
フードデザイン子どもの発達と保育

家庭 307家庭 304

最新家庭基礎家庭基礎家庭総合

家基 303家基 302家総 302

※この冊子にある評価規準は、教育図書がオリジナルで作成したものです。

平成 28年度用 高等学校家庭科

教科書採択の手引き
シラバス案・評価規準例



2

発行者番号・略称 　   記号　番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書　　名

 家総 302　　家庭総合　ともに生きる 明日をつくる

編集方針 基礎・基本をしっかりと学べるベーシックな教科書となっています。高校生が、自らの生活をより良くし、ゆたかな人生
をつくる手段を学ぶ教科として家庭科を位置づけました。

全体の構成
組織・配列について

①家庭科学習の模式図や等身大の赤ちゃん写真、日本・世界の衣食住など、家庭科の導入として興味を引き立てる口絵と
　なっています。授業の資料としても活用できる内容です。

②各章のはじめに、学びの地図を配置し、その章で何を学ぶかが一目でわかるつくりになっています。

③全体を通して、ライフステージの考え方を意識して構成しました。全ての学習は現在の自分と関係していることが実感
　できるようになっています。【例】p.10/p.188/p.231 など

④各章の内容は、生徒の身近にあるさまざまな事象への気付きからスタートしています。学習を進めるに従って、実生活
　での応用、地域や社会の現状と、段階を追って視野が広がっていく構成になっています。

⑤各節のはじめに「KEYWORD」を提示して、学習の導入やまとめとして活用できるようにしています。
　【例】p.12/p.230 など

内容
内容の工夫点について

①男女の平等、自立と共生、少子高齢化への対応、家庭生活の環境への影響など、さまざまな社会問題に重点を置き、そ
　れらの問題を自分で考えるために必要な資料を数多く掲載しています。　【例】p.47/p.67/p.126 など

②各所に「考えてみよう！」という課題を提示し、生徒の興味・関心を深め、問題解決の姿勢をもてるようにしています。
　【例】p.23/p.129 など

③実際に課題を解いてみることなどで学習を深める「TRY ！」を掲載し、学習の内容を自分の立場で考えられる工夫をし
　ています。【例】p.109/p.187/p.233 など

④実習では、季節と料理の関係を知る四季の椀、材料から献立を立てる調理実習のメニューや、難易度によってアレンジがで
　きる衣服実習など、各学校のカリキュラムに合わせた使い方ができる題材となっています。
　【例】p.164 〜 /p.216 〜など

⑤コラムでは本文で書かれた内容について、実際の例やいろいろな人の体験、話題のトピックなどを取り上げています。
　【例】p.9/p.105 など

表現方法
表現や表記について

①高校生のキャラクターを設定し、生徒個人のプライバシーに踏み込むことなく、家族などの領域が学習できるように工夫しま
　した。【例】p.7/p.279 など

②誰にでも使いやすい教科書を目指し、ユニバーサルデザインカラーを使用しています。

③生徒が理解しやすいように、脚注で説明を補ったり、重要な語句をゴシックにするなど、理解しやすい工夫をしています。

新学習指導要領
との関連

及びその他
言語活動・伝統文化・体験
活動・道徳教育・食育・環境

教育・消費者教育など。

①各章の導入部に、自主的な思考を促す見開きの資料を掲載しています。言語活動の充実を図るためのテーマとして、ま
　た小論文の題材としても使用できます。【例】p.32/p.94/p.120 など

②衣・食・住の各領域においては、「環境」や「伝統」の内容を多く取り上げています。改正教育基本法に書かれた、自然
　や環境への視点や郷土愛を養うことができます。【例】p.210/p.224/p.258 など

③日本の伝統を学ぶためのコラム「JAPAN」、国際的な視野をもつためのコラム「WORLD」を設け、自分の国について知
　りつつ、グローバルな視点を養えるよう工夫しています。【例】p.83/p.227/p.251 など

④各章の最後には、「プロフェッショナル」と題したコラムを掲載しました。具体的な職業紹介や、社会人へのインタビュ
　ーを読むことで、キャリア教育の充実が図れます。【例】p.119/p.227/p.273 など

⑤まとめの 10 章「生活設計」では、生活資源について考える資料として、ライフイベントにかかる費用や WHO の掲げ
　たライフスキルについて扱っています。【例】p.275，276

⑥ライフステージの考え方や行事について自分のこととして考えられるように、調理実習にてパーティー用手巻き寿司や、
　季節の椀などを紹介しています。【例】p.174/p.176 など

⑦災害とその備えや対処法について学ぶため、多くの資料を掲載しています。【例】p.242/p.250 など

印刷・造本上
の配慮

①全体を通して、鮮明で見やすいイラストや写真を選びました。

②長期の使用に耐えることができるよう、強度に優れた製本に配慮しています。

【家庭科教科書　採択理由書（検討の観点と編集の特色）】

6
教図
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　　記号　番号　　　     　　　　　　　      書　　名   　 記号　番号　　　　　　　　　　　　　　書　　名

 家基 302   家基 303

基礎・基本をしっかりと学べるベーシックな教科書となっています。高
校生が、自らの生活をより良くし、ゆたかな人生をつくる手段を学ぶ教
科として家庭科を位置づけました。

限られた時間の中でもしっかりと学べるよう、簡潔な文章を心がけてい
ます。自分の考えを築く力を養うための資料が満載です。

①家庭科学習の模式図や等身大の赤ちゃん写真、日本・世界の衣食住な
　ど、家庭科の導入として興味を引き立てる口絵となっています。授業
　の資料としても活用できる内容です。

②各章のはじめに、学びの地図を配置し、その章で何を学ぶかが一目で
　わかるつくりになっています。

③全体を通して、ライフステージの考え方を意識して構成しました。全
　ての学習は現在の自分と関係していることが学べるようになっていま
　す。【例】p.8/p.130/p.157 など

④各章の内容は、生徒の身の回りにあるさまざまな事象への気付きから
　スタートしています。学習を進めるに従って、実生活から、地域や社
　会の現状へと、段階を追って視野が広がっていく構成になっています。

①学習への主体的な態度を養うため、各節は生徒が自分の価値観や考え
　を見つめ直すことができるチャート表からスタートしています。また、
　自分が何を学んでいるのかがいつでも確認できる図が掲載されていま
　す。　【例】p.62/p.164 など

②家庭科学習の模式図や等身大の赤ちゃん写真、日本・世界の衣食住な
　ど、家庭科の導入として興味を引き立てる口絵となっています。学習
　の際の資料としても活用できる内容です。

③各節の最後には、生徒個人個人が自分の考えを整理し、意思決定を促
　すための資料を掲載しています。統計資料や図表の意味を読み取り、
　そこから自分の考えを築く力（PISA 型学力）を養うことができます。
　【例】p.23/p.109 など

①男女の平等、自立と共生、少子高齢化への対応、家庭生活の環境への
　影響などの社会問題に重点を置き、それらの問題を自分で考えるため
　に必要な資料を数多く掲載しています。【例】p.49/p.55/p.81 など

②各所に「考えてみよう！」という課題を提示し、生徒の興味・関心を深め、
　問題解決の姿勢をもてるようにしています。
　【例】p.80/p.181 など

③各節のはじめに「KEYWORD」を提示して、学習の導入やまとめとし
　て活用できるようにしています。　【例】p.28/p.184 など

④コラムでは本文で書かれた内容について、実際の例やいろいろな人の
　体験、話題のトピックなどを取り上げています。
　【例】p.7/p.181 など

①私たちの生活の裏にある原理や科学性に気付かせるため、科学的根拠を多
　く掲載しています。また、最新の科学的データを「暮らしの科学」コラム
　として紹介しています。　【例】p.115/p.144 など

