教諭

生徒の興味・関心を高める上で必要不可欠なもの。何としても実施したい
という思いから、様々な配慮や工夫をして取り組んだ６月・７月の「食に関す
る授業」
について、紹介したいと思います。
まず、文部科学省等から示された新型コロナウイルス感染症対策について、特に次
の項目に着目し配慮しました。
（手洗いや身支度の徹底などは、
これまでも行っています。）

マスクの着用や共有の教材、教具、機器、設備などを適切に消毒する
とともに常時換気する
共用の教材、教具、機器や設備などを触る前後で手洗い・除菌行為を
徹底する

そして、
これらを踏まえ、次に示すような形で授業を進めました。順に説明します。

竝川 幸 子

空間を分割した少人数での活動を行う

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

京都府立洛北高等学校 ・ 洛北高等学校附属中学校

生徒同士の距離を可能な限り確保（概ね１〜２メートル）
し、
対面とならないよう配置する

家庭科教育にも大きな影を落としました。
しかし、調理実習や被服製作は、

家 庭 科 実習の工夫

実習においては教員・生徒同士の接触を極力避け、個人で使用する
材料や道具の配布及び回収は生徒個人が行う

「実習はできるのでしょうか･･」新型コロナウイルス感染症の影響は、

●中学３年生：子どものおやつ「しそ餅」 ６月30日(火)昼休み･５限目
通常の
実習内容

道明寺粉４班分を熱する→蒸す→４分割する→各班で５等分にする→１人１個し
そ餅の形にする。扱いやすい分量で実習するため、グループ実習が不可欠です。

今回は、既製の
「しそ餅」
を昼休みに教室で配付、生徒は昼食後のデザートとして試食します。
５限目教室で
「しそ餅」
の作り方を説明。
しそ餅の感想を聞くと共におやつの意義等について学習しました。
生徒の食事中、使い切り
タイプの手袋をして配付

５時間目、家庭経営室で
授業(普通教室より広い)

ボトルの上にカメラを設置
作業内容がスクリーン映る

様子を見つつ手伝う生徒達

特別に
個別包装

６月30日(火)昼休み･５限目

※カメラを使うことで、手元がよく見えるので作業内容がよく分かり、しそ餅を作る工程が理解しやすいと思います。これで、家庭で作ることができます。
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●中学２年生：ひとりクッキング「切り干し大根の煮物」７月１日･８日(水)３限目･４限目
通常の
実習内容

お弁当「いわしの手開き（照り焼き）
・切り干し大根の煮物・万願寺唐辛子の炒め煮」を２時間
連続授業で実施します。

今回は、家庭経営室で40人全員に作り方を説明。
その後クラスを２分割して
（奇数・偶数）一方はその場で課
題に取り組み、
もう一方は調理室で
「切り干し大根の煮物」
を35分程度でひとりで作ります。
そして、容器に詰め
て教室へ持ち帰り、昼食時に試食します。これを２週続けて行いました。

全体説明

説明前の準備の様子
調理室の準備も完了

ひとりで作らないといけないので、
真剣に視聴 (食材炒めを示範中)

説明開始
野菜の切り方を示範中

調理の準備･･新型コロナウイルス感染症対策も含めて
鍋
皿
計量スプーン
菜箸
木へら
ボール等

布巾は使わずペーパータオル

調理で使う容器等、
すべて台所用洗剤で洗浄し、自然乾燥

台所用洗剤は
新型コロナウ
イルス対策対
応の物を準備

スポンジは１人１つずつ使用
色の異なる物を準備

調味料も各自計量スプーンを持って計量

鍋は区別がつく
よう２種類準備

調理の準備完了
対面にならないよう１台に２人が作業

食材等は手袋をして準備

※準備は慎重の上に慎重を･･神経を使いました。調理と後片付けが中心の「ひとりクッキング」です。
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調理開始･･新型コロナウイルス感染症対策も含めて
マスクをとるのは
味見のため

丁寧に手を洗ったあと、まず、まな板な
どの調理器具を台所用洗剤で洗うよう
に指示、すすぎも湯を使うよう指示

横に並んで野菜を切る
火を使うときも、なるべく互 いに離 れ
て行うよう指示

切り干し大根の煮物１人分の完成

食器を洗う
ときも、
なるべく離
れて行うよ
う指示

昼食時に試食
互いに味見をしたり、
教員が試食して評価できないのは残念･･

後片付けも丁寧に洗剤で洗浄後、
ペーパータオルで拭く

課題取り組みグループ
次週(7/8)、
調理グループになります。
7/8出欠確認後、すぐに調理を始
め、35分間で完成
授業時間残り10分、クラス全
体 ( 4 0 人 )で今 回 の 調 理 実 習に
ついての振り返り

※調理室と家庭経営室が廊下を挟んで隣の教室になるため、課題に取り組む生徒の様子もよくわかります。また、学年の先生に「ひとりクッキング」の取り
組みについて説明し、生徒の状況を見てもらうよう協力要請もしました。
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●高等学校「四季彩食（学校設定科目：
「食」を中心に学ぶ講座）６月25日(木)３･４限目
通常の
実習内容

