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Ⅰ 基本的なねらい

自分たちの作ったごまだしでごまだし料理を作る活動「自分たちのごまだし料理を作

ろう」を通して、次のような力を育てる。

☆課題の解決に向けた見通しを持って計画を立て、必要に応じて修正しながら実践する力

（探究的な学習プロセスによる課題解決力）

＜PISA型読解力の視点から＞

○ごまだしについての情報を、自分たちの考えた方法で収集するなどの情報を

収集する力 （情報の取り出し）

○集めた情報を必要に応じて分析する力 （解 釈）

○各自の分析をもとに意見を交流し、自分の考えを見直し、課題の解決に向けて考

えた方法を修正したり、新しい方法を考えたりする力 （熟考・評価）

○考えた方法を友だちや地域の人たちと協力して実践したり、活動のまとめを

表現したりする力 （表現）

＜言語活動の充実・コミュニケーション能力の視点から＞

○集めた情報を整理して、他者にわかりやすく伝える力（in読む、out書く、out話す）

○自分たちの活動を地域の人たちに適切に説明する力 （out書く、out話す）

○友だちや地域の人たちの話を、目的に応じて聞き取る力 （in聞く）

（INPUTとOUTPUTのバランスの重視）

＜道徳教育の視点から＞

○自分の役割を自覚して、責任感を持って行動する力 （１－（１）、（２））

○他者と協力する態度 （２－（３）、（４））

○命あるものをいとおしむ心 （３－（１）、（２））

○地域をよりよくするために、地域の活動に積極的に参加する態度 （４－（２）、（５））

＜他教科等との関連の視点から＞

国語科：調べたことをほうこくしよう・学校生活に生かす話し合いをしよう

方法をえらんでしょうかいしよう

算数科：見やすく整理して表そう（棒グラフ）

社会科：わたしたちの市の様子・市のしょうかいポスターをつくろう

調べようものを作る仕事・パンフレットにまとめよう

食育：感謝の心・食文化

＜思考ツールの活用について＞

○まずは思考ツールの使い方を示して子どもとともに活用し、その使い方やよさを実

感させるようにする。

○目的や状況に応じて必要な思考ツールを活用できるようにする。

Ⅱ 実施時期および実施時間数

（１）実施時期 （２）実施時間数

（ １０ ）月～（ ３ ）月 （ ５０ ）時間
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Ⅲ 学習を実施する際のキーワード

１ 思考と行動の繰り返し

課題解決のために考えたことを、とにかく行動に移していくことを基本とする。

その際、失敗が予想される場合においても教師は具体的な指示をせずに、複数の方

法をアドバイスするなどして、決定は児童の主体的判断にゆだねる。

２ 失敗や躓きの克服

失敗や躓きを乗り越える場こそ、子どもたちが主体的に学ぶ場であることから、それ

らの場を意図的に設定するよう工夫する。ただし、子どもたちにとって、試行錯誤

していけば乗り越えられる高さの壁に設定する必要がある。

３ 地域との協働

「地域のために」から始まり、「地域とともに」活動し、最後には自分たちの成長を実

感できるよう留意する。それにより、地域社会としての自覚が高まり、高学年

となった折に、全校のみんなのために活動していこうとする態度が培われていく。

４ 達成感・成就感の実感

上記１～３を踏まえた活動を実施していけば、最終的に達成感や成就感を味わ

うことができる。その体験は、自分に対する自信となり、いわゆる「自己有用感」

や「自己存在感」を高めることができる。
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Ⅳ 活動の流れ（概要）

