
平成２５年度 第３学年１組

総合的な学習の時間

「自分たちで作ったごまだしで、

『ごまだしうどんグランプリ』を開こう」

活動計画（案）

佐伯市立渡町台小学校



単元プラン（活動計画）

指導者 牧野大輔

１．単元名 自分たちで作ったごまだしで「」を開こう

２．目標

Ａ：他者や社会との関わりの視点

ごまだしうどんを調べたり作ったりする活動を通して、他者と協力したり助け合ったり

して問題を解決しようとする態度を育てる。

Ｂ：学習方法の工夫の視点

ごまだしうどんを広めて行こうとしている人たちの願いに触れながら学習意欲を高め、

必要な情報を身近な人から情報を集めたり、思考ツールを活用して情報を整理分析した

りして課題を追究する方法を身につける。

Ｃ：自己を見つめる視点

学習をふりかえる活動を通して、自分の学びが生活の中に生かせることに気付き、いろ

いろなことに興味関心を持とうとする態度を育てる。

３．指導の立場

（１）児童及び学習対象について

①総合的な学習の時間に関する全体的な傾向

総合的な学習が始まり、半年が経過した。子どもたちは一学期に「学校の『こまった！』

を解決しよう」という課題に取り組み、全クラスへのアンケートによる情報収集をし、

何をどのように解決するのか整理分析して、実際に解決を図っている。探究的な学習の

プロセスを一度経験する中で総合的な学習の時間に対して「総合の時間って楽しい」「次

は何をしようかな」という好意的な考えを持っている。

②他者や社会との関わりの視点から

積極的に活動を行う意欲を持っている子が多くいる。授業中の発言回数には偏りが見

られるが、発言回数が少ない子でもアクティブに活動する場面では活発な姿が見られ、

グループ活動を取り入れると積極的に話し合いや活動を行うことができる。また、社会

科でスーパーマーケットに見学に行った際、買い物をしているお客さんや商品整理をし

ている店員さんにその時疑問に思ったことを聞いてみるなど積極的に関わろうとする傾

向がある。

一方、学習対象である「ごまだしうどん」は佐伯市に昔から根付いている独特の郷土

料理であり、最近では佐伯市の観光名物の一つとして注目されてきている。そのため、

ごまだしうどんについて詳しい知識を持っている人や、実際に全国に広めようとしてい

る人が身近なところに存在しており、関わり合いながら学習を進めて行くことが可能で

ある。

③学習方法の工夫の視点から



１学期の学習では、探究的な学習プロセスを一度経験することに重点を置いた。本学

習では、探究的な学習プロセスのサイクルを繰り返し、より深くごまだしうどんについ

て追究していくことに重点を置いて学習を進めて行く。そのためには子どもたちが主体

となって活動することが不可欠である。子どもたちを主体にするために全体課題設定の

段階でじっくり時間をかけてごまだしうどんに興味を持たせたい。また、今年の「Ｂ－

１グランプリ豊川大会」に出場する「佐伯ごまだしうどん大作戦」の方々と交流をして

いき、ごまだしうどんに込めた願いに何度も触れることで意欲を継続させていく。

学習の場においては特に整理分析場面において、思考の可視化ができ、操作性のある

思考ツールを適切に使用することで自分たちの考えを明確にできるよう工夫したい。

④自己を見つめる視点から

ごまだしうどんの「ごまだし」を作るには、子どもたちだけの手では難しい部分がある。

多少なりとも大人の手助けがあってこそ作ることができるものだと考える。しかし、そ

こで大人ばかりに頼るのではなく、ここまでは自分の力でやる、ここは出来ないところ

だから力を借りるという部分も子どもたち自身で考えて行く。それにより、自分たちで

作った自覚を持てるとともに、大人の力を適切に借りてチャレンジすればいろんな事が

できるという生活への気付きに結び付けたい。

（２）指導について

①活動全体を通した留意点

○ 失敗や躓きを予想し、「学び」の場面として生かす

○ 思考ツールを適切に使用し、使い方になれさせるとともに思考ツールを使って考える

ことの良さに触れさせる。

○ 話し合いや活動の場面でグループ活動を多く取り入れ、協同的な学習の機会を作る。

○ 専門家や学習サポーターの協力を得て、学習意欲の向上及び継続を図り、安全面にも

配慮する

②人と関わり地域とつながるための工夫

本単元を通して大切にしていきたいことは、ごまだしうどんについて調べたり作ったり

する活動を通して他者と協力して課題を解決していくことの良さに気づくことと、ごまだ

しうどんを使って佐伯市を全国に広めていこうとする人たちとの交流を通して、子どもた

