
施設見学や体験活動(調理実習)、専門家からの話を通して、
金沢の食文化を育んだ地域の環境、風土や歴史について学
び、理解を深めるとともに、守り伝える意識を育てます。
調べ学習や体験活動を通して、地域の伝統を守ることの価
値や地域と自分の暮らしのつながり等を理論的、多角的に
思考する力、伝統的な金沢の食の良さを確認し、地域の環
境、風土、生産と販売、生活者の視点から受け継ぐために
自分にできることを考え、実行する力を育みます。 

学習指導
要領との
関連 

小学校低学年 小学校高学年 小学校中学年 中学校 

中学校2年 

（地理的分野） 
2（2）日本のさまざまな地域 
   ウ 日本の諸地域 
（ア）自然環境を中核とした考察 
 地域の地形や気候などの自然環境が地域の人々の生活や 
 産業などと深い関係を持っていることについて考えさせ 
 る。 

学年｜教科 

学習内容 

プログラ
ム目標 

プログラ
ム概要 

「伝統食」を題材とした授業です。金沢の味を支えるもの
を観点として、校区内にある金沢の食文化を受け継いでい
る老舗を見学し、インタビューを行います。また、調味料
の使い方、調理方法による味の違いなど実習で学習します。
金沢の食文化を受け継いでいる人に出会い、伝統や文化の
価値に触れ、金沢の食文化を育んだ環境に気づきます。一
方で、保護者に「食」についてのアンケートを依頼し、老
舗見学時に撮影した映像を視聴していただきます。その結
果から、作り手と買い手がつながることで「伝統食の価
値」が守られることを認識します。そして、金沢の食文化
や環境を守り伝えるために何ができるのか考え、地域社会
への参画、行動を導きます。 

石川県 

社会 中学校2年 

（家庭分野） 
Ｂ食生活と自立 
（3）日常食の調理と地域の食文化 
 イ 地域の食材を生かした調理、地域の食文化 
 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ち、その意義について理解できるよ 
 うにする。 

技術・家庭 

ＥＳＤ 
の要素 

多様性 

有限性 

連携性 

相互性 

公平性 

責任性 

【批判】批判的に考え
る力 

【協力】他者と協力
する態度 

ESD視点で
育みたい 
能力/態度 

持続可能
な社会 
づくりの 
構成概念 

【未来】未来像を予
測して計画を立てる力 

【関連】つながりを
尊重する態度 

【多面】多面的、総
合的に考える力 

【参加】進んで参加す
る態度  

【伝達】コミュニケー
ションを行う力 



学習指導要領との関連 

学習指導
要領との
関連 

学年｜教科 

学習内容 

中学校3年 

（2分野） 
（7）自然と人間 
自然環境を調べ、自然界における生物相互の関係や自然界
のつり合いについて理解させるとともに、人間と自然との
関わり方について認識を深め、自然環境の保全と科学技術
の利用のあり方について科学的に考察し判断する態度を養
う。 

理科 



時 活動・学習内容 

（1時間） 
金沢の伝統食試食 
 

単元名 
（題材名） 

指導・支援の方法、ポイント等 
〔教材・必要物〕 

 
・多様な味の成り立ちを考える。 
・金沢の味に欠かせないものを考え 
 る。 
①食材②発酵（調味料）③歴史（道 
具、水等）④作る人の４テーマで課
題探究の計画を立てる。 

【協力】【関連】【参加】  
１学期に学んだ、食品添加物や農業が環境に及ぼす影響について振り返る。
伝統食「かぶら寿し」を試食する。大テーマは「自然とともに」であり、金
沢の環境が作り出す食、味について調べるように確認する。グループで話し
合い、４テーマから課題を選択する。 

1 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  6時間 

（2時間） 
インタビュー内容の作成 

 
１時間目で選択したテーマでの課題
を設定し、校区内の老舗見学でのイ
ンタビューをする。それぞれの課題
解決のための質問を作成する。 

【伝達】【協力】 
設定した課題を解決するために見学先での質問内容をグループで話し合い、
設定する。 

（3時間） 
施設見学 

 
・中初商店（味噌・醤油） 
・今川酢造（酢） 
・四十萬谷本舗（かぶら寿し・漬 
 物） 
課題解決に向け老舗見学・インタ
ビューを行う。 

【伝達】【参加】 
金沢の味を受け継いでいる老舗が校区内にあることを伝え、見学する。課題
解決のためのインタビューや製造・販売現場を見学して、金沢の味を受け継
いでいる老舗や作り手に出会い、地域、地域の文化についての興味・関心を
高める。 