ステップ１：客体から主体へ

ステップ２：自分たちなりのイメージを持って

ステップ３：イメージを行動へ

ステップ４：自分（たち）の力を確かめて

上記の４ステップは探究的な学習の流れの基本形であり、決められた流れではない。従って、ステ

ップ２とステップ３が往復したり、ステップ４からステップ２へ戻ったりと、実際の活動に応じて柔

軟に繰り返される必要がある。―探究的な学習のスパイラル―

教師が提示した事象に対して客体である子どもたちを、学習活動の主体に導く過程である。

そのためには、子どもたちの興味関心を踏まえながら、実態に応じたアプローチ、探究心や挑

戦心を刺激するアプローチをする必要がある。課題を自分のものとして引き受けた段階が「客体

から主体へ」変化した段階ととらえることができる。

イメージとしては、はじめは教師が子どもたちの前で引っ張る立ち位置から、子どもたちの

後方から背中を押していく位置へと移動することになる。そのタイミングが重要となる。

この段階が、総合的な学習の時間における教師の重要な出番である。

課題を意識した子どもたちに、その解決の方法を自由な発想で考えさせ、計画を立てさせる

段階である。そのために、子どもたちは様々な情報を収集し、整理・分析していく。

この段階では、書籍やインターネット等の情報だけでなく、五感を通した情報の収集を重視

しなければならない。また、子どもたちが用いる情報収集の方法や、立てる計画が未熟であろ

うとも、できるだけ見守り、失敗や躓きを経験させるように留意する必要がある。

なお、情報の収集は整理・分析を経て再度繰り返される必要がうまれる場合もあるが、その

ようなことに子どもが気づき、主体的に活動していくことがとても重要である。

自分たちが立てた活動計画を実践する段階である。この段階から具体的な行動（体験活動）

が行われる。その際、様々なトラブルが起こることも予想されるので、リスクマネジメント、クライ

シスマネジメントの両面から危機管理をしていくことが教師の役割である。しかし、そのために子ども

たちのダイナミックな活動が制約されてしまうと、活動自体の達成感が薄れてしまうので留意

しなければならない。

活動の成果を実感すると共に、活動を自分なりに見つめ直し、評価する段階である。子ども

たちが最終的に達成感や成就感を実感できるようにすることが教師の役割となる。そのためには、教

師だけでなく、ともに活動した人たち等の声を子どもたちに届けることが大切となる。

また、探究活動のプロセスの中で気づいたことや学んだことを冊子にまとめる等しておくと、

以後の総合的な学習の時間の資料となる。（ポートフォリオの活用）
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Ⅴ 単元プラン（活動計画）

１ 単元名 自分たちのごまだし料理を作ろう

２ 目 標

A：他者や社会との関わりの視点

佐伯の郷土料理であるごまだしうどんに携わっている人々と関わり、ごまだしについて話を聞い

たり、ごまだしを作ったりする活動を通して、他者と協力し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」を広めていこうとしている人たちとの交流の機会を持ち、その人たちの願い

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、課題解決の仕方を身につける。

C：自己を見つめる視点

学習を振り返る活動を通して、自分の学びが生活の中に生かせることに気付き、地域の食や活動

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）児童およ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１学期に「渡町台小学校の自慢をさがそ

う」という課題に取り組み、３年生以上のクラスへのアンケートによる情報収集をし、みんなが自

慢に思っていることは何か、なぜそれが自慢なのかということを整理・分析してランキング形式で

まとめている。一度探究プロセスを経験する中で、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つことができた。

本単元に取り組み始めた当初、子どもたちはごまだしうどんについて、食べたことがある、おい

しいという思いは持っていたが、歴史や知名度、作り方についての知識には乏しかった。子どもた

ちはごまだしうどんについて調べていく中で「佐伯ごまだしうどん大作戦」という団体と出会い、

Ｂ－１グランプリの飾りを作ったり、一緒にごまだしを作ったりして関わりを持った。その関わり

を通して、子どもたちは「自分たちでごまだしを作ってみたい」「ごまだしを使った料理を作って

みたい」という思いや願いをもっている。

②他者や社会との関わりの視点から

クラスのほとんどの子どもに、新しい課題に対して楽しそうに向かっていく姿が見られる。体

験的な活動に対しても積極的で、自分から進んで活動しようとする子どもが多い。授業中の発言

には個人差が見られるが、発言回数が少ない子どもでも、グループ活動を取り入れると自分の考

えを発表し、意見を一つにまとめようと話し合い活動に参加できる。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疑問に

思ったことを聞いてみるなど、他者と積極的に関わろうとする意欲もある。

一方、学習対象であるごまだし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
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は佐伯市の観光名物の一つとして注目されている。ごまだしうどんは地域や各家庭でもそれぞれ

