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１ はじめに 

 本校は、富士市の中心に位置し、近くには潤井川や

米之宮神社がある。近年の都市開発が進んだことで商

業施設が豊富にあり、車の往来も絶えない地区である。

昔から住んでいる家庭より、他地区から移住してきた

家庭が多いため、横のつながりが乏しく、地域がこれ

から連携していくことを目指している地区である。 
本校は、平成31（令和元）年度に、富士市食育推進

校として指定を受け、弁当を通して食育を推進してい

くことになった。富士市では、ＳＤＧｓ(Sustainable 
Development Goals 持続可能な開発目標)を推進する

ことが平成28年に決定した。環境フェアやポスターを

作って「食品ロスをなくそう」と広報しているが、広

まっているとは言い難い。そもそも「ＳＤＧｓ」を実

践しているということを実感する人はあまりいないの

ではないかと思う。 
そこで、ＳＤＧｓではなく、ＥＳＤ(Education for 

Sustainable Development持続可能な開発のための教

育)の考え方を広めることにした。ＥＳＤの考え方と総

合的な学習の時間のねらう力は似ている。横断的な教

育課程を意識し、実践することで多くの教科で獲得し

た知識や考え方を応用することを目的としているＥＳ

Ｄカレンダーを総合的な学習の時間を中心に作成して

実践していくことで、ＳＤＧｓの具現化に迫っていき

たい。本レポートは５年生で実践した「和・輪・環」

を紹介する。 
 

２ 研究実践 

⑴ テーマ決定 

 本学年の子どもたちには、和食を大きなテーマにし

て総合的な学習の時間を進めていきたいと話をした。

すると、和食が世界遺産になったこと、和食には味噌

汁や和菓子があること、普段あまり食べていないこと

などが挙がった。「どうして和食が世界遺産になったの

か。」と投げ掛けてみたが、答えることができなかった。

つまり、和食は身近にはなく、魅力が分かっていない

という現状が分かった。和食の話をしていくにつれ、

作って魅力を感じてみたいという気持ちが高まってき

た。そこで、テーマを「和（和食）・輪（弁当）・環（つ

ながる）」に設定した。 
⑵ 弁当づくり 

 子どもたちは給食より弁当の日の方が好きだった。

それは、好きなおかずがたくさん入っていることはも

ちろんだが、何が入っているのかが楽しみだと言う。

子どもにとって、お弁当は食べることの他にも、見た

目やわくわく感など様々な魅力がある。そのお弁当は

どのようにして作られるのかを考えてみることにした。

「冷凍食品を入れる。」「朝早くから作っている。」など、

大まかなことしか分かっていないことが浮かびあがっ

たので、視点を「作る当日まで」「作る当日」「作った

後」に分けて、弁当作りでどんなことをしているのか

調べてみることにした。 
弁当ができるまでの行程が分かったところで、弁当

の日にできることをやってくるという課題を出した。 
第１回目の弁当の日は、どれに取り組んだ子も一様

に満足そうだった。自分の弁当を友達に見せる時には、

得意げな顔になっていた。〈資料１）「どうやって作っ

たの。」「すごいね。」などと言いながら手を叩く子もい

た。それと同時に、担任が買ってきたチャーハンとチ

キンの弁当を見せると、「色が茶色ばっかり。」「先生は

野菜が嫌いなの。」「弁当箱がこれだと悲しい。」など、

弁当を見る視点についても考えるようになった。「好き

なものばかりではよくない。」「いろんな色があった方

が見た目がいい。」「ピックや入れ物も大事だ。」と次の

課題を見付けられた。 
 
 
 
 
 