②各所に「考えてみよう」という課題を提示し、生徒の興味・関心を深め、
　問題解決の姿勢をもてるようにしています。【例】p.19/p.151 など

③家庭科の学習を、実生活で活かすためのワークを各章に配置していま
　す。実際に問いを解いたり、自分の立場で考えることで、自主的に学
　ぶ姿勢を育てます。　【例】p.41/p.154 など

①高校生のキャラクターを設定し、生徒個人のプライバシーに踏み込むこ
　となく、家族などの領域が学習できるように工夫しました。
　【例】　p.16/p.214 など

②誰にでも使いやすい教科書を目指し、ユニバーサルデザインカラーを
　使用しています。

①誰にでも使いやすい教科書を目指し、ユニバーサルデザインカラーを
　使用しています。

②生徒が理解しやすいように、脚注で説明を補ったり、重要な語句をゴ
　シックにするなど、理解しやすい工夫をしています。

①衣・食・住の各領域においては、「環境」や「伝統」の内容を多く取り
　上げています。改正教育基本法に書かれた、自然や環境への視点や郷
　土愛を養うことができます。　【例】p.113/p.153/p.177 など

②日本の伝統を学ぶためのコラム「JAPAN」、国際的な視野をもつための
　コラム「WORLD」を設け、自分の国について知りつつ、グローバル
　な視点を養えるよう工夫しています。　【例】p.91/p.135 など

③各章の最後には、学習を活かして、発展的な実習や考察ができる「課
　題研究」を掲載しています。　【例】p.66/p.126 など

④実際に課題を解いてみることで学習を深める「TRY!」を掲載し、学
　習の内容を自分の立場で考えられる工夫をしています。
　【例】p.10/p.129/p.160 など
　
⑤１時間授業に対応できるよう、調理実習のレシピに「手早くできる料理」
　を取り入れました。　【例】p.122

①少子化や高齢化といったさまざまな社会問題に対し、科学的な説明を
　心がけ、正確な知識や態度が身につくよう工夫をしています。
　【例】p.38/p.49/p.63 など

②衣・食・住の各領域においては、実際の選択場面を想定し、何を基準
　に選択すればよいのかを具体的に挙げることで、生徒の自主性を育み
　ます。　【例】p.78/p.120 など

③１時間授業に対応できるよう、調理実習のレシピに「手早くできる料理」
　を取り入れました。　【例】p.102

④具体的に災害対策を学ぶため、多くの資料を掲載しています。
　【例】p.136 など

①全体を通して、鮮明で見やすいイラストや写真を選びました。

②長期の使用に耐えることができるよう、強度に優れた製本に配慮してい
　ます。

①全体を通して、鮮明で見やすいイラストや写真を選びました。

②長期の使用に耐えることができるよう、強度に優れた製本に配慮してい
　ます。

家庭基礎
　ともに生きる 明日をつくる

最新家庭基礎
　　　　生活を科学する
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家総 302「家庭総合  〜ともに生きる 明日をつくる」

目　　　標
人の一生と家族・家庭，子どもや高齢者とのかかわりと福祉，消費生活，衣食住などに関す
る知識と技術を総合的に習得させ，家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに，生
活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。

指導計画（シラバス）案　【４単位　１４０時間】

学期 月 章・単元 項目 時間 学習のねらい・目標 他教科との連携、特記事項など

１
年
生　

１
学
期

4

第１章　人の一生と家族

①人生ってなんだろう？ 1. なぜ「今」が大切なのか？ 2
・生涯発達の視点から各ラ
イフステージの特徴・課
題とそれに対応した意思
決定の必要性について理
解する。
・青年期の自立について
考え、男女の社会的役割
について理解する。また、
自分の問題として意識す
る。

・青年期については、「倫理」「保
健」との連携を図る。
・キャリア教育については、「公
民」と連携を図る。
・中学校「道徳」を振り返る。
また、「公民」「特別活動」に
おける道徳教育と連携する。
・ライフステージの学習では、
今までの自分を客観的に振り
返らせるとよい。
・ライフステージのおもな課
題について考えさせる。

2. 人の一生はどうなっているのだろう？

②青年期とはどんな時期？
1. 一生のなかの青年期

22. 青年期の課題にはどのようなものがある？
3. 未来へ向けた決断をしよう

③家族ってなんだろう？
1. 家族について考えてみよう

2
2. 家庭の働きを考えてみよう

5

④家族と社会とのかかわりは？

1. 家庭生活と社会の動き

4
2. 現代家族の問題点
3. 家庭生活で困ったときには
4. 家族，家庭は法律でどう決められているか

第２章　保育
①赤ちゃんはなぜかわいい？ 1. 赤ちゃんのもつすばらしい能力

2 ・子どもの心身の特徴や発
達、遊びの意義をとらえ、
子どもにとってよい環境
について考え、自分なり
の意見をもつ。
・親の役割や子どもを生み
育てることの意義を学ぶ。
・生命の尊さを認識し、愛
着の形成や社会的規範を
身につけさせる上で、保
育における親の役割を理
解する。

・子どもの発育・発達や生命
の誕生については「保健」と
の連携を図る。
・生命の尊さについて「倫理」
及び「公民」「特別活動」にお
ける道徳教育との連携を図る。
・視聴覚教材を活用すること
で、より学習を深めることが
できる。
・制度等については、第４章「共
生社会」と関連づけて学習す
るとよい。

②子どもはどう育つのだろう？

1. 子どもの成長のようす
2. 子どもの発育・発達の特徴

4

6

3. コミュニケーション能力の発達
4. 発育・発達の障がい

③親になるとはどういうこと
か？

1. 親の役割ってなんだろう？
5

2. 子どもの世話をしてみよう

7 ④子育てを支える社会のしく
みは？

1. 子どもを取り巻く環境の変化

3
2. 子育てにかかわる問題点
3. 子どもや子育てを支援するしくみ
4. 子どもの権利と福祉

１
年
生　

２
学
期

9

第３章　高齢者
①社会はどう高齢化するのだ
ろう？

1. 高齢期についてなぜ学ぶのか？ 1

・高齢者の生活に関心をも
ち、未来の自分の生活と
してとらえることができ
るようになる。
・我が国の高齢化の特徴を
知り、高齢者福祉の現状
と課題について理解する。

・伝統の継承や、先人への感
謝は「公民」「特別活動」にお
ける道徳教育と連携を図る。
・高齢者と接触する機会をも
つことができると、実感が湧
きやすい。
・高齢者に関する情報を、自
分たちで調べてみるとよい。
・視聴覚教材を活用すること
で、より学習を深めることが
できる。
・制度等については、第４章「共
生社会」と関連づけて学習す
るとよい。

2. 人口の高齢化はなぜ起こるのか？

②高齢期ってどういう時期？

1. 高齢期について正しい知識を身につけよう

2
2. 高齢期の心身の特徴
3. 高齢期の健康
4. 高齢期の生活

③高齢期の生活を支えるしく
みは？

1. 超高齢社会の課題

2

2. 介護保険制度とはどのような制度なのだろう
3. 公的年金制度
4. 成年後見制度
5. 高齢者虐待防止法
6. 地域福祉とは

10

④高齢者の介護を学ぼう 1. 介護の目的と方法 5
第４章　共生社会

①共生ってなんだろう？
1. 私たちの暮らしの成り立ち

2 ・地域社会の一員として、
支え合う大切さを知る。

・「現代社会」「政治・経済」
の内容と連携を図るとよい。
・第２章「保育」、第３章「高
齢者」と関連づけるとよい。2. 共生社会の実現に向けて

第５章　消費生活
①暮らしとお金のかかわりは？ 1. 経済から見た暮らし

2 ・消費行動への意思決定に
は様々な要因があること
を理解し、自身の消費行
動として具体的に考えら
れるようになる。
・家計管理について具体的
な事例を通して、シミュ
レーションすることがで
きるようになる。

