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生活に活かせる力の育成を目指した調理実習授業の実践
Practical class of cooking training use for everyday life
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調理実習は子どもたちの興味・関心が高く、家庭科を特徴づける重要な学習形態であるが、基礎的な日常食の調理
に必要な調理技能の習得につながっていない現状がある。そこで、実験と実習を組み合わせ、生徒自らが調理方法を
考えて調理する実習授業を構想した。試し作りとなる簡単な実験を通して野菜の加熱調理の基本をおさえ、加熱時間
のめやすをつけることができた。自ら調理方法を考え調理することは、調理ができそうという生徒の自信を高めるこ
とができたと考えられる。今後の課題として、調理の基本としておさえるべき内容の整理や、小学校での学習も踏ま
えて学校段階に応じた学習内容を位置付けることが挙げられる。
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子どもたちが何を習得することを目指しているのかは
明確に示されていない。指導の実際は教師の手に委ね
られているため、実習例に頼って調理実習を行った場
合、教師も生徒もすでに示された調理法どおりに作業
を進めることにとらわれてしまう傾向があるのではな
いだろうか。ここに調理実習がその調理の経験に留
まってしまう危険性があるのではないかと考えた。
そこで「〜の作り方」にとどまらない調理実習の在
り方を検討するために、調理実習を通して身につけさ
せたい力を「自らの判断で基礎的な調理が行える力」
と設定し、調理の基礎をおさえるための実験と実習を
組み合わせた授業を構想した。

１．はじめに
調理実習は、家庭科を特徴づける学習形態であり、
自分たちで料理を完成させて食べる体験は、多くの子
どもたちにとって楽しいものとして認知されている。
また、家庭科の授業の中で調理を体験することは「役
に立つ」
内容だと学習者自身がとらえており 、もっと
上手になりたいという期待度は高い 。しかし授業時
間の減少や子どもの生活体験の低下等の制約の中で、
基本的な調理技術の習得を教師があきらめてしまい、
一部には調理実習を「楽しければよい」とする考えも
強く見られる 。一般に調理実習は、基礎的な調理技能
の習得を目指して行われている。食生活の自立におい
て、基礎的な調理技能の習得は必要な要素であるが、
調理実習が子どもたちにとって楽しい体験であるがゆ
えに、単なる調理の経験だけに終わってしまっている
現状が懸念される。調理実習が調理技能の習得やその
後の家庭での実践、応用につながっていない現状から
「代表例教授法」を用いた調理実習授業 や、ミニマム
エッセンシャル調理 などが提案されており、効果的
な題材の選定や指導方法について検討が続けられてい
るが、普及には至っていない。
中学校家庭科では、魚、肉、野菜を中心に日常よく
用いられる食品を取り上げ、基礎的な日常食の調理が
できるようになることが求められている 。教科書に
掲載されている調理は実習例であり、多くの場合その
中のいくつかを調理実習の題材として取り上げるもの
と考えられる。教科書には必要な材料と分量、調理手
順が示されているが、その実習例による調理の過程で

２．授業設計の視点
これまでの授業者の実践では、教科書等に示された
調理法にしたがって調理を行わせており、調理実習に
おける学習内容は「〜の作り方」を学ぶものとなる傾
向にあった。少ない授業時間の中で実習の回数は限ら
れており、網羅的にあらゆる調理を経験することは不
可能であるにもかかわらず、単にいくつかの調理を経
験するだけでも生活における応用にはつながらない。
日常の調理場面では、必ずしも示された調理法どおり
に調理を行っているばかりではなく、例えば同じ調理
であっても食材が異なったり、その食材に応じて切り
方を変えたり、加熱時間を調整したりといった自己の
判断も加わっている。ある料理の作り方は唯一絶対で
はない。では、何を基礎基本としておさえておけば、
その場での自己の判断によって調理を進めることが可
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能になるであろうか。
そこで、調理法を初めから示すのではなく、実験で
得た調理の基礎知識をもとに、目的に合わせて切り方
や加熱時間といった調理方法を自ら考えさせる授業を
試みることとした。実習題材は授業後の家庭での実践
を考えて、食材の組み合わせや味付けが多様に設定で
きるスープとした。
なお、実験は調理実習とは異なり必ずしも「おいし
く食べる」ことを目的としていないため、実験に用い
た食材は廃棄されることもありうる。授業者の問題意
識として、
「食材を無駄にしない」
ことを重視し、授業
の設計に当たっては実験に用いた食材も残さず食べら
れるよう配慮した。