(保護者の感想) 自分で考えた献立レシピを実際

に作ってみて、お弁当作りの楽しさを知ったよう

です。できれば自分の好きな食べ物だけではなく

て嫌いな食べ物にも興味を持ってほしいです。 



第２回目の弁当の日は、彩り

にこだわる子が多かった。卵料

理をしてきた子が多く、「うちの

卵焼きは甘いんだよ。砂糖を

入れたよ。」と、自分でやった

ことを語れるまでになってい

た。そこで、国語科「わが町ベストスリーをしょうか

いしよう」の内容を弁当に代え、自分の弁当のおかず

を紹介する時間を設定した。〈資料２〉その他にも、外

国語活動「Do you have~」では、好みの弁当を英語で

作ってみたり、栄養士の講義「おいしそう」な弁当を

作るには、５つのポイント「おいしそう」があること

を知ったりと、様々な活動から興味が高まるようにし

た。 
 

 
第３回目の弁当の日の前に、全国各地の駅弁を提示

し、「どうして駅弁は魅力的なんだろう」と投げ掛けた。

新富士駅の駅弁を見ると、しらすや落花生が入ってい

て、地元の食材がふんだんに使われていた。また、デ

ザインにも特徴がある弁当が何個もあった。食材やデ

ザインを工夫するとよりよい弁当ができることに気付

き、新たな課題が生まれた。 
弁当の日の前に計画を立て、保護者にチェックして

もらった。「旬を過ぎていて食材がない。」「値段がいつ

もより倍になっているので無理。」などの返答が多く、

理想だけではできないということにも気付けた。この

ことが後の感想の「朝の忙しい時間に弁当を作るお母

さんはすごい。」という感想を生むことになる。 

計画通りできない子も多かったが、富士山の形のお

にぎりにしてみたり、おじいちゃんが育てたトマトを

使って地元の食材を取り入れてみたりと、工夫に溢れ

ていた。〈資料３〉それを見合う子どもたちの笑顔がと

てもよかった。 
  他にも、畑で育てた夏野菜を漬けた漬物を食べた

り、茶業組合の方をお招きしてお茶の淹れ方の学習を

したりした。  

 
 
 
 
⑶ せんべいづくり 

① 稲作体験 

 地域の方々の協力で、稲作体験ができることになっ

た。５月には田植え体験をした。初めて田んぼに入る

子がほとんどでその感触を確かめながら歩いていた。 
 
 
 
 10 月には稲刈体験・脱穀体験をした。懸命に働くと

ともに、農家の方の米に対する思いを目の当たりにす

ることができた。 
② せんべいづくり 

収穫した米を加工して、何か作ってみたいと言い出

す子がいた。課題に立ち戻り、米を使った和菓子を調

べてくるなど、追究意識がかなり高まっていた。煎餅

は米からできているのだと気付いた。また、地区の祭

りで開かれる「北翔まつり」に出店して、自分たちの

煎餅を食べてほしいと課題を立てた。 
煎餅は上新粉からできている。「上新粉とは何だろう

か。」全員で調べていくと、米をすり潰したものだと分

かった。上新粉を使い、煎餅を作ってみると、水っぽ

い生地ができあがった。練ることを想像していた子ど

もたちは、「どうしてだろうか。」工程を振り返った。 
 

 
次の活動では、水を少しずつ入れるという課題で生

地作りに励んだ。前回とは違い、煎餅の形になり、乾

かすことにした。焼く工程を楽しみにしていた子ども

たちだが、２、３日経つとせんべいは黄色く変色して

いた。驚いた子どもたちは栄養士に話を聞きに行くと、

「黄色ブドウ球菌」がついていることが分かった。栄

養士に「食べられません。全部捨ててください。」と言

われ、苦労した作った煎餅を全て捨てることになった。

この経験をきっかけに、衛生面に特に気を付けるよう

になった。また、米を作る農家の方への気持ちも変化

していった。 
 
 

 

(児童の振り返り) 一番大事なことは水を少しず

つ入れることです。次は、水の量を調節したいです。 

児童の振り返り 見たときにきれいと思えるよう

に、並べ方やつめ方に気を付けました。 

児童の振り返り 米がむだになってしまい、え

いせいてきな管理をしっかりすればよかった。 

児童の俳句 
土遊び みんなが歩く 田植えあと 
カエル見て さけぶあのコの どろすがた 

(保護者の感想) 春の頃とは違い、見栄え良いアイ

ディア、バランスの良いメニュー、地元食材など上

手に考えてお弁当を作りました。三島の馬鈴薯のジ

ャーマンポテトは私も初めて作りました。 
〈資料２〉弁当の紹

介をする子ども 

〈資料３〉地元の食材を取り入れた弁当 



次は、「衛生面に気を付ける」という課題で生地作り

をした。茹でると殺菌効果があることを調べてきたこ

とで、工程が一つ増えた。煎餅を干す場所にもこだわ

りを見せ、「毎日見られ

る教室が良い。」「よく

乾く外が良い。」など話

合いを重ねた。観察し

ながら乾き具合を見る

ために、教室に干すこと

にした。〈資料４）初めて

の作業はバーベキューコ

ンロで行った。炭火で焼きたいという強い願いが子ど

もたちの中にあった。10 分ほど焼いて食べてみたが、

食感が非常に堅かった。これは、焼きむらがあったか

らだった。 
 

 
 