・生活情報や経済活動につい
ては「公民」との連携を図る
とよい。
・情報モラルについて「中学
校技術」を振り返るとよい。
・トラブル防止のためにも、
契約の重要性を認識させる。
・実生活における家計の収支
を認識させる。

②暮らしに必要なお金は？
1. 家計とその特徴
2. 家計を計画的に管理しよう

③何をどうやって買う？
1. 私たちの消費生活

8

2. 生活情報の活用と意思決定

11 ④自立した消費者とは？

1. 契約で成り立つ消費生活
2. 消費者問題の現状と課題
3. 消費者の権利と責任
4. 消費者の行動が社会を変える
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学期 月 章・単元 項目 時間 学習のねらい・目標 他教科との連携、特記事項など

１
年
生　

２
学
期

11

第６章　食生活

①なぜ食べるの？
1.「食べる」ということ

2 ・食生活の多様化や環境の
変化を知り、食生活と環
境の関わりについて科学
的に考える能力を身につ
ける。
・行事食・郷土食・伝統的
な加工食品などの食生活
の文化とその背景につい
て知る。
・日常用いられる食品の栄
養素的特質、調理上の性
質について科学的視点か
ら理解する。
・現代の食生活における食
の安全に関する基礎的な
知識を理解する。

・生命を維持するための食に
ついて、「化学」「生物」のと
の関連性を図る。また、消化・
吸収について振り返ることで、
栄養素の学習が深まる。
・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。
・食事と健康について「保健」
と連携を図る。
・小中学校で学習した内容を
復習することで、効率的に学
習が始められる。
・日本の伝統的な生活につい
て、衣食住領域で連携して扱
うとよい。
・実習の際は、計画性・安全
性に十分配慮すること。

2. 自分の食生活を振り返ってみよう
3. 現代日本の食生活の課題

12
②何を食べるの？

1. 食べているものを見つめてみよう
8

１
年
生　

３
学
期

1
2. 私たちが食べているもの

③食品の選択と取り扱い
1. 食品の選択と保存

8

2
2. 食品の安全

④献立づくりと調理

1. ライフステージと食事

6
2. 何をどれだけ食べればよい？

3
3. 調理の基本を知ろう
4. おいしく調理するために知っておこう

２
年
生　

１
学
期

4 調理実習 10

5

⑤食と暮らしのかかわりを知
ろう！

1. 食文化を継承する
4

2. 環境に配慮した食生活を送ろう
第７章　衣生活

①なぜ服を着るの？
1. 衣服の機能

2

・自身の衣生活の分析を通
して、衣服や日常の衣生
活に関心を持つことがで
きるようになる。
・資源の有効利用の観点か
ら、購入、活用、手入れ、
再利用、廃棄まで考えた
被服計画をたてることが
できる。

・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。
・ファッションや伝統的な衣
服について「美術」と連携を
図る。
・日本の伝統的な生活につい
て、衣食住領域で連携して扱
うとよい。
・小中学校で学習した内容を
復習することで、効率的に学
習が始められる。
・実習の際は、計画性・安全
性に十分配慮すること。

2. 人の一生と衣服

6

②衣服の成り立ちと性質を考
えよう

1. 衣服の材料を見てみよう

4

2. 衣服のつくりを見てみよう

③衣服はどのように管理する？

1. 衣服計画とは
2. 衣服の購入
3. 衣服の着用とイメージ
4. 衣服の手入れ

45. 衣服の保管
6. 衣服と環境

２
年
生
２
学
期

7,9 ④衣服をつくってみよう！ 1. 自分で衣服をつくるには？
12

10 衣服実習

11

⑤伝統的な衣服とは？ 1. 暮らしに根づいた伝統的な衣生活 2

第８章　住生活

①だれが暮らしているのだろ
う？

1. 住まいの役割

2
・住宅の機能、住空間の計
画、住環境の整備につい
て科学的に理解する。
・安全で快適な住生活を送
るための知識を身につけ、
環境にも配慮した住生活
を送るための知識を身に
つける。
・住居の平面図を読みとる
ことができるようになる。

・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。
・火山や地震など自然災害に
ついて「地学」と連携を図る。
・伝統的な建築について「美術」
と連携を図る。
・住まいの構成と成り立ちに
ついてイメージできるように
する。
・日本の伝統的な生活につい
て、衣食住領域で連携して扱
うとよい。
・住宅広告やインターネット
などを有効に利用するとよい。

2. 人間に必要な住空間とは

3. 空間はどう構成されるのだろう

4. 人と住まい

②どのように暮らす？

1. 住まいの今

42. 安全に暮らす

3. 健康的に暮らす

12

③地域のなかで暮らす 1. 暮らしとさまざまなつながり

4
④文化・環境と暮らし

1. 長く住み続ける暮らし

2. 文化と住生活
3. 環境と住生活

２
年
生　

3
学
期

1

第９章　環境

①生活を見つめてみよう
1. 便利なモノやサービスに囲まれた生活

2
・自身の生活を見つめ直
し、地球環境保全に貢献
できるライフスタイルを
確立するための基礎をつ
くる。

・「化学」「地理」と連携を図
ることで、エネルギー問題が
効率的に学習できる。
・自然環境について「生物」
と連携を図る。
・近代化について、「世界史」「日
本史」と連携を図る。

2. 世界に目を向けると

②環境のためにできることっ
て？

1. 持続可能な社会のために

8
2

2. 循環型社会をつくる

3. 低炭素社会をつくる
4. 行動し，変化を起こそう

3

第 10 章　生活設計

①人生を設計してみよう
1. 人生にかかわる要素を考える

4
・生涯を見通した生活設計
の重要性について理解す
る。

・高校卒業後の進路について
考えさせる。2. ライフスタイルって何？

3. 生活設計を考えよう

7,9 ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 8
・家庭科の学習を通して
得た知識・技能を活かし、
生活の課題を解決する。

・活動の際は、家族や地域の
協力が得られるかどうか確認
して進めること。
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家総 302「家庭総合  〜ともに生きる 明日をつくる」
評価規準例　【４単位　１４０時間】

評価規準 
（観点及びその趣旨）

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
人 の 一 生 と 家 族・ 家 庭、
子どもや高齢者との関わ
りと福祉、消費生活、衣
食住などについて関心を
もち、その充実向上を目
指して主体的に取り組む
とともに、実践的な態度
を身に付けている。

人の一生と家族・家庭、子ども
や高齢者との関わりと福祉、消
費生活、衣食住などについて生
活の充実向上を図るための課題
を見いだし、その解決を目指し
て思考を深め、適切に判断し、
工夫し創造する能力を身に付け
ている。

人の一生と家族・家庭、
子どもや高齢者との関わ
りと福祉、消費生活、衣
食住などに関する技術を
総合的に身に付けてい
る。

人の一生と家族・家庭、子ど
もや高齢者との関わりと福
祉、消費生活、衣食住などに
関する知識を総合的に身に付
けている。

第１章　人の一生と家族 ●生涯発達の視点で各ライフ
ステージごとの発達課題に関
心をもち、学習活動に取り組
もうとしている。
●家族・家庭と社会との関わ
りに関心をもち、男女が協力
して家庭を築くという視点か
ら学習活動に取り組もうとし
ている。
●青年期の課題や家族・家庭
についての学習を自分の問題
としてとらえようとしてい
る。

●生涯発達の視点から、青年期を
どのように過ごすかについて、具
体的に考え、意見をまとめたり、
発表したりしている。
●具体的な事例や事象を通して、
これからの家族・家庭のあり方に
ついて考え、まとめたり、発表し
たりしている。
●ワーク・ライフ・バランスの視
点から、職業労働のあり方につい
て考え、まとめたり、発表したり
している。