の味があり、飲食店によっても味付けや食べ方に様々な工夫がなされている。佐伯市には各飲食

店で構成する「佐伯ごまだし暖簾会」や有志でごまだしうどんを広めようとしている「佐伯ごま

だしうどん大作戦」、佐伯市食生活改善推進協議会など多数の団体が存在しており、その地域の

方々と繰り返し関わり合いながら学習を進めていくことが可能な学習素材である。

③学習方法の工夫の視点から

総合的な学習の時間を初めて経験する１学期は、「渡町台小学校の自慢をさがそう」という活

動に取り組み、教師と子どもたちがともに探究プロセスを経験することに重点を置いた。本学習

では、探究プロセスのサイクルを繰り返しながら、より深くごまだしについて追及していくこと

を通して、子どもたちに情報収集の仕方や、整理・分析の段階で思考ツールを活用する力を身に

つけさせたい。そのためには子どもたちが目的意識を持って、主体的に活動することが不可欠で

ある。子どもたちが学習活動に主体的になるために、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る。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」の方々とかかわり、ごまだしうどんに込めた願いに繰り返し触れさせ

ることで、意欲を継続させていきたい。

学習の場においては、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

とで互いの良さを認め合わせ、一人ひとりが活動に参加しているという実感を持たせたい。特に

整理・分析場面においては、思考ツールを積極的に活用していく。思考ツールを用いることで、

思考の可視化ができ、自分の考えを明確にできる。操作性のある思考ツールを適切に活用するこ

とで「分類する」「広げる」などの思考力を身につけさせることにつながると考える。また、思

考ツールを活用する際には、活発な意見交換ができるよう「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。

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。初めは大

人の手を借りながら作っていくが、「自分たちで作ったごまだし料理を食べてもらいたい」とい

う子どもたちの気持ちもうまく引き出しながら、ここは自分の力でやる、ここはできないから力

を借りるという部分を子どもたち自身で考えさせていく。それにより自分たちで作ったという自

信が持てるとともに、大人の力を借りつつも自分たちの力でできたという達成感や成就感を味わ

わせたい。また、ごまだしを使った料理作りを通して、食や健康についても関心を高めたり、自

分の食をふり返ったりすることも期待できる。

（２）指導について

①活動全体を見通した留意点

○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活用し、使い方に慣れさせるとともに、思考ツールを使って考えることの良

さに触れさせる。また、「分類する」「広げる」などの思考力を育む。

○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つくる。

○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。
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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付くこと、また、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、子どもたちが地域の

食や活動に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。

そのためにも、地域で活動している団体と繰り返し関わる機会を設ける。「佐伯ごまだしうど

ん大作戦」の方は、「ごまだしうどんを通して佐伯市を元気にしたい、佐伯を好きになってほし

い」という願いを持っている。したがって子どもたちにはその願いをしっかりと受け止めさせた

い。自分たちの活動で少しでも手助けをしたいという思いを持つことができれば、主体的に学ぶ

意欲が継続していくからである。一方で、専門家に頼りすぎて子どもたちが学習活動に対して受

動的にならないよう、保護者に学習サポーターとして活動時の安全面・衛生面の配慮をお願いし、

できるだけ自分たちの力で活動させることによって、達成感や成就感を味わわせたい。

また、精力的に活動を行っている人たちが自分たちの身近にいて繰り返し交流できること、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自分たちに関わる人に親近感

を感じさせ、学習の最後にはこれからも地域の人たちと関わって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探究的な学習プロセスの構成

本単元では、佐伯市の郷土料理でありながら全国的にも注目されているごまだしうどんを素材

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）」「ごまだしを使った

料理を考えて作る段階（プロセス１）」「ごまだしパーティーをする段階（プロセス２）」の２

つの探求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５０時間という長期間の学習を経験することが初めてであるので、

学習意欲が継続できるよう全体課題を設定するまでにじっくり時間をかける。そして地域で精力

的に活動している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２度ごまだし作りを体験する。１度目は「佐伯ごまだしう

どん大作戦」の方との交流での「ごまだしうどん」との出会い。２度目は食生活改善推進協議会

の方と一緒に、ごまだしうどんを最初から最後まで作る調理活動。２度の活動は講師の方主導で

調理するため、子どもたちは「簡単にできた」「自分たちで作ったからおいしい」「今度はお家

の人に食べさせたい」などの感想を持つと思われる。しかし実際には材料は全て講師の方が用意

して下さったものであり、味付けの分量などわからないことだらけである。そこで「本当に自分

たちだけで作ったのかな」と問いかけ、子どもたちから「家族に食べさせたいなら全部自分たち

の手でやりたい」という思いや願いが出てくるよう仕組みたい。その思いや願いが出てくれば子

どもたちは自ら追求し始めると考える。

また、パーティーをするとなると、ごまだしうどんだけでは満足ではないということから、ご

まだしを使った他の料理もあったほうがいいと考えが発展する。それが課題となり次のステップ

へと発展していく。
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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。ごまだしを使った料理を考える段階では、家族やおばあちゃんに話を聞くな