 
ここから、課題は一人一人変わっ

ていった。 
 次の活動では、生地をできるだ

け薄く伸ばそうとする子、同じ大

きさのものを作ろうとする子、決

められた時間の中でたくさん作ろ

うとする子など、自分の課題を追

究する姿が目立った。今回は、班

で決めた味を付けてみることを共

通の活動内容とした。〈資料５〉 
 
 
 
バーベキューコンロでやると、大量にできるという

メリットの反面、全部が均等にならないと感じていて、

味に焦点を当てることができなかった。次の活動から

は、トースターを使うことにした。〈資料６〉 
 次の共通の活動内容は「試食会をしよう」にした。

売れる味をみんなで決める時間にした。班で一つずつ

味を提案して、プレゼンをする時間を設けた。１班「バ

ターしょうゆ味」２班「ざらめ味」３班「のりチーズ

味」４班「味噌味」５班「ガーリック醤油味」６班「の

りしお味」であった。人によって好みは違うが、「誰も

がおいしいと思える味」を視

点にして決めることを話合い

で決めた。投票の際に、「工程

が少ない方がいい。」「コスト

のことも考えたい。」など、広

い視野を持って多角的にもの

ごとを捉えられるようになっ

ていた。投票の結果、ざらめ

味、味噌味、のりしお味を販売することになった。 
 次の活動では、北翔まつり当日に販売するものとし

て、450枚を用意した。 
⑷ 味噌汁づくり 

 11 月 24 日は「出汁で味わう和食の日」である。こ

の日に合わせて、出汁について考える活動を取り入れ

た。煮干し、昆布、かつお節でとった出汁を試食する

ことにした。子どもたちは、「魚のにおいがする。」「お

いしい。」と言う子もいたが、多くの子は、「おいしく

ない。」「めだかの水槽のにおいがする。」「いらない。」

など否定的であった。そこで、かつお出汁の味噌汁と、

出汁なしの味噌汁を飲み比べてみた。すると、出汁入

りの味噌汁の方は「家で飲んでいるのと同じ。」「おい

しい。」「かつおのにおいがいい。」と肯定的な感想ばか

りであった。 
 
 
 
