手料理でもてなしたりする活動を通して，家庭科の学習で身に付けた知識や

技能を活用したり，感謝の気持ちを伝えたりする場を増やせるよう工夫した。相手

意識をもって計画したり製作したりすることで，好みを考えたり，丁寧に仕上げた

りするなど，思いやりの気持ちを育むことができた。人との関わりの中で気づきや

学びが増え，対話的に学習を展開することができた。 

このような学習の積み重ねを通して，調理や裁縫など，学校で初めて習ったこと

を家庭でも実践しようとする意欲的な児童が増えている。家庭学習の一つとして奨

励し，繰り返し取り組ませることで，さらに技能が高まり，家庭科の学習で身に付

けた知識や技能を実生活に活かすことのできる実践力が高まっている。 

今後も，理科・環境教育を特色とした小規模特認校として，様々な体験活動を通

して児童の成功体験を増やし，児童相互の思考をつなぎながら，深まりのある学び

をめざしたい。複式１学級を含む各学年単学級の学校のため，その学年を担当した

経験のある職員だけしか分からないことが多く，次の担当者への引継ぎが課題とな

っている。ＥＳＤカレンダーの作成を通して，職員の異動があっても地域資源を有

効に活用しながら，児童が主体的に取り組むことのできる教科横断的な効果的な学

習活動が展開できる持続可能なシステム作りを進めていきたい。 
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２ はじめに 

 

  『小学校学習指導要領解説家庭編（平成２９年７月）』の家庭科改訂の趣旨及び

要点によると，「家庭生活や社会環境の変化によって家庭や地域の教育機能の低下

等も指摘される中，家族の一員として協力することへの関心が低いこと，家族や

地域の人々と関わること，家庭での実践や社会に参画することが十分ではないこ

と」が課題として指摘されている。 

『水戸市の学校教育 2019』では，「小学校２年間，中学校３年間を見通した指

導計画の作成及び工夫」を努力事項の１に掲げており，具現化のための取組とし

て「児童生徒や学校，地域の実態を踏まえ，自己の生活の向上と家庭や地域社会

における実践につながる題材の工夫」や「他教科との関連性や児童の実態を踏ま

えた履修内容の配列，授業時数の配分の工夫」が挙げられている。   

  本校は，平成２５年度より環境省後援の環境活動のクラブである『こどもエコ

クラブ』に登録し，飼育・栽培活動に力を入れたり，水戸まごころタイムで，鳥

の観察会（第３学年），川の観察会（第４学年），米作り体験（第５学年），作陶教

室（第６学年）など様々な自然体験活動を取り入れ，地域の自然や人材と交流し

たりしている。昨年度は全国小学校理科研究大会の会場校として授業公開を行っ

ており，教科横断的な学習にも力を入れている。  

  本研究では，「学びをつなごう・つくろう・つたえよう」を軸とした，児童が主

体的に取り組むことのできる授業づくりを推進するとともに，教科横断的な視点

からのカリキュラム・マネジメントを計画的に行うことを通して，他教科や地域

の自然，人材との関わりを生かした授業づくりを実践してきた。家庭科で学習し

た知識や技能を，実生活に活用できる児童の育成を目指して取り組んできた本校

の実践について紹介する。  
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３ 研究の仮説 

 

  学びをつなぎ・つくり・つたえる教科横断的な視点でカリキュラム・マネジメ

ントを行い，家庭科の授業を実践することで，【A】児童は主体的に学び，【B】人

との関わりの中で気づきや学びを増やし，【C】身に付けた知識や技能を実生活に

活かすことのできる実践力を育てることができるだろう。 

 

 

４ 研究の内容 

 

（１）学びをつなごう  

   水戸まごころタイム（総合的な学習の時間）や理科の学習での体験活動と家

庭科の学習をつなぎ，教科横断的な学習を増やすことで，限られた授業時数を

有効に活用したり，より深い学びを展開したりすることができるよう工夫した。 

 

（２）学びをつくろう  

   学校行事を活かしながら家庭科の実習を計画・実施することを通して，児童

にとって目的意識のもてる，より主体的な学びになるよう工夫した。  

 

（３）学びをつたえよう  

   家族やお世話になった地域の方へプレゼントを作ったり，手料理でもてなし

たりする活動を通して，家庭科の学習で身に付けた知識や技能を活用したり，

感謝の気持ちを伝えたりする場を設けた。 
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５ 実践（【A】，【B】，【C】は研究の仮説に対応する） 

 