●新聞や書籍、インター
ネ ッ ト な ど を 活 用 し た
り、身近な知人へのインタ
ビューをしたりすることに
より、事例研究や演習など
に必要な資料を収集した
り、調査したりすることが
できる。

●生涯発達の視点から各ライフ
ステージの特徴・課題とそれに
対応した意思決定の必要性につ
いて理解している。
●青年期の自立や男女の社会的
役割について理解している。
●現代の家族の特徴について、
家族形態の変化や人々の意識変
化などから理解している。
●生活に関わる法律の基本的な
趣旨、家庭生活を支える社会制
度や社会福祉の基本的な理念を
理解している。

①人生ってなんだろう？

②青年期とはどんな時期？

③家族ってなんだろう？

④家族と社会とのかかわりは？

第２章　保育 ●子どもに対するイメージを
膨らませ、実践的・体験的な
学習を通して、学習に取り組
もうとしている。
●保育における親と社会の果
たす役割について考えようと
している。
●子どもの権利と福祉につい
て考えようとしている。

●子どもの心身の特徴や発達、遊
びの意義をとらえ、子どもにとっ
てよい環境について考え、意見を
まとめたり、発表したりすること
ができる。
●親の役割や子どもを生み育てるこ
との意義について考え、まとめたり、
発表したりすることができる。
●少子化、育児不安、児童虐待、子
どもの貧困など、現代の子どもを取
り巻く環境の変化と課題について考
え、新聞・書籍・インターネットを
活用したり、地域の関連機関へ調査
に出向いたりして、資料を収集した
り、調査したりすることができる。
●保育所・幼稚園等での保育実習で
得た体験・経験を発表したり、意見
を交換したりすることができる。

●保育所や幼稚園等での保
育実習で、子どもとふれ
あったり、子どもの発達の
様子について観察すること
ができる。

●子どもの心身の特徴や発達、
遊びの意義を理解している。
●子どもの生活の概要を理解し
ている。
●子どもは生活の中で人と関わ
ることを通して成長する事を理
解している。
●生命の尊さを認識するととも
に、愛着の形成や社会的規範を
身につけさせる上で、親の果た
す役割を理解している。
●子どもを取り巻く環境整備と
社会全体で子育てを支援する必
要性を理解している。
●子どもの権利と福祉について
理解している。

①赤ちゃんはなぜかわいい？

②子どもはどう育つのだろう？

③親になるとはどういうことか？

④子育てを支える社会のしくみ
は？

第３章　高齢者 ●高齢者体験や介護実習、高
齢者施設訪問等の体験学習を
通して、高齢者の生活に関心
をもち、未来の自分の生活と
してとらえ、意欲的に学習に
取り組もうとしている。
●高齢者に対する福祉の現状
を理解し、高齢期の生活を支
える仕組みについて考えよう
としている。

●高齢者や高齢者を取り巻く社会
の現状を知り、その課題と改善に
ついて新聞や書籍、インターネッ
トなどを活用して資料を収集した
り、調査したりすることができる。
●高齢者施設訪問等で得た体験・
経験を発表したり、意見を交換し
たりすることができる。

●高齢者施設訪問などを通
して、高齢者と実際に触れ
あう、話すなど、高齢者と
関わることができる。
●日常的な介護技術の基本
と実践する際の心構えを身
につけている。

●高齢者の心身の特徴について
理解している。
●我が国の高齢化の特徴を知
り、高齢者福祉の現状と課題に
ついて理解している。
●高齢者の自立と尊厳について
理解している。

①社会はどう高齢化するのだろ
う？

②高齢期ってどういう時期？

③高齢期の生活を支えるしくみ
は？

④高齢者の介護を学ぼう

第４章　共生社会 ●地域社会の一員として、個
人や集団がどのようにつなが
り、支え合っていくか、考え
ようとしている。

●共生社会の重要性を考え、その
実現のための課題について具体的
に考えたり、資料を収集してまと
めたりすることができる。

●地域のコミュニティ活
動、ボランティア活動、Ｎ
ＰＯの活動などについて情
報を集めたり、参加したり
することができる。

● 共 生 社 会 の 重 要 性 を 知 り、
ノーマライゼーション、ユニ
バーサルデザインなどの理念を
理解している。

①共生ってなんだろう？

第５章　消費生活 ●生涯を見通した家計管理の
あり方について考えようとし
ている。
●消費行動への意思決定には
様々な要因があることを理解
し、自身の消費行動として具
体的に考えようとしている。
●消費者の権利と責任に関心
をもち、現代の消費生活と資
源・環境についても考えよう
としている。

●家計管理について具体的な事例
を通して、シミュレーションする
事ができる。
●消費行動の際の主体的な意思決
定について考え、資料を収集して
まとめたり、発表したりできる。
●消費者問題の被害防止や救済に
ついて、具体的な事例を通して考
え、まとめたり、発表したりする
ことができる。
●消費者の責任について考え、今
後の課題と解決方法について発表
したり、意見を交換したりするこ
とができる。

●家計の管理に関する具体
的事例を収集し、整理する
ことができる。
●消費行動における意思決
定の事例について、具体的
な情報の収集や比較検討を
行うことができる。
●消費者の権利と責任を理
解し、資源・環境を考えた
消費行動ができる。

●家計と経済社会の関わりを理
解している。
●生涯を見通した経済計画の重
要性について理解している。
●消費行動における意思決定の
過程とその要因について理解し
ている。
●消費者問題の原因と被害に遭
わないための対策について理解
している。
●消費者の責任について理解
し、お金による投票行為として
消費行動をとらえられる。

①暮らしとお金のかかわりは？

②暮らしに必要なお金は？

③何をどうやって買う？

④自立した消費者とは？
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
第６章　食生活 ●自身や家族の食生活につい

て関心を持ち、調理実習・実
験などを通して、その課題の
改善に意欲的に取り組むこと
ができる。
●食生活の多様化や食環境の
変化を知り、食生活と環境に
ついて科学的に考えようとし
ている。
●行事食・郷土食・伝統的な
加工食品などの食生活の文化
とその背景について考えよう
としている。
●食の安全・衛生について関
心を持ち、現代の食生活にお
ける課題について目を向けて
いる。

●自身の食生活を分析し、現代の
食生活の傾向と課題について考
え、まとめたり、発表したりして
いる。
●食事摂取基準や食品群別摂取量
のめやすを活用し、自身や家族の
献立を考え、作成している。
●調理実習や実験、新聞や書籍、
インターネットによる資料収集な
どを通して、食の安全や食文化に
ついて、考えをまとめたり、発表
したりしている。

●食生活の自立に必要な基
礎的な調理ができる。
●資源、エネルギーに配慮
した食品の購入、調理、保
存ができる。
●配膳や食事マナーを考え
て、食事を整え、楽しく食
事をすることができる。

●各ライフステージごとの食生
活の課題と改善策について理解
している。
●食と健康の関わりについて理
解している。
●日常用いられる食品の栄養素
的特質、調理上の性質について
科学的視点から理解している。
●日常食の調理について、栄養
バランスのよい献立作成、食材
の選択、調理、盛り付け、配膳
などについて総合的に理解して
いる。
●現代の食生活における食の安
全に関する基礎的な知識を理解
している。
●地域の食文化に関する基礎的
な知識を理解している。

①なぜ食べるの？

②何を食べるの？

③食品の選択と取り扱い

④献立づくりと調理

調理実習

⑤食と暮らしのかかわりを知ろ
う！

第７章　衣生活 ●自身の衣生活の分析を通し
て、衣服について興味を持ち、
現代の衣生活について考えよ
うとしている。
●被服材料に応じた被服の整
理や管理について考えようと
している。
●被服製作実習に意欲的に取
り組もうとしている。
●衣生活の文化とその背景に
ついて考えようとしている。