 出汁をとる活動を重ねていくと、合わせ出汁を作っ

てみたいという新たな課題が生まれた。そこで、前出

の３種類の出汁を混ぜ、自分なりのオリジナルの味噌

汁を作るようになり「究極の一杯の味噌汁をつくろう」

とテーマが決まった。 
テーマが決まると、味噌に着目する子が出てきた。 

また、味噌に合わせた具材を追究した。子どもたちは、

具材の切り方にもこだわりをみ

せ、「食感が残るようにちょっと

大きく。」「全部を同じいちょう

切りにしたい。」「かぶは茎の部

分まで使おう。」と、課題に向け

て追究を重ねた。自分で作った

味噌汁はどの子も笑顔で食べて

いた。〈資料７〉 
 

(児童の振り返り) 少しかたくて食べにくかった

です。これを売ったらお年よりや小さい子が食べ

られない。もう少しうすく作ればいいなと思いま

した。 

(児童の振り返り) 出汁だけでも味そだけでもお

いしくないのに、出汁と味そが合わさるとおいし

くなるのがふしぎだと思いました。 

(児童の振り返り) たれを作ると、味噌を多くし

て砂糖を少なめにして味をこくするか、味噌を少

なく砂糖を多くして甘くするか、悩んでしまいま

す。 

〈資料４〉衛生面

に気を付けて煎餅

を干す子ども 

〈資料７〉笑顔

で味噌汁を食べ

る子ども 

〈資料６〉焼き具

合を確認する子ど

も 

〈資料５〉味

付けをしな

がら焼く 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑸ 団子づくり 

 煎餅作りで上新粉から煎餅になること、味噌汁づく

りで出汁をとることの大事さを学んだ子どもたちは、

それらの勉強を生かして次の活動をしてみたいと意欲

を高めていた。畑では大根が収穫の時期を迎えていた。

「おでんを作ってみたい。」「煮物を作りたい。」と話合

いを進めていたときに、ちょうど正月を過ぎていたこ

とから「お雑煮を作ってみよう。」とある子が言った。

本学級には、沖縄県や広島県から越してきた子も何人

かいるため、地方や家庭によってお雑煮の具や味付け

が違うことを初めて知った子どもたちは、自分たちで

お雑煮を作ってみたいという気持ちが強くなった。 
 団子を上手にできるようになったところで、お雑煮

を作ることにした。一人一人作りたかったが、物理的

に、時間的に無理があるため、グループごとに作るこ

とにした。また、授業参観にこ

の活動を設定して保護者の協力

をいただくと共に、それぞれの

家庭の味の違いを保護者にも

知っていただく時間とした。

（資料８）「うちはしょうゆと砂糖しか入れないよ。」

「めんつゆを入れると簡単に味付けができる。」「本当

は鶏肉をいれるともっとおいしくなるのに。」など、さ

まざまな考えや意見を聞く

ことができた。 
 また、稲作体験をさせて

いただいた方々や茶農業組

合の方を招いた「感謝の会」

では、団子を食べていた

だいた。〈資料９〉 
 

３ まとめ 

 新型コロナウイルス感染症や東日本大震災など、私

たちは生活していく上で、予期せぬ困難が待っている。

その困難を乗り越えるためには、多くの課題を解決し

ていく必要があるのだが、多くの場合、解決するため

の答えはない。話合いを重ね、試行錯誤をしながらよ

り良い方法を導き出していくことが必要になる。 
 ＥＳＤで付けたい力を常に意識し一年間の実践を重

ねてきた。子どもたちは、どうすればおいしいお弁当

ができるのか調べたり、家の人に尋ねてみたり実際に

作ってみたりした。煎餅をたくさん売りたいという願

いから、お年寄りや小さい子の立場に立って味や厚さ

を決めた。米を作っている人とのつながりを意識して

毎日の給食を味わった。食べ物を作ることについては、

こうすれば誰でもおいしくいただけるというレシピな

ど存在しない。だからこそ、目の前にある課題を試行

錯誤しながら、よりよい答えを導こうと努力する。こ

れからの社会を生きていく力、予期せぬ困難を乗り越

えるが力が少しは付いたのではないかと思う。 
また、農家の方々の米に対する思いを目の当たりに

したり、煎餅を作っているときに衛生面に気を付けた

り、販売してみると純利益の少なさが分かったりと、

キャリア教育にもつながった。あんなに苦労したのに

利益が約1000 円だったときには「ものが高いのが分か

った気がする。」「煎餅屋さんはすごいね。」と声が漏れ

ていた。 
 さらに、ＳＤＧｓの「１貧困をなくそう」「２飢餓を

ゼロに」「14海の豊かさを守ろう」「15陸の豊かさも守

ろう」の達成にも近付いたと思う。地元のもので作る

弁当や、米を利用したお菓子作りなど、小学生目線で

の目標は達成できたのではないかと思う。このことが

保護者に伝わり、地域、市や県と広がっていけば、世

界を変えるための 17 の目標であるＳＤＧｓは達成に

近付いていくのだと思う。 
 ３月に新型コロナウイルス感染症の影響で休校にな

ってしまった。Thinking Globally Act Locally にあ

るように、最後にもう一度、世界に目を向けて自分た

ちの置かれている立場を考える時間をとりたかった。

自分たちの活動に自信を持ち、小さいことが世界の誰

かに影響を及ぼしているかもしれないことを考えてみ

たかった。 

(児童の振り返り) 
 最初は学年で出汁を飲む体験をして「あまりおい

しくない。」「出汁ってこれ。」とビックリしました。

でも回数を重ねるごとに出汁の良いところやおいし

さ、み力が分かってきました。みそしるにはどの具

材が合うか、どの出汁が良いかを自分たちで考えま

した。かつお・こんぶ・煮干しの１つ１つの特ちょ

うを生かして、考えました。私はかつおの豆腐・今

育てている大根でやりました。出汁の量、みその量、

切り方、一番おいしくなるように、一生けん命つく

りました。 

〈資料８〉授業参観 

〈資料９〉感謝の会で団

子を振る舞う子どもたち 