を決めるための支援を行った。調理計画を立てる中で、
加熱時間のめやすについては次回の授業で実験を行う
ことを知らせた。
調理計画を作成する際に用いたワークシートを図１
に示す。調理実習のねらいを「作りたいスープを効率
的に作る調理手順を自分たちで考えよう」と示してい
る。ここで、
「効率的である」とは、時間、調理器具、
人数、グループメンバーそれぞれが有している調理技
術などの物的・人的資源を有効に使うことを意味し、
例えば20分以内という限られた時間内で調理すること、
使用できる調理器具は各グループで包丁２本、まな板
２枚など限られていることなどを口頭で説明している。
次にどんなスープを作りたいか、具の大きさ、形、加
熱の程度の３項目を決めたうえで、その目的に合った
食材の切り方や調理手順を考えていった。この調理計
画のうち、加熱時間については次の時間に実験を行い、
調理計画が妥当であるか検討することを知らせた。

３．授業の実際
題材名及び指導目標、指導計画、授業の概要を以下
に示す。授業実施は2010年２月〜３月で、西岡真弓教
諭が行った。対象はF中学校１年生である。
１ 題材名：Myオリジナルスープを作ろう
２ 指導目標
○食材の種類・切り方とそれに続く加熱方法には関
係があることを理解する。
○短時間で効率的にスープを作る計画を立てること
ができる。
○身近な食材を使ってスープを作ることができる。
○スープレシピづくりから得た調理の基礎的知識を
もとに、これからの食生活で応用することができ
る。
３ 指導計画（全４時間）
⑴スープ作りの計画（１時間）
導 入：条件（材料・調理時間）にあったスープづ
くりの調理計画を立てることを知らせる。
展開①：３つの料理でにんじんの切り方に違いがあ
ることに着目させ、切り方と加熱時間の関
係を考えさせる。切る大きさや形をそろえ
ることは、見た目のよさにつながることに
も触れる。
展開②：時間内に目的のスープを作るには、食材の
切り方、切る順番、鍋に加える順番、作業
の分担をどのようにすればよいかを考えさ
せる。
展開③：調理手順を考える上での疑問点を出し合う。
疑問点のうち、加熱時間については次回、
実験で確かめることを知らせる。

図１ 調理計画作成のためのワークシート
⑵実験及び調理計画の修正
導 入：野菜のかたさは加熱時間によってどのよう
に変化するか調べることを知らせる。
展開（実験）
：
①各グループで計画した切り方で３種類の野菜を
切る。
②湯（300 ）をわかし、固形コンソメ（1/2個）
を入れる。
③沸騰したスープの中に野菜を投入する。
④１、３、５、10分ごとに1/4量ずつを引き上げ

本実践で使用する食材は、にんじん、たまねぎ、キャ
ベツ、ベーコンとし、授業時間内で調理できるよう、
実際の調理時間は20分以内であることを知らせたうえ
で、食材の切り方、加熱時間、分担等の調理計画をグ
ループで立てさせた。話し合いが進まないグループに
対しては野菜の切り方を示した資料を提示し、切り方
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る。楊枝でさしたり食べたりしてかたさを確認
する。
⑤班で話し合い、ちょうどよい加熱時間を決める。
⑥調理計画を修正する。
まとめ：後片付けと実験のまとめ・考察