●衣生活に関する学習を通して、
自身の着装について考えまとめた
り、発表したりしている。
●被服の社会的機能について、新
聞、書籍、インターネットなどを
通して資料を収集したり、調査し
たりしている。
●被服製作において、素材、色、
縫製などを工夫することにより着
心地のよい被服を作成している。

●被服の入手、洗濯、保管
など衣生活の管理ができ
る。
●被服製作実習を通して、
基本的な縫製技術を身につ
けている。

●被服の機能について理解して
いる。
●被服の入手、洗濯、保管など
の被服管理について理解してい
る。
●平面構成と立体構成の特徴を
理解している。
●資源の有効利用の観点から、
購入、活用、手入れ、再利用、
廃棄まで考えた被服計画の必要
性について理解している。

①なぜ服を着るの？

②衣服の成り立ちと性質を考えよ
う

③衣服はどのように管理する？

④衣服をつくってみよう！

衣服実習

⑤伝統的な衣服とは？

第８章　住生活 ●「安心」をキーワードに住
居について考えようとしてい
る。
●住居の手入れについて考え
ようとしている。
●住生活の文化について関心
を持って学ぼうとしている。

●各ライフステージに応じた住居
について考え、まとめたり、発表
したりしている。
●気候や風土に応じた住居の特徴
や変遷について考え、まとめたり、
発表したりしている。
●自然環境や社会環境と調和した
住居のあり方について、新聞、書
籍、インターネットなどを通して
資料を収集したり、考えをまとめ
て発表したりしている。

●住生活の設計に必要な情
報を収集・整理することが
できる。
●住居の平面図を読みとる
ことができる。
●住居の安全性について知
り、家庭生活において具体
的な行動に移す事ができ
る。

●各ライフステージの変化と住
宅に求める事柄の変化について
理解している。
●住宅の機能、住空間の計画、
住環境の整備について科学的に
理解している。
●安全で快適な住生活を送るた
めの知識を身につけ、環境にも
配慮した住生活について理解し
ている。
●文化的側面から、様々な住宅
様式について理解している。
●地域社会とつながり、暮らす
ことの重要性について理解して
いる。

①だれが暮らしているのだろう？

②どのように暮らす？

③地域のなかで暮らす

④文化・環境と暮らし

第９章　環境 ●自身の生活を見つめ直し、
地球環境保全に貢献できるラ
イフスタイルについて考えよ
うとしている。

●持続可能な社会のためにできる
消費行動のあり方について、新聞、
書籍、インターネット、自身や周
囲の生活から具体例を収集し、ま
とめたり、発表したりしている。

●環境に配慮した消費行動
に必要な情報を収集・整理
することができる。

●消費社会の現状と持続可能な
社会の重要性について理解して
いる。
●国際的視点にたった地球環境
への影響、理念だけではなく実
質的行動に移すことの重要性を
理解している。

①生活を見つめてみよう

②環境のためにできることって？

第 10 章　生活設計 ●これまでの学習のまとめと
して自身の人生を見通し、生
活資源を活かした生活設計を
考えようとしている。

●生活資源の一つとして、自身の
ライフスキルがどの程度高まった
かを考え、まとめたり、発表した
りしている。
●自分らしいライフスタイルの実
現を目指して、生活設計を立てた
り、発表したりしている。

●自身の考える生活設計実
現のために必要な情報を収
集・整理することができる。

●現在及び将来の生活設計のた
めに必要な金銭、情報、人間関
係などの生活資源について理解
している。
●生涯を見通した生活設計の重
要性について理解している。

①人生を設計してみよう

ホームプロジェクトと学校家
庭クラブ活動

●家庭科の学習を通して得た
知識・技能を活かし、主体的
に生活の課題を見いだし、改
善しようとしている。

●生活上の課題の解決を目指し
て、科学的に探求し、表現してい
る。
●活動を通して得た結果につい
て、発表したり、意見交換したり
している。

●課題解決のために、具体
的計画を立て、実行し、さ
らに改善する事ができる。
●調査・研究に必要な資料
を収集・整理できる。

●自身や地域の生活を見つめ、
生活上の課題を発見し、改善の
ための実践活動をする意義を理
解している。
●設定したテーマを実践するた
めに必要な知識を持っている。
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家基 302「家庭基礎  〜ともに生きる 明日をつくる」

目　　　標
人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と技
術を習得させ，家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに，生活の充実向上を図る
能力と実践的な態度を育てる。

指導計画（シラバス）案　【2 単位　70 時間】

学期 月 章 単元 項目 時間 学習のねらいと目標 他教科との連携、特記事項など

1
学
期

4

Ⅰ　第１章　　人の一生と家族
①人生ってなんだろう？

・人の一生を生涯発達の視点でと
らえ、青年期の課題を理解する中
で、男女が協力して、家族の一員
としての役割を果たすことに関心
を持ち、行動できるような態度を
身につける。
・家族の意義について考え、今あ
る家族に関する問題を理解し、家
族のあり方の変化が人々に意識の
変化をもたらしていることを理解
する。

・青年期については、「倫理」「保健」
との連携を図る。
・キャリア教育については、「公民」
と連携を図る。
・中学校「道徳」を振り返る。また、
「公民」「特別活動」における道徳教
育と連携する。
・ライフステージの学習では、今ま
での自分を客観的に振り返らせると
よい。
・ライフステージのおもな課題につ
いて考えさせる。

1. なぜ「今」が大切なのか？ 0.5
2. 人の一生はどうなっているのだろう？ 0.5

②青年期の課題とは？
1. 青年期の課題にはどのようなものがある？ 0.5
2. 未来へ向けた決断をしよう 0.5

③家族ってなんだろう？
1. 家族について考えてみよう 0.5
2. 家庭の働きを考えてみよう 0.5

④家族と社会とのかかわりは？
1. 家庭生活と社会の動き 1
2. 男女でともに築く家庭 1
3. 家族，家庭は法律でどう決められているか 1

Ⅰ　第２章　保育
①赤ちゃんはなぜかわいい？

・子どもの心身の特徴や発達、遊
びの意義を理解し、保育全般につ
いて、自分が将来どのようにかか
わることができるかを想像するこ
とができるようになる。
・子どもを取り巻く現代の問題（育
児不安、児童虐待など）に目を向
け、その原因や理由、命と真剣に
向き合う姿勢を身につける。

・子どもの発育・発達や生命の誕生
については「保健」との連携を図る。
・生命の尊さについて「倫理」及び
「公民」「特別活動」における道徳教
育との連携を図る。
・視聴覚教材を活用することで、よ
り学習を深めることができる。
・制度等については、第４章「共生
社会」と関連づけて学習するとよい。

1. 赤ちゃんのもつすばらしい能力 1
②子どもはどう育つのだろう？

1. 子どもの成長のようす 0.5
2. 子どもの発育・発達の特徴 0.5

5

3. コミュニケーション能力の発達 0.5
4. 発育・発達の障がい 0.5

③親になるとはどういうことか？
1. 親の役割ってなんだろう？ 0.5
2. 子どもの世話をしてみよう 0.5

④子どもを取り巻く環境は？
1. 子どもを取り巻く環境の変化 0.5
2. 子育てにかかわる問題点 0.5
3. 家庭保育と集団保育 0.5
4. 子どもの権利と福祉 0.5

Ⅰ　第３章　高齢者
①社会はどう高齢化するのだろう？

・「高齢者」を、自分の将来像とし
て考えることを通して、高齢者福
祉の仕組みやあり方を理解する。
・高齢社会に求められる福祉のあ
り方を理解し、心の福祉への関心
を深める。

・伝統の継承や、先人への感謝は「公
民」「特別活動」における道徳教育
と連携を図ることでより深い学習が
可能になる。
・高齢者と接触する機会を持つこと
で、実感が湧きやすい。
・高齢者に関する情報を、自分たち
で調べてみるとよい。
・視聴覚教材を活用することで、よ
り学習を深めることができる。
・制度等については、第４章「共生
社会」と関連づけて学習するとよい。

