
2726

プログラム

11
学習
指導案

中学校2年　技術・家庭科
「地域の食材と食文化」イタドリを食べてみよう

プログラムのねらい
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B　食生活と自立
（3）　日常食の調理と地域の食文化について，

次の事項を指導する。
ア　基礎的な日常食の調理ができること。ま
た，安全と衛生に留意し，食品や調理用具
等の適切な管理ができること。

イ　地域の食材を生かすなどの調理を通し
て，地域の食文化について理解すること。

ウ　食生活に関心をもち，課題をもって日常
食又は地域の食材を生かした調理などの
活動について工夫し，計画を立てて実践で
きること。

　野草の中には，人間が食用にできるものがあることを知り，そ
れらの適切な調理方法（灰汁抜き等）を知る。併せて郷土の伝統
的な食文化について興味・関心を高める。

使用教材等

プログラム活用の工夫
　イタドリの他，オオバコやナズナ等，いわゆる「救荒植物」についての知識は，災害時の食糧を確保する意味で，防災教育にも
つなげることができる。

プログラムの位置づけと活用方法

中学校2年　技術・家庭科
 「食生活と自立 地域の食材と食文化」で活用

プログラムの内容
　イタドリの採取，下処理・調理を行い，郷土料理についての理
解を深める。

おすすめのポイント
　高知県をはじめ，和歌山県では「ゴンパチ」，兵庫県南但では
「だんじ」，秋田県では「さしぼ」と呼ばれ食用とされている。生で
は独特の酸味があるが，昔の人の多くがおやつ代わりにかじった
り，水車や笛などにして遊ぶなど，非常に身近な植物でもある。
　このイタドリをおいしく調理して，自然の恵みをいただく。

関係機関の活用
　地域の婦人会やJA農協の婦人部

学習指導要領との関連

・自分の食生活についてふりかえりながら，食事の
役割について考える。
・食事を規則正しくとることの重要性がわかる。
・5大栄養素について，その役割を理解する。
・食事摂取基準について知る。

・食品が口に入るまでの流れを理解し，食品の購
入の仕方がわかる。
・加工食品の表示の意味を理解できる。
・情報を正確に読み取り，自分で判断できる。
・安全と衛生に留意し，環境にも配慮した調理実習
について理解する。

・魚の特徴や新鮮な魚の選び方を理解する。
・野菜の特徴や新鮮な野菜の選び方を理解する。

・地域で生産されている食品にはどんなものがあ
り，その食品がどのような料理に使われているの
か考えることができる。
・日本の食文化にかかわる行事食の意義がわかり，
日常生活に生かす工夫ができる。
・地域によって行事食が異なることを理解する。
・地域で生産される食材の調理を通して，地域の
食文化を理解する。

【関・意・態】
・行事食と行事の関わり，郷土料理の意義を理解し，
自分の食生活に取り入れようとしている。

【知・理】
・食文化が受け継がれることの意義を理解している。

指導計画一例

中学校
技術・家庭科

配当時間

8

11

4

5
（本時）

主な学習活動 評価規準

2年 食生活と自立

教科書関連単元 ※参考：開隆堂

※参考：開隆堂

中学校２年　技術・家庭科　「食生活と自立」 配当時間：28時間　　本時：26・27時/28時間

・高知県の郷土料理について知っ
ていることを自由に発表する。
・イタドリについての説明を聞き，高
知県で食される背景について考え
る。

・地域の人を講師に招き，イタドリを
採取する。
・生の状態のイタドリを食し，味や食
感を確認してみる。

・採取したイタドリを調理する。
・出来上がった料理を試食しながら，
講師の方から郷土料理や行事食
についての話を聞く。

○高知県の郷土料理として知っている
ものを挙げさせる。
○イタドリについて，生育の場所や，様
子についての資料を活用し具体的に
理解させる。
○料理の写真を見せながら，身近に存
在していることを気付かせる。
○怪我に注意し，単独行動しないように
全体に目をくばる。

ビニール袋

包丁
ザル
ボール
フライパン等

○灰汁抜き等の下処理の必要性を理解
させる。
●地域の食材を生かした日常食などの
調理を通して，地域の食文化に関心
をもっている。【関・意・態】

授業の展開

時　間

1時間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

中学校2年　技術・家庭科　「地域の食材と食文化」 ◆本時2時間

イタドリを食べてみよう
単元の中での活用

　地域の食材を生かすなどの調理を通して，地域の
食文化を理解する。

学習指導要領

④2014.02.26　Ｉ

学習プログラム 環境学習プログラム集

１）ビニール袋
２）調理器具（包丁，ザル，ボール，フライパン等）
３）参考ホームページ　農林水産省選定「郷土料理百選」http://www.rdpc.or.jp/kyoudoryouri100/

イタドリの炒め煮イタドリの炒め煮
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