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●指令3（目安20分）
日本各地に昔からつくられている「伝統野菜」
があります。ここでは児童が住んでいる地域の
伝統野菜を調べさせましょう。なかなか出てこ
ないようであれば、都道府県内だけでなく、関
東や九州などの地方単位に範囲を広げてみても
いいでしょう。また、インターネットを活用さ
せたり、地元の農家の方に聞く方法もあります。

［指導例］
・みんなが住んでいる地域に昔からつくられて
きた伝統野菜というものがあるのを知ってい
るかな？

・伝統野菜がすぐに思い浮かばない場合は、郷
土料理などを考えてみよう。その料理に使用
されているものが、伝統野菜ということもよ
くあるよ。

・インターネットで「伝統野菜」と入れて検索
すると、各都道府県の伝統野菜を紹介してい
るサイトが見つかるよ。

・伝統野菜がわかったら、せっかくだからそれ
を材料にした料理や加工食品も調べ（食べ）
てみよう。

●指令1（目安15分）
１週間の給食の献立から材料として使われていた
野菜を書き出させます。給食の献立表を見ながら、
家庭科の教科書などを参考にするといいでしょう。

［指導例］
・先週の給食にはどんな野菜が使われていたかな。
献立表を見ながら思い出してみよう。

・１週間で何種類くらいの野菜を食べたのか予想し
てみよう。予想はあたっていたかな。

・今の季節だけ使われる野菜はあるかな。

●指令2（目安20分）
まず野菜には旬があることを教えます。その後、
野菜の名前をどんどんとあげさせて、それを季
節に振り分けさせましょう。スーパーへ見に行っ
たり、インターネットを活用して調べたりする
方法もあります。

［指導例］
・季節ごとに、よく食べる野菜が何かを考えて
みよう。たとえば、冬の鍋料理には何を入れ
る？

・インターネットで「春野菜」や「夏野菜」など、
「野菜」の前に季節名をつけて検索すればすぐ
に調べられるよ。
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１．概要と指導例

 ■目標 ・和食を理解するために、旬の野菜、伝統野菜、年中行事との関わり、郷土料理について知る。

 ■実施目安時間　  90分

 ■実施場所　 .......  教室

 ■準備  ..................  給食の献立表、給食に使われていた野菜（1 週間分）、インターネット、

  　　　　  （農家へのインタビューに必要なこと）
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●指令4（目安15分）
「お正月」にいただく「おぞうに」など、年中
行事に関係した食べ物を調べます。1月であれ
ばお正月、2月であれば節分などと、行事のと
きによく食べる食べ物を思い出させましょう。

［指導例］
・1月にはお正月があるね。鏡開きの日に食べ
るものもお正月料理と考えていいよ。

・3月と9月にはお彼岸もあるよ。

・９月のお月見にお供えする食べ物を知ってい
るかな。

・12月 31日の大晦日に食べるものもあるね。

●指令5（目安20分）
自分の住んでいる地域独自の料理（郷土料理）
を調べます。指令3の伝統野菜から調べたも
のがあればそれを書いてもいいでしょう。また、
インターネットを活用させたり、地元の農家の
方に聞く方法もあります。

［指導例］
・みんなが住んでいるこの地域に昔から伝わる
料理があるのを知っているかな？郷土料理と
も言うよ。

・インターネットで「郷土料理」と入れて検索
すると、各都道府県の伝統料理を紹介してい
るサイトが見つかるよ。

・郷土料理の特徴や由来も調べてみよう。
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２．授業の進め方
■実施の前に
このワークシートでは、日本人の伝統的な食文化である