1. 高齢期についてなぜ学ぶのか？ 0.5
2. 人口の高齢化はなぜ起こるのか？ 0.5

②超高齢社会の課題は？
1. 超高齢社会の課題 0.5

③高齢期ってどういう時期？
1. 高齢期について正しい知識を身につけよう 0.5
2. 高齢期の心身の特徴 0.5
3. 高齢期の健康 0.5
4. 高齢期の生活 0.5

6

Ⅰ　第４章　共生社会
①共生ってなんだろう？

・人はひとりで生きているのでは
なく、家族や地域、社会に支えら
れながら生活していることを自覚
する。

・「現代社会」「政治・経済」の内容
と連携を図るとよい。
・第２章「保育」、第３章「高齢者」
と関連づけるとよい。

1. 生活を支える社会保障制度 1
2. 子どもや子育てを支援するしくみ 0.5
3. 高齢期の生活を支えるしくみ 1
4. 家庭生活を支えるしくみ 0.5
5. 共生社会の実現に向けて 1

Ⅱ　第４章　消費生活
①何をどうやって買う？

・現代の消費生活と情報社会との
関連を知る。

・生活情報や経済活動については「公
民」との連携を図るとよい。

1. 私たちの消費生活 1
2. 生活情報の活用と意思決定 1
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学期 月 章 単元 項目 時間 学習のねらいと目標 他教科との連携、特記事項など

１
学
期

6

②自立した消費者とは？
・消費経済における生活情報の収
集から情報の取捨選択をするため
に何が必要かを考え、判断するた
めの知識を身につける。
・家計管理や家庭の経済計画を自
分の将来像を含めて考え、家族と
ともに協力しながら実行できるよ
うになる。

・情報モラルについて「中学校技術」
を振り返るとよい。
・トラブル防止のためにも、契約の
重要性を認識させる。
・実生活における家計の収支を認識
させる。

1. 契約で成り立つ消費生活 1
2. 消費者問題の現状と課題 1
3. 消費者の権利と責任 1

7

③家計はどう管理する？
1. 経済から見た暮らし 1

④暮らしに必要なお金は？
1. 家計とその特徴 1
2. 家計を計画的に管理しよう 1

Ⅱ　第１章　食生活
①食生活を見つめてみよう

・食生活の基本は栄養のバランス
を取ることであることを理解し、
栄養素の働き、食事摂取基準、食
品群別摂取量のめやすなどの栄養
学について理解し、自分や家族の
食生活に取り入れることができる
ようになる。
・現代の食生活の問題点を知り、
その問題について解決する方法や
知識を身につける。

・生命を維持するための食について、
「化学」「生物」のとの関連性を図る。
また、消化・吸収について振り返る
ことで、栄養素の学習が深まる。
・世界各国の地域の特性について「地
理」と連携を図る。
・食事と健康について「保健」と連
携を図る。
・小中学校で学習した内容を復習す
ることで、効率的に学習が始められ
る。
・日本の伝統的な生活について、衣
食住領域で連携して扱う。
・実習の際は、計画性・安全性に十
分配慮すること。

1. 食事の働き 1
2. 自分の食生活を振り返ってみよう 1
3. 食べているものを見つめてみよう 1
4. 私たちが食べているもの 3

2
学
期

9

②食品の選択と取り扱い
1. 食品の選択と保存 2
2. 食品の安全 1

③献立づくりと調理
1. ライフステージと食事 0.5

10 2. 何をどれだけ食べればよい？ 4
3. 調理，配膳，後片づけ 2

11 調理実習 7

12

Ⅱ　第２章　衣生活
①なぜ服を着るの？

・自分の衣生活を見つめ直し、衣
服選択、衣服管理において適切な
判断ができるようになる。
・衣服の品質表示を見て購入した
り、洗濯するなど、家庭での衣
生活で活用できる知識を身につけ
る。

・世界各国の地域の特性について「地
理」と連携を図る。
・ファッションや伝統的な衣服につ
いて「美術」と連携を図る。
・日本の伝統的な生活について、衣
食住領域で連携して扱うとよい。
・小中学校で学習した内容を復習す
ることで、効率的に学習が始められ
る。
・実習の際は、計画性・安全性に十
分配慮すること。

1. 衣服の機能 1
2. 人の一生と衣服 1

②衣服の成り立ちと性質を考えよう
1. 衣服の材料を見てみよう 1
2. 衣服のつくりを見てみよう 1

３
学
期

1

③衣服はどのように管理する？
1. 衣服計画とは 0.5
2. 衣服の購入 0.5
3. 衣服の着用とイメージ 0.5
4. 衣服の手入れ 0.5
5. 衣服の保管 0.5
6. 衣服の処分 0.5

2

Ⅱ　第３章　住生活
①だれが暮らしているのだろう？

・住居に関する基礎的・基本的な知
識と技術を習得し、安全で環境に
配慮した住生活を送ることができ
る。
・住生活の学習をとおして、自分の
住生活を見直し、何が必要で何が
できるかを考え、豊かな暮らしを
実現させる力をつける。

・世界各国の地域の特性について「地
理」と連携を図る。
・火山や地震など自然災害について
「地学」と連携を図る。
・伝統的な建築について「美術」と
連携を図る。
・住まいの構成と成り立ちについて
イメージできるようにする。
・日本の伝統的な生活について、衣
食住領域で連携して扱うとよい。
・住宅広告やインターネットなどを
有効に利用するとよい。

1. 住まいの役割 0.5
2. 家族の生活と住まいの空間 0.5
3. 空間はどう構成されるのだろう 1

②どのように暮らす？
1. 安全に暮らす 1
2. 健康的に暮らす 1
3. 人と，地域と，つながって暮らす 1

③これからの住生活とは？
1. 住まいの今 1
2. 長く住み続ける暮らし 1

3

Ⅱ　第５章　環境
①生活を見つめてみよう

・自分の消費行動と環境とのかかわ
りを意欲的に考える。
・限られた資源を有効に使い、今あ
る自分たちの生活をどのようにし
ていくのかなど多面的な角度で見
つめ、考え、行動できるようになる。

・「化学」「地理」と連携を図ることで、
エネルギー問題が効率的に学習でき
る。
・自然環境について「生物」と連携
を図る。
・近代化について、「世界史」「日本史」
と連携を図る。

1. 便利なモノやサービスに囲まれた生活 1
2. 世界に目を向けると 1

②環境のためにできることって？
1. 持続可能な社会のために 0.5
2. 循環型社会をつくる 0.5
3. 低炭素社会をつくる 0.5
4. 行動し，変化を起こそう 0.5

人生を設計してみよう 1 ・生涯を見通した生活設計の重要性
について理解する。

・高校卒業後の進路について考えさ
せる。

7,9 ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 1
・家庭科の学習を通して得た知識・
技能を活かし、生活の課題を解決
する。

・活動の際は、家族や地域の協力が
得られるかどうか確認して進めるこ
と。
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家基 302「家庭基礎  〜ともに生きる 明日をつくる」
評価規準例　【2 単位　70 時間】

評価規準 
（観点及びその趣旨）

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

人の一生と家族・家庭及
び福祉，衣食住，消費生
活などについて関心をも
ち，その充実向上を目指
して主体的に取り組むと
ともに，実践的な態度を
身に付けている。

人の一生と家族・家庭及
び福祉，衣食住，消費生
活などについて課題を見
いだし，その解決を目指
して思考を深め，適切に
判断し，工夫し創造する
能力を身に付けている。