活動・学習内容 
指導・支援の方法、ポイント等 

〔教材・必要物〕 

2 プログラム（単元・題材）の展開の流れ  6時間 

時 
単元名 

（題材名） 

（4時間） 
調理実習 

 
「和食の決め手は何だろう」 
金沢の味である見学先の調味料を使
用し、調理実習をし、味比べする。 
・酢 
・味噌 
・糀 

【参加】【協力】 
調味料の使い手として、実際に調理することで、調味料の上手な使い方を学
習する。体験を通して、使い手としての意識を育む。調味料の力を引き出す
には、和食の調理方法の基礎が大切であることに気付かせる。 

（5時間） 
ふりかえり 

 
老舗見学先の映像を視聴する。 
【映像1】今川酢造 
【映像2】中初商店 
【映像3】四十萬谷本舗 
これまでの学習、映像から各自考え、
意見をまとめる。 

【参加】【関連】 
老舗見学で撮影した映像を視聴し、店内の様子、インタビューの様子や作り
手からのメッセージを各自ふりかえる。 
「伝統的な金沢の食の素晴らしさは何か」をシートにまとめ、考えを整理す
ることで理解を深める。 
家庭で映像を視聴し、家族に「実際、家庭ではどんな調味料を使っている
か」「購入する際に何を重視して選んでいるか」等アンケートを行い、自分
の身近に引き寄せる。 

（6時間） 
前時のふりかえり 

 
金沢の伝統的な食について各自が学
んだことや考えを発表する。 
 
【映像4】郷土の食について 
家庭でのアンケート結果で見た現状、
映像から考えたことを発表する。 

【多面】【伝達】【参加】 
金沢の伝統的な食の共通点をふりかえり、前時に各自のまとめた感想を発表
して、作り手、職人のこだわり、思いを考えさせる。 
家庭でのアンケート結果から、家庭で調味料を購入する際に何を重視してい
るのか、保護者の思いや考えに触れる。作り手と買い手の思いをつなげて地
域の伝統食の価値を認識する。学習をふりかえり、自分の考えたことを、自
分の言葉でまとめる。 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

3 映像教材制作 1コマ目 

項目 時間目安 

理 解 （3分26秒） 
 

【映像1: 今川酢造（ロケ映像）】(3:26)  
三台目社長、今川英雄さんのインタビューと、酒造の紹介 
・寒い時期にお酒をつくり、そのお酒から酢をつくる 
・国産の原料と力を借りた天然醸造法がこだわり 
・手間ひまがかかるので今ではそういう方法で酢をつくる会社は尐なくなっている（機械だと３日、天然だと８ヶ月） 
＜メッセージ＞・自分の目でみて、味わい、匂いを嗅ぐ訓練が必要。五感で感じ、食について考えていくことが大事 

理 解 （3分52秒） 
 

【映像2: 中初商店（ロケ映像）】(3:52) 
・四代目社長、中谷英樹さんのインタビューと中初商店の紹介 
・創業1896年の老舗 
・味噌や醤油が昔からの伝統的手法でつくられている 
・天然の材料を使い、こだわりの製法 
・市販のものは外国産の原料をつかい、脱脂加工大豆をつかっているのが多い 
・自分たちはできるだけ地域の食材を選び、天然醸造で昔からの作り方に 
＜生徒の質問：昔から守り継がれたものは・・・＞ 
・醤油400年、お味噌1300年の歴史。 
・時代に合わせた作り方をしながら、伝統を重んじている 
・原料は金沢のエンレイをつかっている。 
＜生徒たちの感想＞ 
・時間をかけてつくったものの素晴らしさ／みんなに知って欲しい 
＜メッセージ＞ 
・金沢の地元を愛していただき、地元の食材を毎日食べ続けて欲しい・・・ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