調理の基礎・基本「野菜の切り方とミモザサラダ」野菜やじゃがいもを使い、各自が様々な切り
方を練習、
じゃがいもをゆでるのは１つの鍋を使って班で作業をします。
２時間連続授業です。

今回は、
１人ずつ調理台につき、
「ひとりクッキング」
を行います。今年度は講座選択者が５名、調理台は８台あ
るのでゆとりをもって実習ができます。今後も
「ひとりクッキング」
を継続します。
食材や調理器具は教員が準備し、各生徒が調理をして各自の容器に詰めて教室へ持ち帰ります。昼休みに
試食することができるので、食中毒の心配もありません。
本来は、生徒が作ったものを試食するのですが、今回は禁止。一緒に試食し、切り方や味などについて評価で
きないのは残念です。

日頃は台所用洗剤で洗浄や漂白後、
日光に当てて干す

材料の準備も使い切り手袋を使用

今回は加えて、実習前に
まな板や包丁はアルコール消毒

ひとりで調理に取り組み中

実習で使用する調理器具も消毒、
ペーパータオルで拭く

切った食材は
ちょっとおしゃれに｢ミモザサラダ｣

※

新型コロナウイルス感染症 の 影響で休校、授業再開後 の 最初 の 調理実習でした。感染症対策として、調理器具などにアルコール消毒（調理器具や食
品にも使用可能）をしていましたが、アレルギーや手肌 のかぶれなどに配慮し、翌週 の 実習からは新型コロナウイルス対策対応 の 台所用洗剤で丁寧
に洗浄後、ペーパータオルで拭く様にしました。
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【参考：講師を招聘した授業実践①】

●中学２年生：
「ミルク教室」６月３日(水)２･３限目
本来は、
（一般社団法人）
日本乳業協会関西相談室から講師を招聘し、講義と牛乳・乳製品を活用した調理
実習を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から調理については、
デモンストレーションに切
り換え、家庭経営室で実施しました。
スクリーンやテレビを用意し、一方で講義内容等を、
もう一方で調理の説明を行いました。
材料や調理器具
の準備、講師の
態勢も万全

小型カメラなので(ボトル上に設置)
手元の邪魔にならない

調理の様子や手元がよく見える

講義や実習の手順等を説明

調理の説明とともに、手順もスクリーンに
映し理解を深める

※

調 理 の 手 順 や ポ イントをより分 かりや すくす るた

め、講師の方と相談し、デモンストレーションを行う

ことにしました。野 菜を切る音やごま油で野 菜を炒

めた 時 の 香りなどが 直 接 生 徒に伝 わり、D V Dとは
異なる「生きた学び」ができました。
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【参考：講師を招聘した授業実践②】

●高校１年生「家庭基礎」茶道体験

６月11日(木)･15日(月)･26日(金)全7クラス２時間連続授業

流派「裏千家」
から講師５名を招聘して茶道体験を実施しました。
これまでは、水屋（被服室）
でお茶を点て、礼
法室へお菓子やお茶を運んでいましたが、新型コロナウイルス感染症予防の観点から自分でお茶を点て自分で
飲む
「自服」
を取り入れました。
40名を３グループに分け、①②③の内容をローテーションで体験しました。

① 講話（家庭経営室）
茶道の歴史やお辞儀の仕方等を学習
13〜14名の生徒は接近しすぎない
よう気を付けて着席

② お点前体験・見学
（礼法室･･２班に分け、交互に体験)

礼法室に入る生徒数を少なくして(６
〜７名)、
ゆとりをもって座るよう配慮
残り半数の生徒は被服教室でお茶
碗を拝見し、自分の気に入った茶碗
の絵柄やその理由などを記入

菓子鉢を回すことや、点てたお茶
をいただくことは今回中止

③ お点前体験・
「自服」
･･手指のアルコール消毒の徹底も

各自が茶碗と茶筅を持ち、お茶を点
てて飲む
向かい合わせに着席しないよう配慮
し、生徒同士の距離にも注意(被服
教室の机は大きい)
お菓子は個別包装にし、黒文字を使
わず食べるよう配慮
一人ずつ懐紙に個別包装のお菓子
を置く
茶碗や茶筅は、熱湯で湯通しを行い
ペーパータオルで拭く
作業はすべて使い切り手袋をはめて
行う
※

１年生全員が体験しましたが、新型コロナウイルス感染症予防を意識しての 実施でしたので、正直、講師 の 方々も私も疲れました。しかし、生徒にとっ
ては大変有意義な体験となり、取り組んだ甲斐がありました。

これまで説明した通り、準備から後片付けまで日頃の実習と比べ、
かなりの時間を費やすと共に、気疲れしました。
しかし、家庭科は実習や体験があってこそ内容が深まると考えます。今後、被服製作や介護疑似体験、乳幼児や園
児との交流なども工夫を凝らし実施していきたいと思います。
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