人の一生と家族・家庭及
び福祉，衣食住，消費生
活などに関する基礎的・
基本的な技術を身に付け
ている。

人の一生と家族・家庭及
び福祉，衣食住，消費生
活などに関する基礎的・
基本的な知識を身に付け
ている。

Ⅰ　第１章　人の一生と家族 ●人の一生を生涯発達の視点
でとらえ、青年期の課題を理
解する中で、男女が協力して、
家族の一員としての役割を果
たすことに関心を持ち、行動
できるような態度を身につけ
ようとしている。
●家族と社会との関わりから
自分を見つめ、将来の家族や
求められる家族像、家族の課
題について考えようとしてい
る。

●人生を見つめ、今の自分、
将来の自分について考えを深
めている。
●現代の家族の特徴から家族
形態の変化や人々の意識が、
家族のあり方にどのような変
化をもたらしているかを考え
ている。
●男女が協力して築く家庭生
活について考え、今後の家族
の持つ課題や問題点について
気づいている。

●現代の家族の特徴や家庭の
機能について、少子化・晩婚
化など新聞記事を活用した学
習で自分の考えや意見を発表
したり、レポートにまとめる
ことができる。
●男女が共に築く家庭におい
て、協力し合いながら子育て
を行うことについて、意見交
換ができる。

●人の一生を生涯発達の視点
でとらえ、各ライフステージ
の特徴と課題について理解し
ている。
●青年期の課題を理解し、男
女が協力して、家族の一員と
しての役割を果たし、家庭を
築くことの重要性について認
識している。

①人生ってなんだろう？
1. なぜ「今」が大切なのか？
2. 人の一生はどうなっているの
だろう？

②青年期の課題とは？
1. 青年期の課題にはどのような
ものがある？
2. 未来へ向けた決断をしよう

③家族ってなんだろう？
1. 家族について考えてみよう
2. 家庭の働きを考えてみよう

④家族と社会とのかかわりは？
1. 家庭生活と社会の動き
2. 男女でともに築く家庭
3. 家族，家庭は法律でどう決め
られているか

Ⅰ　第２章　保育 ●自分の生活周辺にいる子ど
もに関心を向け、乳幼児の心
身の発達と生活について保育
学習をとおして意欲的に取り
組もうとしている。
●親になることをイメージ
しながら、自分のこととし
て 親 の 役 割 を 考 え て い る。 

●親の役割と保育、子どもの
育つ環境について理解を深
め、子どもにとって良い環境
を判断できる。
●子どもを取り巻く現代の問
題（育児不安、児童虐待など）
に目を向け、その原因や理由、
命と真剣に向き合う姿勢を身
につけている。

●保育園実習や育児のＶＴＲ
などによって、乳幼児の生活
を体験したり、見たりするこ
とで、その体験をまとめたり、
発表することなどができる。

●子どもの心身の特徴や発
達、遊びの意義を理解し、保
育全般について自分が将来ど
のようにかかわることができ
るか想像することができる。
●親の役割、子どもにとって
健全に成長できる環境などを
理解している。

①赤ちゃんはなぜかわいい？
1. 赤ちゃんのもつすばらしい能
力

②子どもはどう育つのだろう？
1. 子どもの成長のようす
2. 子どもの発育・発達の特徴
3. コミュニケーション能力の発
達
4. 発育・発達の障がい

③親になるとはどういうことか？
1. 親の役割ってなんだろう？
2. 子どもの世話をしてみよう

④子どもを取り巻く環境は？
1. 子どもを取り巻く環境の変化
2. 子育てにかかわる問題点
3. 家庭保育と集団保育
4. 子どもの権利と福祉

Ⅰ　第３章　高齢者 ●高齢者の生活、心身の変化
などに関心を持ち、自分の将
来の姿としてとらえ、意欲的
に学習に取り組んでいる。
●高齢社会に求められる福祉
のあり方を理解し、心の福祉
への関心を深めている。

●高齢者との交流やボラン
ティアに参加し、高齢者の立
場から物事を考え、行動する
ことができる。

●身近な高齢者との交流や高
齢者に関する新聞記事から今
の問題、将来の問題について、
発表したり、レポートにまと
めることができる。
●将来の高齢者福祉の在り方
について、どのように解決し
たらよいかなど、自分の考え
を言うことができる。

●高齢者に対する考えについ
て、学習をとおして将来の自
分に投影し、高齢者福祉のし
くみやあり方を理解してい
る。
●高齢者の自立生活を支える
ために家族や社会が果たす役
割について理解している。

①社会はどう高齢化するのだろう？
1. 高齢期についてなぜ学ぶのか？
2. 人口の高齢化はなぜ起こるの
か？

②超高齢社会の課題は？
1. 超高齢社会の課題

③高齢期ってどういう時期？
1. 高齢期について正しい知識を
身につけよう
2. 高齢期の心身の特徴
3. 高齢期の健康
4. 高齢期の生活

Ⅰ　第４章　共生社会 ●人の一生や家族・家庭の生
活を支える福祉や社会的支援
について関心を持っている。

●人はひとりで生きているの
ではなく、家族や地域、社会
に支えられながら生活してい
ることを自覚している。

●共生社会について、理解し
たことを生かして、ボラン
ティア活動や様々な施設に訪
問することなどで社会の一員
として活動することができ
る。
●共生社会のしくみを理解
し、自らが行動することで社
会に参加していく大切さを表
現することができる。

●共生社会の重要性について
理解している。
●共生社会の実現に向けて、
自分にできることは何かに気
づき、できることから行動す
ることの重要さを理解してい
る。

①共生ってなんだろう？
1. 生活を支える社会保障制度
2. 子どもや子育てを支援するしく
み
3. 高齢期の生活を支えるしくみ
4. 家庭生活を支えるしくみ
5. 共生社会の実現に向けて
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
Ⅱ　第１章　食生活 ●日々の自分の食生活を見

直し、健康で長生きするた
めにどのような食生活を送
ることが必要か、家族の食
生活も含め関心を持ってい
る。
●様々な食品に関心を持ち、
その特性を意欲的に学び、
実際の食生活に生かす態度
を身につけようとしている。
●食の安全、安心について、
学習したことを意欲的に食
生活に取り入れようとして
いる。

●食生活の基本は栄養のバ
ランスを取ることであるこ
とを理解し、栄養素の働き、
食事摂取基準、食品群別摂
取量のめやすなどをもとに、
自分や家族の食生活を見直
している。
●調理の基本を理解し、実
際の調理実習で生かしてい
る。

●栄養のバランスを考えた
献立作成や、食品成分表を
使用した栄養計算ができ
る。
●食にかかわる情報を適切
に収集・整理し、食生活に
生かすことができる。
●料理の作り方を理解し、
調理に必要な技術を身につ
け、効率よく実習ができる。
●配膳からかたづけまで手
際よくでき、配膳や食事マ
ナー、環境に配慮した調理
実習を行うことができる。

●青年期と家族の各ライフ
ステージの栄養的な特徴と、
食事の重要性について理解
している。
●現代の食生活の問題点を
理解している。
●食の安全や衛生、配膳や
食事のマナーについて理解
している。
●環境に配慮した食品の購
入、料理、保存などについ
て理解している。

①食生活を見つめてみよう
1. 食事の働き
2. 自分の食生活を振り返ってみよう
3. 食べているものを見つめてみよう
4. 私たちが食べているもの

②食品の選択と取り扱い
1. 食品の選択と保存
2. 食品の安全

③献立づくりと調理
1. ライフステージと食事
2. 何をどれだけ食べればよい？
3. 調理，配膳，後片づけ

調理実習
Ⅱ　第２章　衣生活 ●物が豊富で衣生活の在り

方が時代とともに変化して
いる中で、自分の衣生活に
ついて関心を持ち、衣服の
購入、着用、処分を見直そ
うとしている。
●衣服の成り立ちと性質の
学習をとおして、衣服に関
心を持ち、管理のための知
識や技術を身につけようと
している。