 （１）第５学年「おいしい楽しい調理の力」 

＜ゆでる調理をしよう＞【A】 

 理科の「植物の発芽」の学習で育て

た苗を実がつくまで畑で育て，収穫し

た野菜（ジャガイモ，インゲンマメ，

ブロッコリー，キャベツ，コマツナ，

ホウレンソウ，ダイコン，カブ）を使

って調理実習を行った。事前に映像で

食材によるゆで方の違いを確認した後

に計画を立てた。自分で育て，収穫し

た野菜なので，根菜類か葉ものかの区

別が容易で，ゆで方やゆで時間を自分

たちで判断することがスムーズにでき

た。「自分たちで種から育てた野菜をゆ

でてサラダにして食べたら，お店で売

っている野菜よりおいしくできた。」と

いう感想もあり，野菜嫌いの児童も残

さず食べることができた。  

 

 

 

（２）第６学年「夏をすずしくさわやかに」  

＜快適な住まい方や着方をしよう＞ 

【C】 

 こどもエコクラブの活動として，５

月にツルレイシ，フウセンカズラ，ル

コウソウの種をまき，苗を育てた。５

月に行われた運動会では，地域の方に

苗を配布し，エコ生活を広める活動を

行った。６月に校舎の周りに苗を定植

し，ネットを張った。夏休み明けには

２階の窓まで届く高さまでつるが伸び

た。２階の教室も涼しくできるように

室内にもプランターを設置し，窓際で

育てた。直射日光を防ぐことができ，

２学期の残暑の時期を涼しく過ごすこ

とができ，その効果を実感することが

できた。 
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（３）第６学年「まかせてね今日の食事」  

＜１食分の献立を工夫しよう＞【C】 

 本校は児童数が少ないため，浜田

小学校で調理された給食が毎日運ばれ

てくる。そのため，浜田小学校が行事

の代休の際に給食が止まり，弁当を持

参することになる。その日に向けて栄

養バランスのよい献立を計画し，当日

は自分たちで弁当を調理し，昼食とし

て食べた。時間の都合でご飯またはお

にぎりを家から持参し，おかずのみの

調理とした。一人一品ずつ調理し，班

で分け合って弁当箱に詰めた。早く調

理の終わった児童が余った材料でみそ

汁も作り，主食，汁物，おかずのそろ

った昼食が完成した。保護者の負担が

減るとともに，児童にとっては自分の

食事や健康につながる生きた学習とな

った。 

 

 

 

（４）第６学年「まかせてね今日の食事」  

＜１食分の献立を工夫しよう＞【C】 

卒業前に行われるバイキング給食に

合わせ，６つの食品群とカロリーをも

とにして，栄養バランスの良い献立（組

み合わせ）を考えた。浜田小学校の栄

養教諭作成のワークシートを使って，

バランスやカロリーを確認した。栄養

教諭には，陸上記録会前にも運動に適

した食事についての出前授業をしても

らい，食事に対する意識を高めること

ができた。活動後の給食では，苦手だ

った食材に挑戦したり，残さず食べた

りする児童，お代わりをして食べる児

童が増え，学級全体で完食できる日が

増えた。 
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（５）第６学年「あなたは家族や地域の宝物」  

＜感謝を伝えるパーティー＞【B】，【C】 

縦割り班活動で栽培，収穫したサツ

マイモを使ってスイーツを作り，卒業

前の授業参観（学習発表）の後半に会

食を行った。スイートポテト，蒸しパ

ン，大学いもの３つのグループに分か

れ，材料や調理法について計画を立て，

調理実習を行った。第５学年で学んだ

お茶の入れ方も復習しながら家族をも

てなし，感謝の気持ちを伝えることが

できた。保護者から児童たちに対して

も，学習発表の感想や６年間の成長の

喜びを伝える場となり，和やかな会と

なった。 

 

 

 

（６）第６学年「あなたは家族や地域の宝物」  

＜気持ちといっしょにプレゼント＞ 

【B】，【C】 

 第５学年で学んだ手縫いやミシン縫

いの技術を活かし，ランチョンマット

やティッシュカバーを製作した。 

 まず，水戸まごころタイム（総合的

な学習の時間）に実施している作陶教

室でお世話になっている伊藤瓢堂先生

や魁の会の皆さんにプレゼントを作成

し，感謝の気持ちを伝えた。さらに，

６年生を送る会でお世話になった先生

方へ，卒業式で保護者へ，感謝の気持

ちを伝える計画を立て，メッセージカ

ードとともにプレゼントした。繰り返

し複数の作品を作る過程を通して，ミ

シンの扱いやボタンの付け方にも慣

れ，技能を高めることができた。また，

好みを考えたり，丁寧に仕上げたりす

るなど，相手意識を持ちながら製作す

る姿が見られた。  
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６ 成果と今後の課題 

 