4 映像教材制作 1コマ目／2コマ目 

項目 時間目安 

 理 解（3分19分） 
 

【映像3: 四十萬谷本舗（ロケ映像）】(3:19) 
 
・五代目、四十萬谷正久さんへのインタビューと四十萬谷本舗の紹介 
・創業明治8年に創業の漬物屋 
・ハレの日の食事として愛されている伝統食かぶら寿し 
・かぶら寿司づくりの体験をする人たち 
・醤油や味噌の発酵からスタートした 
・高級なブリが使われているかぶら寿司。ブリの半身返しという風習も石川や富山に独特なもの 
＜生徒の質問：かぶら寿しはどんな人に人気が？＞ 
・金沢出身の人。小さい頃は嫌いでも、冬になると無性にたべたくなる。 
＜生徒の質問：環境は作り方に影響しますか？＞ 
・温度や湿度、天候が影響 
＜メッセージ＞ 
・その地域その地域に昔から食べられている素材や味をできるだけ体験し、肌で感じて欲しい・・・ 

 導 入（5分） 
 

【金沢の伝統食の共通点を振り返る】 
◯３つの老舗を訪れたけれど、共通点はどんなことがあったかな 
（それぞれの特長から共通点を見いだす） 
 

映像教材制作 2コマ目 

ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 項目 時間目安 

保護者からのアンケートの活用 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

5 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

 発 表（25分） 
 

【学習の成果発表】 
 
◯金沢の伝統的な食について勉強したこと、そこから学んだこと、考えたことについて、発表しましょう 
・職人さんのどんな想い 
・こだわりがある 
・金沢の環境の影響 
・守っていきたい など・・・ 

課題の共有（5分） 
 

【課題の共有：伝統的な金沢の食を受け継ぐには？】 
 
◯伝統的な金沢の食を受け継ぐために何ができるでしょう？ 
◯みんなで考えてみましょう 

情報提供（4分） 
 

【保護者アンケートの結果報告（消費者の視点を考える）】 
◯皆の家の人が答えてくれたアンケートの結果です。 
・家庭で調味料を購入する際に何を重視しているか 
・安全やおいしいこと、国産のものへのこだわりなど・・・ 
＜アンケート結果の集計を発表＞ 



ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 

6 映像教材制作 2コマ目 

項目 時間目安 

意識を広げる（4分） 
 

【伝統食を受け継ぐことへの想い（買い手／消費者の視点から）】 
◯金沢の伝統食を守ろうと活動している人たちを取材してきました。映像をみてみましょう。 
 
【映像4: インタビュー（ロケ映像）】(2:59) 
・弥生児童館館長、山本悦子さん 
 金沢の正月というとかぶら寿しか大根寿し 
 大人もだんだん、つくらなくなってきた 
 何でも売っている便利な時代だが、自分がつくったことは大事におもってくれる。 
 自分が関わって馴染んで行って欲しい 
・青木クッキングスクール理事長青木誠治さん 
 白山の恵まれた水で育った食材、海にも魚が育つ 
 食とは土地の自然が育んだ物。金沢にはそれが豊富 
 金沢には季節ごとの豊かな郷土料理がある 
 最終的に懐かしいと思うのが郷土料理 
 それの良さを知り、大人になったら子どもにも残していって欲しい 
 
◯支える人たちがいるんだね 
◯みんなはどう感じましたか・・・ 
 

まとめの作業 （5分） 
 

【自分なりの考えを整理する】 
◯これまでの学習を振り返って、金沢の伝統食とどのように関わりたいか、自分の考えをまとめてみましょう 



7 映像教材制作 2コマ目 

プログラム地域化メンバー、実証協力校等 

実証協力校等：金沢市立泉中学校 
 

まとめ（3分） 
 

【全体のまとめ】 
◯どんな感想をもちましたか？（何人かに問いかける） 
◯作り手だけの想いでは伝統的な食を受け継ぐことはできない 
◯買い手である消費者の行動が重要 
◯これからも、伝統食や、この地域に守られている大切なものたちについて、作り手やそれを支えるひとたちの存在
のことも含めて考えてみて欲しい 

ファシリテート カリキュラム （○：講師コメント例） 項目 時間目安 


