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概

要

本研究は，食を通じた子どもの健全育成のために必要な「食のスキル」が，小学校5年生の
総合的な学習の時間「運動会ミニオードブルプロジェクト」によって，どの程度向上するか検
討することを目的とした。授業で記載されたワークシートを検証した結果，45分×７コマの単
元の間で，問題解決に生かす食に関する視点が有意に増加した。また，実施後の感想文では，
94%の子どもが食べる人のことを思って活動していたことを記載していた．さらに，91%の子
どもは，複数の視点や知識を結び付けて考えていたことも判明した。これらのことから，総合
的な学習の時間で「運動会ミニオードブルプロジェクト」を行うことは，小学校5年生の「食
のスキル」向上に寄与することが認められた。
キーワード：児童，総合的な学習の時間，食のスキル，フードモデル

研究の背景

では，栄養教諭制度が確立し，各学校で給食時間
の計画的な指導，環境教育，食農体験，朝食の授

平成17年に食育基本法が定められて以来，様々

業，農業体験，スポーツ栄養など様々な取り組み

なところで「食育」がうたわれている。学校現場

がされてきた（文部科学省，2009）。しかし，平
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成29年の厚生労働省の調査（2017）では，平成17

研究の目的

年当時に児童生徒であった20代でも男性で3人に
1人，女性で4人に1人が朝食欠食という厳しい
現状があった（厚生労働省，2017）。

このような背景から，本研究は，小学生の「食
のスキル」向上を目的とした。小学校5年生の

子どもは発育・発達の過程にあり，日々成長し，

「食のスキル」が総合的な学習の時間「運動会ミ


その生活や行動が変化していく。一方，「食」は，

ニオードブルプロジェクト」によって，どの程度

味わって食べたり，食事を作ったり準備をしたり，

向上するのかを検討した。

その中で人と関わったり，食事に関する情報を得
て利用したりと，さまざまな行動の組み合わせに

研究の方法

よって営まれるものであり，食べ物や料理は，生
産・流通・調理のさまざまな課程を経て，食卓に

１．対象者と授業内容

のぼるものであり，地域や季節によっても異なる

対象者は，札幌市内A小学校の5年生児童34名

といったように，多様な広がりを持っている。し

（男子16名，女子18名）であった。期間は，平成

たがって，
「食を通じた子どもの健全育成」は，

29年６～７月にかけて実施し，総合的な学習の時

子どもが，広がりをもった「食」に関わりながら

間45分×７回を用いて行った。単元の内容は，来

成長し，
「楽しく食べる子ども」になっていくこ

年の運動会で販売される，２～３人分用のミニ

とを目指すことが大切であると言われている（足

オードブルをグループで考えるものであった。学

立，2002）
。

級を４～５人の8つのグループに分け，ミニオー

食を通じた子どもの健全育成の観点からは，食

ドブルを完成させ，プレゼンテーションを行い，

行動の発達だけではなく，身体的・精神的・社会

自分たちで投票して順位付けする。そこで，上位

的発達を含め，子どもを統合的に捉えていくこと

のもの3つをPTAの保護者とミニオードブル作

が必要になる。
「楽しく食べる子ども」とは，「心

成を委託する業者に提案するという流れであっ

と身体の健康」を保ち，
「人との関わり」を通し

た。指導者は，栄養教諭と学級担任の2名であっ

て社会的健康を培いながら，
「食の文化と環境」

た。また，Ａ３サイズのワークシート（図1）を

との関わりの中で，いきいきとした生活を送るた

活用し，作成の過程や毎日の振り返りが分かるよ

めに必要な「食のスキル」を身に付けていく子ど

うにした。

もの姿である。
「食のスキル」とは，食を営むの

１時間目は，運動会やミニオードブルについて

に必要な能力のことであり，食べ方や食事づくり

のイメージを膨らますために，ウェビングマップ

の技術だけではない。食情報への対処の仕方や適

を用いて考えを広げさせた。2時間目は，グルー

切な食べものの選択，食べる人への気遣いなど，

プでミニオードブルの内容を考えていく活動を設

食事全体を構想し，実践できる力のことである

けた。この時，前時で膨らませたイメージやアイ

（厚生労働省，2004）。