（１）成果  

   ・学校行事を活かしながら必然性のある課題を設定することで，児童一人一

人が自分ごととして考え，工夫しながら，主体的に活動することができた。  

   ・相手意識をもって計画したり製作したりすることで，好みを考えたり，丁

寧に仕上げたりするなど，相手を思いやる気持ちを育むことができた。人

との関わりの中で気づきや学びを増やすことができた。  

   ・調理や裁縫など，学校で習ったことを家庭でも実践しようとする意欲的な

児童が多い。家庭学習の一つとして奨励し，繰り返し取り組ませることで

技能が高まるとともに，身に付けた知識や技能を実生活に活かすことので

きる実践力が高まっている。  

   ・教科横断的な視点で授業づくりを行うことで，重複する内容の部分の時数

を削減したり，本校の特色である体験活動と合わせて実習を行ったりする

など，限られた時数の中で有意義な体験活動をたくさん行うことができた。 

    

 （２）今後の課題 

     理科，環境教育を特色とした小規模特認校として，様々な体験活動を通

して児童の成功体験を増やし，児童相互の思考をつなぎながら，深まりの

ある学びをめざしている。しかし，複式１学級を含む各学年単学級の学校

のため，その学年を担当した経験のある職員だけしか分からないことが多

く，次の担当者への引継ぎが課題となっている。来年度，完全実施となる

新学習指導要領を見据えて，本校の特色を生かした教育課程の編成が急務

である。 

本年度の研修として，「四日市版ＥＳＤカレンダー」を参考にしながら本

校版（次ページ：資料１）の作成を進めている。月ごとに各教科で学習す

る単元名を並べ，教科横断的な学習が可能なものを同一色で染めることで

学びをつなげた。例えば，理科の「植物の発芽・成長」の学習で種をまき，

実験後も継続して苗を育て，６月に収穫した野菜で家庭科の調理実習（ゆ

で野菜）を行った。また，総合的な学習の時間に取り組んだ米作りでは，

種籾から苗を育て，田植えや手入れを継続して行っている。２学期には稲

刈り，脱穀などの作業を行い，収穫したお米で家庭科の調理実習（ご飯と

みそ汁）を行う。米作りについては社会科の学習ともつながっている。  

このようにＥＳＤカレンダーを作成し，教科横断的な学習を推進するこ

とを通して体験活動を増やしながら授業時数を有効に運用することで，児

童の主体的・対話的・深い学びを補償し，職員の異動があっても，地域資

源を有効に活用しながら効果的な学習活動が展開できるような，持続可能

なシステム作りを進めていきたい。  
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資料１ 上大野小学校 ＥＳＤカレンダー（第５学年１学期） 

 

 

 

 

月→ 4 5 6 7

国語

算数

社会

理科

総合

音楽

図画工作

保健体育

家庭

わたしたちの国土

地形の特色

低い・高い土地

気候の特色

あたたかい・寒い土地

歌いつごう日本の歌

生命のつながり

植物の発芽

インゲンマメ

エダマメ

トウモロコシ

天気と情報

天気の変化
生命のつながり

メダカのたんじょう

おいしい楽しい料理の力

ゆでる調理をしよう

心の発達
人との関わりや自然とのふれあいなど、生活経験や学習

を重ねて、感情、社会性、思考力の働きが発達

<人や自然との触れ合いや生活経験から>

不安やなやみがあるとき

不安やなやみに応じて、自分に合った方法で

対処する

<不安やなやみの対処>

ひと針に心をこめて

手ぬいにトライ！

夏休み自由研究

作陶教室

粘土採取

飯茶碗作り

（図工より３）

書写

はがきの

書き方

（お礼状）

書写

はがきの

書き方

（暑中見舞い）

作陶教室

野焼き

（図工より２）

心の形

ねん土を

ねって

（３時間分）

光のﾊｰﾓﾆｰ

自然の光で（２

時間分）

生命のつながり

植物の成長

生命のつながり

人のたんじょう

米作り

種籾で

苗作り

わが家にズームイン

お茶の入れ方

ひと針に心をこめて

手ぬいのよさを

生かそう

米作り

田植え

米作り

バケツ稲

栽培

観察

学
級
づ
く
り

水
戸
と

ス
ポ
ー
ツ

Ｉ
Ｃ
Ｔ

情
報
モ
ラ
ル

わたしたちの生活と食料生産

食料生産

米作り
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資料２ 
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資料３ かみおおのアースレンジャー 壁新聞 

  

 

 

理科・家庭科・総合的な学習の時間に取り組んだ内容を国語で新聞にまとめました。  