どして情報を収集するであろう。その中で必要な情報をメモに書き記す力や、コミュニケーショ

ン能力の向上も期待したい。

一方で、インターネットや店頭の商品から情報を収集することも考えられる。「佐伯ごまだし

うどん大作戦」の活動やごまだしを使ったいろいろなレシピなど多くの情報が存在しており、情

報を探すことに慣れていない子どもたちでも比較的容易に情報を収集できると考える。

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慣れることと便利さを感じさせることを

重要視する。

全体課題設定の時間に活用する思考ツールは、ごまだしうどんについてのイメージを広げるウェ

ビングマップ、ごまだしうどんを多面的に見るＹチャート・Ｘチャート、ごまだしうどんの作り方

を順序立てるステップチャートなどである。

本時は、実際にパーティーに出す料理を大事にしたい３つの視点にもとづいて決定していく場面

である。複数の候補を複数の視点で評価し、比較するような話し合いでは、それぞれの分析結果の

違いが視覚的にとらえやすいマトリックスが適当である。マトリックスを活用した思考活動によっ

て、複数の視点にもとづいて考える力、多面的に考える力、他と比較して判断する力、などの思考

力を身につけさせることができる。

一方で、マトリックスを活用すると比較的スムーズに話し合いが進むが、○△☓を記入していく

話し合いが機械的に行われ、深い思考と内容の濃い話し合いに及ばないこともあるので、何のため

に話し合うのか、目的をはっきりとさせた話し合いとなるよう、支援していく必要がある。そのた

めに、マトリックスの中に、評価の理由や○に近づくための改善策などを書き込ませるようにした

い。

エ まとめ・表現の工夫

ステップ１ではごまだしうどんについて調べたこと、ごまだしうどん大作戦の方から聞いてわ

かったこと、ごまだしを作ってみての感想などを、新聞や川柳にして表現させたい。その際に誰

に見てもらうものかをはっきりさせて書かせる。

ステップ２ではパーティーを開く際に、招待した方へ向けて、自分たちがこれまで学習してき

たことを写真で紹介したり、料理の説明をしたりと発表形式で表現させたい。これまでの活動で

自分たちが感じ取ってきた「ごまだしうどん」や「ごまだし」の魅力を、たくさんの人に知って

もらうために、どんな表現の仕方があるかを子どもたちになげかけ、子どもたちのアイデアを生

かした表現活動に取り組ませたい。

④自己のよさに気づかせるための工夫

学習活動の最後にふり返りを書く時間を設定したり、活動したことについて日記を書かせたりす

ることで、自己の活動や学びについてふり返らせる。その都度、教師がコメントしたり、学習を進
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めていくうえ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していく。他

者を認めるなど協同的なものは学習活動の中で紹介したり学級通信で紹介したりする。

また、学習活動の中での良い発言や行動を認める「その都度評価」をしたり、教師からの評価だ

けでなく、繰り返し関わった方からの評価もいただいたりすることによって、自分たちの活動のが

んばりや自分自身の学びの良さに気付かせ、自信を深めさせたい。
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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 （２０時間）

