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低
学
年

中
学
年

高
学
年

・大昔の人々
の暮らし
・戦争中の暮
らし　

教
科
と
の
関
連 ・ご飯とみそ汁を作ろう

・野菜を使った簡単な調理を
　しよう
・楽しい食事を工夫しよう

・病気の予防

・大仙市のようす
・私たちの秋田県

・毎日の生活と健康
・育ちゆく体とわたし

・植物を育て
よう
・花と実を調
べよう

・植物のよう
すを観察しよ
う

・発芽と生長
・花から実へ

・動植物のか
らだと働き
・くらしと環
境

社　　会
・私たちの生
活と食料生産

・食事のマナーがわ
かり，友だちと楽し
く給食を食べること
ができる。

理　　科

家　　庭

6年5年4年3年

中学年 高学年
・食べ物は，体に大切な働きをして
いることを理解する。
・好き嫌いしないで食べようとす
る。
・友だちと楽しく食べようとする。

　 ①　食事の重要性、食事の喜び，楽しさを理解する。
   ②　心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事の取り方を理解し，自ら管理し
　　　ていく能力を身につける。
   ③　食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身につける。

体　　育
（保健領域）

・栽培活動を通して，野菜の
生長や収穫の喜びを味わう。
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生　　活

・望ましいマナーを
身につけ，楽しい雰
囲気づくりを工夫し
て食事を楽しむこと
ができる。

特
別
活
動

学級活動
及び

給食時間

・給食の約束を理解し，配膳
や片付けなどの当番活動を行
う。

・食べ物には３つの働きがあ
ることを知る。

・食べ物に関心をもち，それぞれ働
きがあることを知る。

・食べ物に関した地域の産物に興味
をもち，日常の食事と関連づけて考
えることができる。

・食事のマナーに気
をつけ，楽しい雰囲
気の中で食べること
ができる。

・給食に使われている食品の
栄養的な特徴がわかる。

・健康な生活のためには食生活が大
切であることを理解する。

１２　 食　育

各学年の食に関する指導の目標
低学年

・食べ物には３つの働きがあるこ
とを理解する。
・健康に過ごすことを意識してい
ろいろな食べ物を好き嫌いせずに
食べようとする。
・食べ物や食生活を支えてくれる
人々に感謝の気持ちをもちマナー
を守って食事をする。

・健康のためには，栄養バランス
のとれた食事を取ることが大切で
あることを理解する。
・食事を通して好ましい人間関係
を育て，日本の食文化を大切にし
ようとする。
・食品の衛生に気をつけて簡単な
調理することができる。

平成３０年度　　食に関する指導　全体計画

学校教育目標

夢をみつけよう
　　～もっとかしこく もっとやさしく もっとたくましく～

食に関する指導の目標　　
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４月 特別活動 給食が ・給食の準備や片付けを協力して行 「おいしい給食はじまるよ」 ・手洗い，うがい
第 はじまります い，楽しく給食を食べることができ ・配膳の仕方

るようにする。 ・箸の持ち方
一

５月 生活科 サツマイモを ・サツマイモの栽培活動を通して， 「なんでもよくたべようⅠ」 ・バランスのよい食事
学 そだてよう その生長を観察する。

年 １０ 生活科 おいもパーティ ・育てたサツマイモを収穫し，おい 「なんでもよくたべようⅡ」 ・バランスのよい食事
月 ーをしよう もパーティーをひらく。 ・三角食べ

・食事のマナー

５月 生活科 やさいを ・ミニトマトなどの野菜の栽培活動 「やさいのひみつ」 ・ごはんの栄養
そだてよう を通して，その生長を観察する。 ・盛りつけ

第 ・箸の持ち方

二 ７月 特別活動 楽しく ・食事のマナーが分かり、友達と楽 「楽しく食べよう」 ・楽しい食事
食べよう しく給食を食べることができるよう ・三角食べ

学 にする。 ・食事のマナー

年 ８月 生活科 サラダパーティ ・自分たちが育てたミニトマトや野 「やさいパワーはすごいぞ！」 ・野菜の栄養
ーをしよう 菜を収穫し，野菜サラダを作って楽

しいパーティーを開く。

６月 理科 植物を ・植物の栽培活動や観察を通して， 「食品について知ろう」 ・バランスのよい食事
第 育てよう その生長に一定の順序があることを

とらえる。
三

８月 理科 実がたくさん ・収穫した野菜を使った料理作りを 「野菜パワーはすごいぞ」 ・野菜の栄養
学 できたよ する。

年 １１ 道徳 残さず ・日ごろお世話になっている人に， 「感謝して食べよう」 ・感謝する心
月 食べてね 感謝の気持ちをもって接していこう

とする心情を育てる。

６月 理科 植物のようす ・1年を通して植物を観察し，季節 「食品について知ろう」 ・野菜の栄養
を によって変化する植物の様子を観察

第 観察しよう する。

四 １０ 総合 なるほど・ザ ・秋田の食について調べ地域の方々 「郷土料理を作って食べよう」 ・日本と 外国の食材や
月 ・秋田 と交流する。 食生活の違い

学

年 １２ 保健体育 育ちゆく体と ・体をよりよく発育・発達させるた 「じょうぶな体をつくろう」 ・牛乳の栄養
月 わたし めには，調和のとれた食事や適切な ・体を作る元になる栄養

運動，休養や睡眠が必要であること
がわかる。

５月 総合 米のひみつを ・米の種類や産地を調べたり米がで 「主食の大切さを考えよう」 ・主食をとることの大切
探ろう きるまでの世話などについて教わっ さ

第 たりして稲を栽培する。

五 ７月 理科 花から実へ ・花にはおしべとめしべがあり子房 「食べ物のはたらきについて ・様々な食品の栄養
が実になり、中に種子ができること 知ろう」

学 を理解する。

年 ９月 家庭科 ご飯とみそ汁 ・日常の食事に関心をもち，ご飯と 「食生活を見直そう」 ・バランスのよい食事の
を みそ汁の調理実習をする。 とり方
作ろう

５月 理科 ジャガイモを ・植物の養分の取り方を調べ，植物 「食べ物のはたらきについて ・様々な食品の栄養
育てよう と環境とのかかわり方について考え 知ろう」

る。
第

９月 家庭科 １食分の ・毎日の食事を見直し，栄養的なバ 「食生活を見直そう」 ・バランスのよい食事の
六 食事について ランスを考えて１食分の食事の計画 とり方

考えよう を立てることができる。
学

２月 保健体育 病気の予防 ・生活習慣病など生活行動が主な要 「食生活について考えよう」 ・健康の保持増進の上で
年 因となって起こる病気の予防には， 望ましい食事のとり方

栄養の偏りのない食事や口腔の衛生
など望ましい生活習慣を身につける
ことが必要であることがわかる。