デアを基に，こだわりポイントを3つ程度に絞る

食を統合的に捉え「食のスキル」を高めていく

ように促した。その後，ポイントが反映されるよ

ためには，今までのようなカテゴリー毎に分けら

うに，実際に提供させるミニオードブル容器（図

れた学習ではなく，他者のことを考えながら，多

2）に布や紙粘土で出来たフードモデル（図3）

く視点や知識を駆使し問題を解決していく課題に

を詰めていく活動を行った。この時，子どもたち

取り組んでいく必要があると考える。

は，栄養の知識がないため，思いと食材との関連
性に根拠がない状況になり，自信を持てないグ
ループが表れた。そこで，3時間目では，栄養教
諭が基礎的な栄養素について，実際に子どもたち
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図１

図２

教材として活用したＡ３サイズのワークシート

教材として活用したミニオードブル容器

が使っているフードモデルやミニオードブルのこ
だわりポイントを参考に授業を行った。そして，
4時間目と5時間目を用いて，グループでミニ
オードブルとクラス内で発表するプレゼンテー
ションを完成させた。6時間目は，各グループの
プレゼンテーションを聴き合い，改めて自分が運
動会のミニオードブルを作る上で最も大切にした

図３ 教材として活用した紙粘土でできたフードモ
デル

いことを考えさせた。7時間目は，グループ内で
ミニオードブルを手直しし，最終プレゼンテー

4に示した。また，単元終了後には各児童に感想

ションを行い投票させた。その授業の指導案を図

文を書かせた。
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を解決する際に取り入れた視点の数については，

授業後に毎回記載させたワークシートから，本

統 計 解 析 ソ フ ト の「 エ ク セ ル 統 計2015 for

課題を解決する際に取り入れた視点を抽出し，単

Windows」（SSRI製）を用いて，平均値±標準誤

元の1時間目と7時間目で数を比較した。また，

差で示した。調査結果について，Wilcoxonの符

単元が終わった後の感想文を一人ずつ確認し，他

号付き順位検定を行った。なお，有意水準は５%

者のことを考えた視点，複数の視点や知識を組み

未満とした。

合わせて考える視点に着目して分析した。本課題

図４
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単元7時間目において使用された指導案
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結

果

運動会で販売されるミニオードブルを考えるに
当たって，子どもは，問題解決のために23項目の
視点を見出した。1時間目終了時点で多くの児童
が考えていた順に表すと，「食べやすさ」，「色合
い」
，
「みんなで食べること」，「栄養面」，「好み」，
「食べる人の年齢」，「水分」，「期待感」，「シンプ
ルさ」
，
「熱中症対策」，「スタミナアップ」，「見た
目」
，
「飽きない」，「ゲン担ぎ」，「塩分」，「疲れを
とる」
，
「食べ合わせ」，「元気にする」，「沢山の種
類」
，
「味」
，
「冷たさ」，「日本の文化」，「ボリュー
ム感」だった。
単元7時間目と1時間目を比べると，
「栄養バ
ランス」が25人増加し最も多くなった。次に「色
合い」が12人，
「見た目」が10人と多くなった（表

図５

単元実施前後での視点の数の変化（＊は有意差）

1）
。
単元実施後に記載された感想文には，94%の児
表１

課題解決のために見出した視点と人数の比較

童が他者のことを考えた視点を書いていた。そし
て，複数の視点や知識を組み合わせて考える視点
を記載した児童は91%だった。

考

察

本研究の主要な知見は2つある。1つは，子ど
もが自ら23項目の視点を見出し，実施前後で1人
当たり約3倍の視点を活用して問題解決に当たっ
ていた点である。そして，もう一つは，90%以上
の児童が，ミニオードブルを食べる人のことを考
えたり，複数の視点や知識を組み合わせて活用し
たりしていた点である。
このような結果に至ったのは，「運動会で販売
されるミニオードブル」を考えるという題材だっ
たからだと考えられる。実際に自分たちが考案し
たミニオードブルが運動会で販売されるというこ
とは，小学校5年生にとって，大きな動機付けに
７時間の授業において，実施前後で問題解決す