○社会の「わたしたちの市」について調べて発表する学習で、佐

伯市内のいろいろな地域でごまだしうどんが名物であること

を知り、くわしく調べてみたいという願いを持っていることな

どから、活動に対する興味・関心をもたせ課題を設定する。

○ごまだしうどんについて知っていることを自由に出し

てみよう。

＜ウェビング：イメージを広げる＞

・お母さんが家で作ってくれて食べたことがあるよ。

・スーパーにごまだしが売ってあったよ。

・魚が使われているみたい。

・どんな味がするのかな。

・食べてみたい！

・作ってみたい！

○インターネットやパンフレット、家の人にインタビュー

するなどして調べよう。

・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。

・佐伯市内のいろいろなお店がオリジナルのごまだしうどん

を出しているみたいだ。

・それぞれのお店のごまだしうどんを食べてみたいな。

○佐伯市が「ごまだしうどん」を全国の人々に知ってもらお

うといろいろな活動をしている人たちがいるよ。その人た

ちからＢ－１グランプリのブースの飾り付けのお願いがき

たよ。

・どんな活動だろう。話を聞いてみたいな。

・Ｂ－１グランプリってなに？

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－５

・使い方を覚える

Ｂ－２－（ア）

・家族や友だちなど、自

分たちの身近なところ

から資料や情報を集め

る

Ａ－３

・対象に興味・関心を持

つ

どうしていろいろな地域で「ごまだしうどん」があるのだろう。

それぞれの地域の「ごまだしうどん」にはちがいがあるのかな。

ごまだしうどんについて調べてみよう。

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。

４ 活動の流れ（具体）５０時間
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・自分たちもＢ－１グランプリのお手伝いができたんだな。

・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話を聞いてみたいな。

・ごまだしうどんで佐伯市を全国の人に知ってもらおうと

活動しているんだ。

・佐伯市をもりあげたい、元気にしたいという願いをもってい

るんだね。

・ダンスや歌もあるんだね。

・私たちががんばることが、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。

・ごまだしうどんはおいしい。

・骨をとるのが大変だなあ。

・自分たちだけでも作ってみたいな。

○作り方をまとめておこう。

＜ステップ・チャート：並べる＞

・自分たちで作ったからおいしい。

・この前作った時と作り方がちがうぞ。

・ごまと魚をから炒りすると、いい香りが出るなあ。

・いろんな魚でごまだしうどんを作ってみたい。

・いろんな味が楽しめそうだ。

・かんたんに作れることがわかった。

・わたしたちにも作れそうだ。

・今度は私たちが作ってだれかに食べてもらいたいな。

○今回の活動の感想やこれからしてみたいことを川柳にしょう。

○だれに見てもらう新聞にするかを考えて、新聞を作ろう。

Ｂ－２－（ア）

・家族や友だちなど、自

分の身近なところから

資料や情報を集める

Ａ－１－（ウ）

・話の中心に気をつけて

聞く

Ａ－３

・対象に興味・関心を持

つ

Ｂ－５

・使い方を覚える

Ａ－２－（ア）

・力を合わせて活動する

今度は自分たちでごまだしうどんを作ろう。

～食推協の人と一緒に～（調理１）

佐伯ごまだしうどん大作戦の人に話を聞いて、作って食べよう！

・Ｂ－１グランプリ豊川大会の話

・ごまだしの歴史・作り方

・いろいろなごまだしの種類・食べ方

・ごまだしうどん大作戦の活動・願いについて

これまでの活動をまとめて、新聞を書こう。
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・だれに見てもらおうかな。