和食を知ったうえで野菜の旬や、年中行事と料理の関わり、

地域の伝統野菜や郷土料理を学び、身近にある食文化へ

の知識を深めます。

特に、地元でつくられている伝統野菜や郷土料理は、地

元の食文化と関わりがあるので、この機会に覚えるようにし

ましょう。

事前に、１週間分の給食で使われた野菜を調べておき、

給食の献立表も用意します。

各指令では１週間の給食の献立から使われた野菜を書

き出したり、伝統野菜や郷土料理などを調べたりすること

が必要です。図書館やインターネット、家庭、スーパーなど

のお店、農家の方など、さまざまな方法がありますので、内

容により適切な方法を指導するようにしましょう。

●指令1　給食から野菜をさがせ！
ここでは、給食に使われている野菜を書き出していきます。

あらかじめ、給食の時間に児童同士でどんな野菜が使われ

てるかなどの話をしながら食べるのもいいでしょう。

【給食の献立表】
学校によっては、給食の献立表に使われる野菜などが記

載されているものがあります。この場合は、答え合わせ用に

献立表を利用するといいでしょう。まず、メニューを思い出

させ、それにどんな野菜が使われていたかを考えさせましょ

う。

●指令2　季節の野菜を調べよ！
食べ物には味の良い食べごろの時期があり、「旬」と呼

ばれます。和食では、旬の食材を使って、四季を表現する

料理があります。

指令1と関連づけて、例えば「カボチャの煮つけで食べ

たカボチャの旬はいつでしょうか？」などと、実際に食べた

時期から野菜の旬の時期を考えさせるのもいいでしょう。

《季節の野菜の例》
春…春キャベツ、菜の花、セリ、フキ、セロリ、タケノコ、グリー

ンピース、スナップエンドウ、ソラ豆、アスパラガス、新タ

マネギ、サヤエンドウ、明日葉、ウド、フキノトウ

夏…カボチャ、トマト、ナス、トウガン、キュウリ、ゴーヤ、

トウモロコシ、ミョウガ、ニンニク、枝豆、シシトウ、インゲ

ン、オクラ、大葉、ピーマン、モロヘイヤ、ズッキーニ、ツ

ルムラサキ

秋…サツマイモ、里芋、ジャガイモ、長芋、大和芋、ゴボウ、

春菊、チンゲン菜、シイタケ、シメジ、舞茸、マッシュルーム、

ブロッコリー、カリフラワー、タマネギ、ニンジン、レンコン、

エリンギ

冬…白菜、ホウレンソウ、小松菜、ユリ根、ネギ、カブ、大根、

ニラ、ミズ菜

●指令3　伝統野菜を知れ！
自分が住んでいる地域の伝統野菜を知ります。伝統野

菜を「インターネットで調べる」「家族や地域の八百屋さん

に聞く」「図書館で調べる」などの方法で調べさせ、実際

の現物を見せて、特徴などを説明すると理解が深まります。

また、日本には各地に伝統野菜があります。ほかの地域

の伝統野菜について調べてみてもいいでしょう。

《伝統野菜の例》
北海道 八列トウモロコシ
山形 雪菜
福島 会津小菊カボチャ
東京 伝統小松菜
神奈川 三浦大根
新潟 長岡巾着ナス
石川 金時草
愛知 守口大根
三重 松坂赤菜
京都 賀茂ナス
大阪 毛馬キュウリ
奈良 大和芋
島根 津田カブ
広島 広島オクラ
熊本 水前寺モヤシ
沖縄 モーウイ

（参考）農林水産省：広報誌ａｆｆ（あふ）2010 年2月号
「特集　野菜をめぐる新しい動き　伝統野菜の実力 (4)」

http://www.maff .go.jp/j/pr/aff /1002/spe2_04.html

●指令4　年中行事との関わりを調べよ！
ここでは、「お正月」には「おぞうに」 「おせち料理」のよ

うに年中行事に関わりのある食べ物を確認します。家族の

人に聞き取りを行う場合は、どの地方の食べ物かも確認さ

せましょう。
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《年中行事の例》
 月 行事 食べ物

 1月 お正月 おせち料理・おぞうに・七草粥

  鏡開き おしるこ

 2月 節分 福豆・恵方巻き

  初午 いなり寿司

 3月 桃の節句 ちらし寿司・甘酒・蛤のお吸い物

  お彼岸 ぼた餅

 4月 花祭り 甘茶

  花見 花見団子

 5月 端午の節句 ちまき・柏餅

 7月 七夕 そうめん

  土用の丑の日 うなぎ

 8月 お盆 精進料理

 9月 十五夜（月見） 月見団子

  重陽の節句 菊酒・栗ごはん

  お彼岸 おはぎ

 11月 七五三 千歳飴

 12月 冬至 カボチャ・小豆粥

  大晦日 年越しそば

●指令5　地域の料理を調査せよ！
最後に地元でつくられてきた料理（郷土料理）を調べます。

できれば、地域の人などに協力をお願いして、実際につくっ

てみたり、食べたりする機会を設けるといいでしょう。

《郷土料理の例》
北海道 三平汁

青森 せんべい汁

山形 いも煮

栃木 しもつかれ

千葉 さんが焼き

石川 じぶ煮

山梨 ほうとう

京都 にしんなす

奈良 菜めし

愛媛 いぎす豆腐

福岡 がめ煮

宮崎 冷汁

■伝統野菜の見直し　
近年は流通インフラの整備が進み、大型店舗の普及など

もあって全国各地の野菜を手軽に購入することができるよう

になりました。そのため、自分が住んでいる地域に伝統野

菜があることを知らない住民も増えています。

その一方で、伝統野菜の復活をめざす動きが全国各地

で起きています。伝統野菜は、その土地で古くからつくられ

てきたもので、その土地の気候風土にあった野菜として確立

されてきました。そのため、その地域の食文化と密接に関

係するものが多くあります。

大量生産が求められる時代にあって、野菜のそろいが悪

い、手間がかかるなどの理由から、生産が減少していまし

たが、地産地消の意識の高まりとともに、伝統野菜が改め

て注目されています。地域の人などに協力をお願いして、児

童に伝統野菜を使った料理をつくらせて食べれば理解が深

まるでしょう。

■日本全国こども郷土料理サミット　
日本全国こども郷土料理サミットは、子どもたちが故

郷の郷土料理を調査発表することにより、全国の郷土

料理への関心と理解を深めることを目的として開催され

ています。2014年11月には、その第２回が開催され

ました。

このサミットでは全国から集まった各ブロックの選抜

者が、地域の郷土料理についてプレゼンテーションを

行ったり、郷土料理の試食などが行われました。
（参考）農林水産省「日本全国こども郷土料理サミット」

http://www.maff .go.jp/j/press/shokusan/gaisyoku/pdf/140714-01.pdf

展開例および参考資料
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