ちが興味関心を広げたり自分たちの活動に自信を持ったりすることである。

そのために、少人数グループによる活動を多く取り入れ、役割分担をして活動すること

でお互いの良さを認め合わせたい。思考ツールを活用する際には活発な意見交流ができる

よう「他の人の意見を否定しない」「思いついたらとにかく書く」ことを促していきたい。

また、精力的に活動を行っている人たちが身近にいて交流できること、保護者を中心と

した学習サポーターの協力で学習を進めていくことで親近感を持たせ、学習の最後にはこ

れからもいろいろなことにチャレンジしたいという思いを持たせたい。



③探求的な学習プロセスの構成

本単元では、佐伯市の郷土料理ながら全国的にも注目されてきているごまだしうどんを

題材にし、「学習対象としてのごまだしうどんに出会う段階（全体課題設定）」「自分たちで

ごまだしを作る段階（プロセス１）」「ごまだしうどんコンテストを開く段階（プロセス２）」

という３つの探求的な学習のプロセスを組み込むことで課題解決の力を身につけさせたい。

特に本学級の児童はおよそ４０時間という長期間の学習を経験することが初めてであり、

学習意欲が継続できるよう、全体課題を設定するまでの時間を多く取り、専門家の方との

交流を深められるように設定している。

ア 課題設定の工夫

全体課題設定の段階で子どもたちは一度ごまだし作りを体験する。しかし、この時

は講師の方主導で調理するため、子どもたちも「簡単にできた」「自分で作ったからお

いしい」という感想を持つと思われる。実際は味付けの分量などわからないことだら

けであり、子どもたちは自ら追究し始めると考える。

また、B−１グランプリを参考に自分たちのコンテストの内容を考えることで、活動

の紹介や表現方法にも主体的に取り組めるものと考える。

イ 情報収集の工夫

ごまだしうどんは佐伯市の郷土料理であるため、身近な人へのインタビューを多く

取り入れることが可能である。その中でコミュニケーション能力の向上も期待したい。

一方でインターネットや文献等から情報を収集することも考えられるが、専門家で

ある「佐伯ごまだしうどん大作戦」の活動やごまだしうどんのいろいろなレシピなど

多くの情報が存在しており、情報を探すことになれていない子どもたちでも比較的容

易に情報を見つけられる。

ごまだしうどんコンテストにおける活動の紹介方法は「佐伯ごまだしうどん大作戦」

の方にもアドバイスをいただくことで、様々な表現方法に目を向けることになるだろ

う。

ウ 整理・分析の工夫

３年生という学年段階を考慮し、思考ツールの使い方になれることを重要視したい。

また、その便利さも感じさせたい。そのためにも適切な思考ツールの選択をしていく。

ごまだしの作り方を整理分析する際は「ウロコ・チャート」を用い、魚の形のイラ

ストの内部に作り方の重要事項を書き、その上に付箋に調理時に注意すべきことを

書いて貼り魚の鱗に見立て、取り除かなければいけないものとして視覚的に捉えさ

せる。また、周りには工夫できるポイントを書き加える。

その他、KJ 法をはじめ座標軸やカードで整理するなど基本的な方法を多く取り入れ

る。子どもたちから良いアイデアが出た場合は積極的に取り入れていきたい。

エ まとめ・表現の工夫

自分たちのごまだしレシピを作り、ごまだしうどんコンテストでは、レシピをもと



に作ったごまだしうどんと、自分たちの活動などを報告することでごまだしうどんコ

ンテストを開く。子どもたちの意欲が続くよう審査員を佐伯ごまだしうどん大作戦の

方にお願いするなどの工夫を子どもたちにも考えさせたい。

また、活動の発表に際しては劇やペープサートなど様々な表現方法を行えるよう声

かけを行い、相手を意識しながらグループの個性がいかせるようにしていきたい。

④自己の良さに気づかせるための工夫

授業の最後に振り返りを書く時間を設定したりや活動したことについて日記を書き、教

師がコメントしたりすることで自己について振り返らせたい。その中で学習を進めていく

上でポイントとなる気付きや躓きに関することは教室掲示に生かしたり、他者を認めるな

ど協同的な内容のものは授業の中で紹介したり学級通信で紹介するなどしていきたい。

また、教師からの評価だけでなく、繰り返し交流した方からの評価もいただくことでも

自分たちの活動についてや自分自身についての自信を深めさせたい。
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４ 活動の流れ（具体）