・渡町台小のみんなはごまだしうどんのことを知っている

かな。

・写真を入れたら、おいしそうに見えるかも。

・ごまだしうどんをたくさんの人に知ってもらえたらいいな。

・ごまだしうどんのことにくわしくなった。

・佐伯ごまだしうどん大作戦の人は、佐伯市をもりあげたい、

元気にしたいという願いをもっていることがわかった。

・自分たちでも作れるようになった。

・ごまだしうどんのおいしさを他の人にも知ってもらいたい。

・自分たちの作ったごまだしうどんを他の人に食べてもらいた

い。

○これまで作ったごまだしうどんは、本当に自分たちだけで作っ

たのかな。（材料は？仕入れは？分量は？）

・自分たちの力だけではできなかった。

・材料や分量についてもまだわからないことがあるぞ。

・家族に食べさせたいなら、全部自分たちの手でやりたい。

○作ったごまだしうどんはだれに食べてもらいたいかな。

・これまでお世話になった人に食べてもらいたい。

・佐伯ごまだし大作戦の人にも食べてもらいたいな。

・せっかく食べにきてもらうのだから、みんなで楽しく

食べたいな。

・パーティーをしたらどうだろう。

ＳＴＥＰ２ ごまだしを使った料理の開発 （１５時間）

（探究プロセス１）

◎ごまだしうどんについてこれまで調べたり実際に作って食べた

りしてきたことから、子どもたちはごまだしうどんを他の人に

も食べてもらいたい、美味しさを知ってもらいたいという願い

を持っている。自分たちの力で作ったごまだしを使った料理を

Ｂ－４－（１）

・観察や聞き取りなどで

調べたことを自分なり

にまとめて表す

Ｃ－２－（イ）

・教師と共に振り返る

Ｂ－１－（１）

・生活や学習の中の疑問

や驚きから問題に気づ

く

自分たちのごまだし料理を作ろう

課 題

これまでの活動をふり返ってみよう

ごまだしパーティーをしたいな。
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課

題

設

定

情

報

収

集

情

報

の

整

理

・

分

析

パーティーで食べてもらうという活動に対する意欲を持たせ、

課題を設定する。

○パーティーに出す料理はごまだしうどんだけでいいかな。

・うどんだけだと物足りない

・パーティーだからたくさんの料理があったほうがいい。

・ごまだしを使った料理を一緒に出したらどうかな。

・給食にも出ていたね。（チャーハン、おでん、サラダなど）

○ごまだしを使った料理はどうやって考えるかな。

・インターネットにいくつか出ていたよ。

・ごまだしを買ったときにお店にレシピが置いてあったよ。

・お母さんに聞いてみる。

・おばあちゃんならいろいろ知っているかも。

・お母さんと一緒に考えて、作ってみたよ。食べたらおいし

かったよ。

・ごまだしはいろんなものにまぜて使うことができるね。

・みんないろんな料理を考えてきているな。

・どれもおいしそう。食べてみたいな。

○考えてきた料理の中で、パーティーに出したい料理をいくつか

選ぼう。

・これは時間がかかりそうだ。

・自分たちだけで作るのはむずかしそうだ。

・見た目もきれいだね。

・給食にも出ていない料理だね。

・作って食べてみたい。・いくつか候補が決まったぞ。

＜マトリックス：比較する・多面的に見る＞

Ｂ－１－（２）

・追及の仕方がわかる

Ｂ－２－（ア）

・家族や友だちなど、自

分の身近なところから

資料や情報を集める

Ｂ－４－（１）

・観察や聞き取りなどで

調べたことを自分なり

にまとめて表す

Ｂ－３－（イ）

・比較する

Ｂ－５

・使い方を覚える

ごまだしを使った料理を考えよう

小課題 １

お家の人やおばあちゃんに聞いたり、調べたりしてごまだし

を使った料理を考えよう。

考えてきた料理を発表しよう。

グループの中で出す料理を選ぼう。
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発

表

課

題

・おいしい ・うまくいったぞ。 ・かんたんにできた。

・時間がかかった。 ・自分たちだけではむずかしいな。

・よくできた。おいしい。 ・時間がかかった。

・パーティーに出しても ・作るのが大変だった。

だいじょうぶ。

・残念だけどパーティーには

出せないね。

・この中から自分たちが作る

料理をしぼろう。（１つから２つ）

＜座標軸・分類する＞

○前に選んだ時の視点を大切にしながら出す料理を決定しよう。

・味も時間もこれならいけるぞ。

・自分たちの力で作れないこの料理は出せないね。

・もう少し工夫したら、もっとおいしくなりそうだよ。

・自分たちの出す料理が決まったぞ。

○自分たちのごまだし料理のレシピをまとめて発表しよう。

・材料や分量をだれが見てもわかるようにまとめておこう。

・どうしてこの料理にしたのか、わけも書いたほうがいいね。

ＳＴＥＰ３ ごまだしパーティーを開く （１５時間）

（探究プロセス２）

○佐伯ごまだしうどん大作戦の人から手紙が届いたよ。

Ａ－２－（イ）

・協同する楽しさを味わ

う

Ｂ－５

・使い方を覚える

Ｂ－４－（２）―（イ）

・内容を整理して発表す

る

選んだ料理を作って試食しよう。（調理２）

調理をふりかえろう。

パーティーに出す料理を決定しよう。