№22 2012

ワークシートに記入された感想から、以下に示すと
おり、実験として加熱時間ごとの野菜のかたさの変化
をみることにより、多様な気付きが見られた。
・時間をかけるとやわらかくなった。（加熱による変化）
・たまねぎはすぐやわらかくなるが、にんじんはすぐ
にはならない。
（食材による違い）
・思っていたよりキャベツ、たまねぎ、にんじんのゆ
で時間の差が大きかった。
（加熱時間の見当）
・キャベツは芯が残ることがある。
（部位による違い）
・にんじんは一番初めに入れて、たまねぎとキャベツ
は少し遅らせた方がいいかなと思った。（加熱の順序）
・にんじんを先に入れるけど、たまねぎ、キャベツも
同じくらいに入れるとよい。
（切り方による違い）

実験の様子を図２に示す。実験のねらいは、それぞ
れの野菜が目的とするちょうどよいかたさになるまで
の加熱時間を調べることであり、時間ごとに引き上げ
た野菜を楊枝でさしたり食べたりして確認していた。
野菜の切り方は各班で異なるため、適切と判断する加
熱時間は班によって異なることとなる。

⑶調理実習
前時の実験をもとに調理計画を修正し、本時の調理
実習に臨んだ。50分の授業時間内で調理、試食、後片
付けまで概ね予定どおりに終えることができた。
⑷実習のふり返りと応用（家庭での実践）
導 入：実習のふり返りと自分が作りたいスープの
調理計画を立てることを知らせる。
展開①：実習のふり返りとして、①野菜の煮え方、
②味、③効率よく調理できたかについて発
表させる。
展開②：スープの材料としていくつかの野菜を挙げ
させ、加熱時間の見当をつけさせる。
展開③：自分が作りたいスープの計画を立てさせる。
→家庭での実践（宿題）

図２ 実験の様子
１クラス分の実験結果を一覧にしたものを表１に示
す。このクラスでは、薄いたんざく切りでかために仕
上げたいグループのちょうどよい加熱時間が３分で
あったことから、他のグループの実験結果と比較する
ことにより加熱時間を短くしたいときは薄く切るとよ
いといった、切り方と加熱時間の関係をまとめによっ
てクラスで共有することができた。また、にんじんは
やわらかいと思っていたが予想以上にかたかったとい
う感想をもったグループは、20分以内の調理時間のう
ち加熱に10分かかるので早くにんじんを切らなければ
いけないといった調理時間のめやすをもつことができ
た。食材をすべて細かいみじん切りにすると計画して
いたグループは、実験において試作したスープが自分
たちのイメージ通りに仕上がらなかったこと、細かく
切る技術と時間の不足から切り方を変更する必要があ
ることが自覚できた。

実習のふり返り（図３）では、野菜の煮え具合の確
認方法として楊枝などで刺してみたり少し食べてみた
りすればよいこと、塩こしょうを入れ忘れたグループ
があったことから味見をすることの大切さ、効率的な
調理の例として切るときの手順をおさえた。次に家庭
で実践する際に考えられる食材をいくつか挙げさせる
中で、野菜の種類、切り方によって加熱時間が異なる
ことを再度確認させ、また野菜の種類によっては水に
さらす、下ゆでするなどの下ごしらえが必要になるこ
とを野菜の調理の基本として説明した。
その後、調理実習とは異なる材料でスープの調理計

表１ 実験結果
班 目的としたかたさ

計画した切り方
（にんじん）

適切と判断した
加熱時間

1

かため

たんざく切り

３分

2

ふつう

いちょう切り

10分

3

やわらかめ

超みじん切り

10分

4

ふつう

さいの目切り

10分

5

ふつう

いちょう切り

10分

6

ふつう

半月切り

10分

図３ 実習の振り返り（板書）
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画を各自で立てさせ、家庭での実践につなげた。