繋がったと考えられる。また，完璧な答えが存在

る際の視点の数について，実施前後で比較すると

しない問題を自分たちで考える授業は，普段では

1時間目は1.5±0.2個，7時間目は4.3±0.2個と有

ないからであろう。しかしながら，単元の1時間

意に増加した（図5）。

目のワークシートには，「運動会のミニオードブ
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ルを考えるのは難しそうだ。」「どこから考えてい
いか分からない。」「責任が伴うので自信がない。」

合・神

林

からだと思われる。
次に単元実施後に，「栄養面」，「色合い」
，「見

など，少なからず不安の声も書かれていた。そこ

た目」という視点が増加した原因について考え

で，子どもたちが取り組みやすくなるように，今

る。この学習は，最終的に投票によって，実際に

回は2つの教材を使用した。実際に提供する時に

作ってもらうミニオードブルを決めることにな

使う，本物のミニオードブル容器（教材2）と食

る。その為，他の児童を納得させるための根拠が

品の実物大のフードモデル（教材3）である。こ

必要となる。「疲労を取る効果」「筋肉を動かす効

の2つを用いることで，何度も試作することがで


果」「脱水を予防する効果」など，考えているが，

き，不安を軽減することに繋がったと感じた。視

効果と栄養素と食材の関連性が分からず，困惑す

点を広げられたのは，1時間目の最初に一人ず

る場面が生じる。このような場面になって，初め

つ，中心に「運動会」を据え，ウェビングマップ

て栄養教諭が専門的な見地からアドバイスを与え

を用いたことも，視点が多く広がった要因と考え

ることになる。通常，家庭科で5大栄養素を学ぶ

られる。

場面では，どうしても受け身になった展開になっ

また，今回はお弁当ではなく，ミニオードブル

てしまう。しかしながら，今回の場合，子どもが

にした点も視点を広げる手立てであった。お弁当

自ら情報を得ようと学習に取り組むため，知識の

の場合，一人分を想定して考えてしまうため，食

定着が容易に図られたためと考えられる。

べる人が限定的になってしまう。その反面，ミニ

そして，「色合い」，「見た目」の視点が増えた

オードブルであれば，何人かで分け合いながら食

のは，実際にフードモデルを活用した点が大き

べるものであるため，より多くの他者の存在を想

かったと推察される。フードモデルは，多くの種

定しなければならなくなる。また，容器にも仕掛

類があった訳ではないので，足りない分は自分た

けがある。それは，正方形の形で4分割されもの

ちで作成する必要があった。家庭科の学習で裁縫

を使用した点だ。通常の容器の場合，仕切りの大

を行っている時期でもあり，布と糸を用いて自分

きさにばらつきがあり，スペースに合わせた食材

たちでフードモデルを作る姿が多く見られた。こ

を入れる必要が出てくる。しかしながら，今回の

のように自分からフードモデルを作ることで，現

ようにどのスペースも同じ形をしていることで，

物の食材を観察したり，インターネットの画像で

自由に工夫をすることが可能になる。このよう

確認したりすることで，色彩感覚や量感の感覚を

に，
「炎天下の中，外で食べる食事」「２～３人前

掴んでいったと思われる。

を想定したミニオードブルの作成」
「年齢構成が

総合的な学習の時間を用いて，このような食育

幼児から高齢者まで存在する」という，運動会で

を行うことは，通常の教科の学びを深いものにで

販売するミニオードブルを作成するという課題を

きるだけではなく，他者に食事を提供する際に考

与えることによって，多様な視点を生み出しやす

えられる視点を有意に増加させることができるこ

い場を設定することが出来たと考える。

とが確認された。このような学びを繰り返すこと

単元が進むにつれ，問題解決の視点が約3倍に

が，「食のスキル」向上に寄与すると考えられる。

なったのは，グループで取り組んだことが一番の
要因であると考えられる。一人で考えた場合，ど
うしても自分の好みから外れることが出来ない。

結

論

しかしながら，４～５人のグループにすること

小学校5年生総合的な学習の時間で行った「運

で，同じ年齢でも，性別や好みに多様性が生じる

動会ミニオードブルプロジェクト」の授業実践に

ことや内容を決める際の根拠を交流することで，

よって，「食のスキル」向上の効果が認められた。

自然に他者の価値観を受け入れることに繋がった
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