自分たちの出す料理のレシピをまとめて発表しよう。

・これまでの活動の励まし

・ごまだしパーティーも楽しみにしているよ。

・これまでの活動の発表も見たいな。
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設

定

情

報

収

集

情

報

の

整

理

・

分

析

表

現

○パーティーは何のためにするのかもう一度確認しよう。

・ごまだしうどんのおいしさを知ってもらいたいから。

・佐伯ごまだし大作戦の人に自分たちが作れるところを

見てもらいたいし、食べてもらいたいから。

・お世話になった人においしいごまだし料理を食べてもらい

たいから。

○パーティーを開くのには、何がひつようかな。

・料理 ・場所 ・招待状 ・プログラム

・料理のレシピ ・発表

・先生たちに聞いてアイデアをもらおう。

・大きな紙に書いてまとめる。

・これまでの活動の写真を見せる・・・など、まだありそう。

＜ウェビング：広げる＞

・歴史 ・作り方 ・ごまだしの魚 ・これまでの活動

・ごまだし料理のレシピ ・ダンスをおどる ・歌を歌う

＜ＫＪ法：分類する＞

・発表するところを分担して、みんなが活躍できるように

したほうがいい。

・劇みたいにしたら見ている人も楽しめるんじゃないかな。

・招待状を書こう。 ・発表の準備や練習をしよう。

・料理の手順を確認しておこう。

Ｂ－２－（イ）

・聞き取りやアンケート

で情報を集める

Ａ－２－（ア）

・力を合わせて活動する

発表の仕方を工夫して、ごまだしパーティーを開こう

小課題２

どんな発表の仕方があるか考えよう。

発表できそうなことを書きだそう。

何をどう発表するか選んで、考えよう。

パーティーの準備をしよう。

ごまだしパーティーを成功させよう。

ごまだし料理を作って食べてもらおう。 （調理３）
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・たくさんの人がおいしいと言ってくれたよ。

・招待した人も喜んでいたね。

・発表もうまくいったね。

・ごまだしうどんについて学習できてよかった。

・自分たちで作って食べるのはとても楽しいね。

・佐伯ごまだしうどん大作戦の人によろこんでもらえて

よかった。

・ごまだしうどんやごまだしは佐伯市の自慢だね。

・４年生での総合も楽しみだな。

＜ＰＭＩ：評価する＞

○思い出にのこる活動や勉強になったこと、４年生の総合でがん

ばりたいことを書こう。

Ｂ－４－（２）―ア

・相手や目的に応じて表

現しようとする

Ｃ－２－（ア）

・自分の活動を振り返る

Ｃ－３

・活動内容と生活との結

びつきに気づく

来てくれた人に、これまで学習してきたことを発表しよう。

これまでの学習を振り返ろう。
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５ 本時案（２７／５０時間）

（１）本時のねらい

パーティーに出したいごまだし料理を、大事にしたい視点をもとにマトリックス表で比較すること

を通して選択し、その理由を説明することができる。

（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●付けたい力

○今日の学習のめあてを確認する。（５） ○前時にみんなで話し合った大事

にしたい点（視点）をもう一度

確認する。

○今回のマトリックス表は「○

△×」を書き込んでいくので、

視覚的にも比較しやすいが、

深い思考に及ばないことを

考慮して、評価の理由を付箋

に書き、マトリックス表の中

に貼り付けさせる。

○評価しにくい場合は、料理を

考えてきた友だちに、わから

ないことは質問するよう声

かけする。

●視点を決めて比較する

〇評価の結果をもとに、グループ

で１～２つの料理を決めさせ

る。決定した理由も書かせる。

〇話し合いで決まったことに対

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＞

パーティーに出したい料理を、大事にしたい点（視点）

にあてはまるかどうか考えて、選ぼう。

○各グループのボードにあるマトリックス表をもとに話し合い、

それぞれの料理を視点にそって評価していく。 （２０分）

（前時に、料理を選ぶ際に大事にしたい視点についてみんなで話

し合って決めている。）

○あてはまる △どちらともいえない ×あてはまらない

ギョーザ コロッケ グラタン ささみカツ からあげ

かんたん

に作れる
○ △ ○

一度にたく

さん作れる

○ ○

時間がか

からない
× ×

・ これは時間がかかりそうだ。

・ 作るのはかんたんそうだね。

・ 一度にたくさんの量が作れそう。

・ 作って食べてみたい。

○それぞれが評価した結果をもとに、グループで出したい料理

を決定する。 （１０分）

・ 〇が一番多いこの料理に決定だね。

・ １つには決められないから、この２つの料理を一

度作ってみて、最終決定したらどうかな。

〇グループの話し合いの結果をみんなで聞きあう。（７分）

・～の理由でこの料理を選びました。

（付箋に書いた理由をもとに、選んだわけを説明する。）

〇本時のふりかえりを書く。（３分）

最新版