いう調理計画が立てられていた。おそらくポタージュ
スープをイメージしたものではないかと想像するが、
生の野菜をいくら細かく切ってもポタージュスープの
状態にはならず、加熱後に裏ごし等の処理が必要とな
る。野菜の加熱による軟化には、細胞壁の変化が大き
く関係している 。加熱後の野菜に物理的な力をかけ
ることと、加熱前の生野菜を包丁で切断することは全
く意味が異なる調理操作であり、調理科学的な裏付け
をもって説明することができるが、本実践では効率の
点から調理計画を修正しており、調理科学的な解説を
加えるにはいたらなかった。そもそも、植物としての
構造をもった植物性食品が加熱によってなぜ、どのよ
うに変化するのかは、学習指導要領や教科書で示され
た小・中学校家庭科の学習内容の中には見られない。
野菜を加熱によって軟化させることは、かたくて食べ
にくいものを食べやすくするための調理の目的のひと
つであり、植物性食品に共通する調理の基礎的な知識
と位置付けることができる。
高校家庭科教科書を対象とした分析ではあるが、教
科書の調理実習は学習のねらいが「〜の作り方を理解
する」といった調理技能に関するhow toに偏っている
こと、調理科学的な解説は少ないことが指摘されてい
る 。その解説も実習題材ごとに断片的に示されてい
る現状では、調理を科学的に認識することは難しいで
あろう。調理実習を通して何が学べるのか、調理科学
の新たな知見も踏まえて、調理の目的や調理法の特徴
など調理に関する学習内容を再構築することも必要で
あると考えられる。

４．成果と課題
授業実践後に自由記述により感想を求めたところ、
野菜の切り方と加熱時間の関係については、「小さく
切った方が火は通りやすい」
「キャベツなどのやわらか
い食べ物は火が通りやすいけど、にんじんなどのかた
い野菜は小さく切る」
「野菜の切り方を考えるとき、食
べやすいとか形がきれいということだけではないこと
が分かった」といった気付きが見られた。また、
「スー
プを作ってみて、私も一人で作れると思いました」
「自
分で初めから考えるとか無理と思ったけど、授業を
やって自分で考えるのも楽しいなあとか思いました」
といった記述からは、自分にもできそうといった自信
が感じられ、今後の家庭生活における実践につながる
ことが期待できる。これまでの調理実習のように、教
科書に示された手順どおりに調理を行った場合、その
手順どおりに調理しなければならないという思い込み
が強く、状況に合わせて自ら判断して調理を進める姿
勢は育ちにくかった。本実践においては、授業者の実
感として、実習中の質問が少なく生徒が自ら考えて主
体的に調理に取り組んでいる様子が感じられた。
一方で、課題として以下の点を挙げておきたい。今
回は調理時間のめやすをもたせることを目的として実
験を行ったが、３種類の野菜を用いて各グループで切
り方が異なるものを比較させることになり、野菜の加
熱調理としておさえておきたい基本的な事柄を実験結
果から整理することが難しくなったところもあった。
また、生徒の実態として、同じ食材を同じ大きさで切
ることができていない、切る操作に時間がかかるなど
の様子が見られ、調理の基礎的技能として切る技術の
向上が必要であると感じた。
さらに本実践を、中学校で扱われる調理に関する学
習全体の中で位置付けるにはいたっていない。
「ゆで
る」調理は小学校でも行われている基礎的な調理法で
ある。小学校の学習指導要領では、「ゆでる調理」
につ
いて、
「かたい食品をやわらかくするなど、食べやすく
おいしくするために目的に応じたゆで方ができるよう
にする」と述べられており、切り方と加熱方法および
加熱時間との関係については直接言及されていない。
しかし、ゆで野菜のサラダが教科書題材として採用さ
れており、水からゆでるのか沸騰した湯でゆでるのか
は、野菜の種類とともに切り方によっても異なること
が示されている ことを考えれば、指導の実際として
は切り方と加熱方法、ゆで時間との関係にも触れるの
が自然であろう。本実践は小学校での学習に位置づけ
るほうが適切かもしれない。しかし、実際には小学校
での学習が十分に行われているとは言い難く、調理法
に関する学習としておさえるべき内容を明確に示したうえで
学校段階に応じた内容の整理と位置付けが必要である。
関連して、本実践においてあるグループでは、スー
プの具となる野菜をすべて「超みじん切り」にすると
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