活 動 の 流 れ ＜思考ツール＞ 付けたい力

全

体

課

題

設

定

STEP１ 活動全体を通した課題をつかむ段階（１０時間）

道徳の「姫島のきつねおどり」の学習を通して、

・昔から続いてきた伝統があること

・有名になって全国に楽しみにしている人がいること

を学び、どの地域にも地域に根付いた文化があることを知り

受けついでいくべきものであることを感じさせる

○食べる回数が多くて謎が多いものはどれかな。＜座標軸：選ぶ＞

・難しいからお家の人にも聞いてみよう。

・ごまだしうどんは良く食べるけど、何でできているの。

・ごまだしうどんは佐伯にしかないらしいよ。

＜ＫＪ法：広げる＞

・歴史 ・材料

・作り方 ・人気はどれくらい

・名前は知っているけど知らないことがたくさんあるなぁ。

・調べてみたいな。

○どうやったら調べられるかな。

・インターネットやパンフレット、先生たちや家の人にインタ

ビューするなどして調べる。

・ふつうのうどんと何がちがうのかな。

・魚を使ってごまだしを作っている。

・昔から佐伯に伝わる調味料だ。

・自分でごまだしを作ってみたいな。

・ごまだしうどん大作戦というのが、Ｂ− １グランプリに出

場するみたいだ。

・九州大会で3位になったんだって

・後藤竜太先生の同級生の人がごまだしうどん大作戦にいる

らしいから、ぼくたちのことを話してくれるみたいだよ。

Ｂ− １− （１）

・生活や学習の中

の疑問や驚きか

ら問題に気づく

Ｂ− ３− （ア）

同じ仲間の情報

をまとめる

Ｂ− ２− （ア）

家族や友達など、

自分の身近なと

ころから資料や

情報を集める

佐伯で「受けつがれているもの」って何があるかな。

ごまだしうどんについて調べてみよう。

○○まつり おいしい食べ物 ○○たいこ

ごまだしうどん
あつめし 海鮮丼おすし

ごまだしうどんについて知らないことを出し合おう。
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課

題

設

定

○ごまだしうどん大作戦の人たちからお願いが来たよ。

・自分たちもＢ− １グランプリに参加できたんだな。

・Ｂ− １グランプリの結果はどうなったのかな。

・ごまだしうどんのことについても聞いてみたい。

・ごまだしうどんで佐伯を全国の人に知ってもらおうとして

いるんだ。

・今年は残念だったけど、一緒にがんばれば来年は10位以内

に入れるかもしれない

・ごまだしを作ってみたいな。

・わたしたちが頑張ることが、全国の人にごまだしや佐伯を

知らせることにつながるんだね

・おいしい。

・あまり好みじゃないな。でも人気があるのはなぜだろう。

・いろんな魚でごまだしを作れるんだな。

・みんなでもう一度作りたいな。

STEP２ 自力でごまだしを作る段階（１２時間）

（探究プロセス１）

○ごまだしはどうやって作ったか覚えているかな。

＜カードで整理：並べる＞

・焼いてくれていた魚の身から骨を取った。

・ごまをすった。 まぜた。 おばちゃんが何か入れていたよ。

・しょうゆかな。 ・どれくらい入れていたっけ。

・わからないことが多いな。 ・作り方を調べよう

Ａ− ３

対象に興味・関心

を持つ

Ｂ− ２− （ア）

家族や友達など、

自分の身近なと

ころから資料や

情報を集める

Ｂ− １− （１）

生活や学習の中

の疑問や驚きか

ら問題に気づく

ごまだしの作り方を調べて、もう一度自分たちでごまだしを

作ろう。

佐伯ごまだしうどん大作戦の人に話を聞こう。

（例）・Ｂ− １グランプリ豊川大会の話

・ごまだしの作り方・歴史

・いろいろなごまだしの種類・食べ方

佐伯ごまだしうどん大作戦の人とごまだしを作ろう。（調理１）

自分たちで作ったごまだしうどんで、コンテストを開こう。

課 題

ごまだしうどん大作戦の人たちのためにＢ− １グランプリの

ブースの飾り付けを作ろう。（先方からの依頼、ＯＢＳ取材）

小課題１
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情

報

収

集

情

報

の

整

理

分

析

表

現

課

題

設

定

ごまだしを作るのに必要な材料を調べよう

・大作戦の岩崎さんはごまだしの魚の種類は３０くらいあるっ

て言ってたな。

・ごまはどれくらいだろう。

・４人分の材料だから４０人分だと…

・しょうゆだけじゃなくてみりんも入れるんだね。

・入れる順番もあるみたいだね。

・アジやタイもおいしかったからエソ以外の魚でも作りたいな

・魚はどこで買うのかな。スーパーでエソはあまり見ないよ。

・大作戦の人たちはどこで手に入れたんだろう

・さばくのは私たちじゃできないな。

・誰か手伝ってくれる大人がいないかな。

・お母さんならできるかもしれない。お願いしてみる。

○作るグループが決まったから、ごまだしを作る計画を立てよう

グループ内で作り方を決めてレシピにしよう

＜カードで整理：並べる＞

ごまだしを作ろう

・おいしい ・上手くいった。

・おいしくない ・何を間違えたんだろう

なぜ失敗したのか、どこが成功したのか考えてみよう

＜ウロコ・チャート：関連付ける＞

・しょうゆを入れすぎた。

・骨が取れていない。 ・魚を焼きすぎた

・味を覚えていない。

○作ったのを残してあるから食べてみようか。

・ごまの形が残っていてもおいしい。

・砂糖が少し入るだけでも甘さが違うね。

・レシピを書き変えたいな。

自分たちのグループのレシピを完成させよう。

・このレシピでコンテストをするんだね。

・コンテストが楽しみだな。

STEP３ ごまだしうどんコンテストを開く。（１５時間）

（探究プロセス２）

○ごまだしうどんコンテストをどう行うか考えよう。

コンテストのルールを考える ＜ウェビング：広げる＞

・ごまだしうどんの味 ・お家の人に食べてもらう

・大作戦の人たちに食べてもらう

Ｂ− １− （２）

追求の仕方がわ

かる

Ｂ− ５

使い方を覚える

Ａ− ２− （イ）

協同する楽しさ

を味わう

Ｂ− ４―（１）

観察や聞き取り

などで調べたこ

とを自分なりに

まとめて話す

Ｂ− ４―（１）―

（イ）

内容を整理して

発表する。

なんの魚でごまだしを作るのかグループに分かれよう。



- 4 -

情

報

収

集

情

報

の

整

理

分

析

表

現

○Ｂ− １グランプリはどんな審査をすると言っていたかな。

・日ごろの活動 ・アピール

・おどりや飾りも得点になるって言ってたよ

○みんなにできそうなことはあるかな。

・歌にする ・踊りを考える ・作り方を劇にする

・発表を工夫したらおもしろくなりそうだね。

どんな発表の仕方があるかアイデアをもらおう。

・先生たちに聞いたらいろいろ知ってそうだね。

・ペープサートや紙芝居なんかもおもしろそうだね

・でも、何について発表すればいいんだろう

発表できそうなことを書きだそう

＜ＫＪ法：仲間分けする＞

・歴史 ・作り方 ・使う魚について

なにをどう発表するか選ぼう。

＜ＰＭＩ：選ぶ＞

発表の練習をしよう。

○せっかく頑張って発表するから、楽しみに来てもらえるよう

に招待状を書こう。

・日にちや場所を書かないとね

・ルールも書いた方がいいかな

これまでの学習を振り返ろう。

○思い出の１シーンや勉強になったこと、４年生の総合で頑張り

たいことを書きましょう。

Ｂ− ２− （ア）

家族や友達など、

自分の身近なと

ころから資料や

情報を集める

Ｂ− ５

使い方を覚える

Ａ− ２− （イ）

協同する楽しさ

を味わう

Ｂ− ４− （２）−

（ア）

相手や目的に応

じて表現しよう

とする

Ｃ− ２− （ア）

自分の活動をふ

りかえる

Ｃ− ３

活動内容と生活

の結び付きに気

づく

発表の仕方を工夫してごまだしうどんコンテストを開こう

小課題２

これまで学習した成果をごまだしうどんコンテストで発揮

しよう



６．本時案

（１）本時のねらい

これまでの学習を振り返ったり自分たちのごまだしと市販のごまだしを食べ比べたりすること

を通して、自分たちのごまだしの改善点を見つけ、その解決策を考え、よりよいごまだし作りの

見通しを持つことができる。

（２）展開（４５分）

学習活動と予想される子どもの考え ○具体的な支援 ●つけたい力

○前時までの学習を振り返る。（５分）

・前回作ったごまだしについて

「おいしくはできている。でももっとおいしくできる。」（岩﨑さんの言葉）

○各グループのボード上にある「上手くいかなかったこと」の付箋をもと

にＰ＆Ｓシートに「おいしくする方法」を書きこむ。（１０分）

・「書き終わった。」

・「あまり考えつかないな。」

○一昨日自分たちが作ったごまだしと、市販のごまだしを食べ比べさせ、

再度「おいしくする方法」を考え、Ｐ＆Ｓシートに書きこむ。

（２５分）

・お店で売っているのは辛いね。

・どこが違うのかな。

・作る時の分量を少し変えてみよう。

○本時の振り返りを書く。（５分）

○岩崎さんの写真と吹き出しで

視覚的に捉えさせる。

○分量の計り方など、前時までの

学習を想起するよう声かけする。

●おいしいごまだしの作り方に

ついて見通しを持つ。

○今日の活動に対する自分の思

いや、次時のめあてなどを記入す

るよう助言する。

〈本時の課題〉

自分たちのごまだしを、もっと「おいしくする方法」を考えよう。