●自分の衣生活を見つめ直
し、衣服購入、衣服管理に
おいて適切な判断ができ
る。
●衣服の機能を理解し、適
切な着用を実生活に取り入
れ、工夫している。
●資源・環境に配慮した衣
服の再利用や処分について
考え、行動できる。

●自分の衣生活を見直し、
衣服計画を立て、購入から
処分まで考えて、実行する
ことができる。
●衣服の品質表示を見て購
入したり、洗濯するなど、
自分や家族の快適な衣生活
のための行動をすることが
できる。

●衣服の機能について、こ
れから迎える社会生活を念
頭におき、社会慣習への適
応と衣服材料の性能や衣服
の構成との関わりの深さに
ついて認識している。
●衣服の入手、洗濯、保管
など衣生活を自ら管理する
知識をもっている。
●資源の有効活用の観点か
ら、購入から廃棄までを考
えた衣服計画の重要性につ
いて理解している。

①なぜ服を着るの？
1. 衣服の機能
2. 人の一生と衣服

②衣服の成り立ちと性質を考えよう
1. 衣服の材料を見てみよう
2. 衣服のつくりを見てみよう

③衣服はどのように管理する？
1. 衣服計画とは
2. 衣服の購入
3. 衣服の着用とイメージ
4. 衣服の手入れ
5. 衣服の保管
6. 衣服の処分

Ⅱ　第３章　住生活 ●住まいの役割や住空間に
関心を持ち、自分の住居に
関する知識を増やそうとい
う意欲を持っている。
●自らの暮らし方に安全や
健康を考慮する視点を取り
入れようとしている。
●自分の住生活に、まわり
の人や地域を含めた広い視
野を持てるようにしている

●住生活に関心を持ち、自
分の住生活を見直し、家族
と住居の関係について考え
ている。
●暮らしと住居の関わりに
ついて、自らの自立と関連
づけて考えている。
●現代の住生活の問題点を
見つけ、どのようにしたら
よいかを考えている。

●自立を考えて、一人住ま
いに関わる住生活で住空間
演習や賃貸物件の探し方な
ど様々な場面で、学習した
内容を生かすことができ
る。

●住居に関する基礎的基本
的な知識と技術を理解して
いる。
●住生活の学習をとおし
て、自分の住生活を見直し、
何が必要で何ができるかを
考え、豊かな暮らしを実現
させる方法を理解してい
る。

①だれが暮らしているのだろう？
1. 住まいの役割
2. 家族の生活と住まいの空間
3. 空間はどう構成されるのだろう

②どのように暮らす？
1. 安全に暮らす
2. 健康的に暮らす
3. 人と，地域と，つながって暮
らす

③これからの住生活とは？
1. 住まいの今
2. 長く住み続ける暮らし

Ⅱ　第４章　消費生活 ●自らの消費生活を見つ
め、何が求められているの
か考えようとしている。
●環境問題や消費に関わる
お金のことについて、普段
の自分の生活との関連をも
たせ、意欲的に学ぼうとし
ている。

●家庭経済と国民経済のか
かわりについて関心を深め、
主体的に家計管理や家庭の
経済について考えている。
●消費経済における生活情
報の収集から情報の取捨選
択をするために何が必要か
を考えている。また、判断
するための知識について考
えている。
●消費するためには生産が
必要で、私たちは生活者で
あると同時に消費者である
と自覚を持っている。

●日々の消費行動によって
環境に負荷を与えないよう
に配慮できているか、生活
に工夫があるかなど主体的
に行動できる。
●家計管理や家庭の経済計
画を自分の将来像を含めて
考え、家族とともに協力し
ながら実行できる。

●豊かな消費生活を送るに
は何が求められているかを
理解し、現代の消費生活と
情報社会との関連を理解し
ている。
●消費生活の現状と課題や
消費者の権利と責任につい
て理解している。
●現代の消費生活と、資源・
環境の関わりについての知
識を身につける。

①何をどうやって買う？
1. 私たちの消費生活
2. 生活情報の活用と意思決定

②自立した消費者とは？
1. 契約で成り立つ消費生活
2. 消費者問題の現状と課題
3. 消費者の権利と責任

③家計はどう管理する？
1. 経済から見た暮らし

④暮らしに必要なお金は？
1. 家計とその特徴
2. 家計を計画的に管理しよう

Ⅱ　第５章　環境 ●生活を見つめて、今の自
分の生活の問題や課題を見
つけようとしている。
●自分の消費行動が環境と
どのように関係しているか
を意欲的に考えている。

●自分の消費行動からの気
づきを、地域、社会、世界
へと視野を広げて考えるこ
とができる。
●限られた資源を有効に使
い、今ある自分たちの生活
をどのようにしていくの
かなど多面的な角度で見つ
め、考え、行動することが
できる。

●地球環境に配慮した消費
行動を、主体的に行うこと
ができる。
●一人ひとりの環境に配慮
した行動が大きな行動へと
つながるよう、意識を高め
ている。

●生活と環境のかかわりに
ついて理解し、持続可能な
社会を目指してライフスタ
イルを工夫し、行動に移す
ための知識を身につけてい
る。

①生活を見つめてみよう
1. 便利なモノやサービスに囲ま
れた生活
2. 世界に目を向けると

②環境のためにできることって？
1. 持続可能な社会のために
2. 循環型社会をつくる
3. 低炭素社会をつくる
4. 行動し，変化を起こそう

人生を設計してみよう
●将来の生活に向かって目標
を立て、展望をもって生活し
ようとしている。

●一生を通して、広い視野を
もって生活を創造することに
ついて考えを深めている。

●自分の目指すライフスタイル
を実現するために生活設計を立
てることができる。

●広い視野をもって生活を創造
していくことの重要性を認識し
ている。

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ
活動

●家庭科の学びを自分の生活
や家庭クラブ活動に意欲的に
生かそうとしている。

●自分の生活を改善し、豊か
な生活を送れるよう、課題を
見つけ、考えている。

●家庭科の学びから自分の生
活に取り入れる工夫を実行す
る力を持っている。

●ホームプロジェクトと学校
家庭クラブ活動の実践に必要
な知識を身に付けている。
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家基 303「最新家庭基礎  〜生活を科学する」

目　　　標
人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活などに関する基礎的・基本的な知識と技
術を習得させ，家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに，生活の充実向上を図る
能力と実践的な態度を育てる。

指導計画（シラバス）案　【2 単位　70 時間】

学期 月 章 単元・項目 時間 学習のねらい・目標 他教科との連携、特記事項など

１
学
期

4

第
1
章　

人
の
一
生
と
家
族
・
福
祉

第１節　人の一生と青年期
この節の学習

1
・家族に関する法律、家族
が社会制度として存在する
ことの意味などについて関
心をもって学べるようにな
る。
・自立した生活を営むため
には、生涯を見通して、生
活課題に対応した意思決定
をし、責任もって行動する
ことが重要であることを認
識し、青年期をどのように
生きるかを意識する。

・青年期については、「倫理」
「保健」との連携を図る。
・キャリア教育については、
「公民」と連携を図る。
・中学校「道徳」を振り返る。
また、「公民」「特別活動」に
おける道徳教育と連携する。
・ライフステージの学習では、
今までの自分を客観的に振り
返らせるとよい。
・ライフステージのおもな課
題について考えさせる。

①人の一生とは

②青年期の課題とは
1. 青年期の特徴
2. 青年期の課題

③青年期の課題①結婚と家族・家庭
1. 結婚の現状 22. 家庭の機能

④青年期の課題②職業選択と家事労働
1. 職業選択のポイント

22. 日本の雇用環境の状況と課題
3. 職業労働と家事労働

⑤意思決定とは 1. 未来へ向けた決断をしよう
2

5

⑥家族・家庭と法律
あなたはどのような人生を送りたい？

第２節　子育てを学ぶ
この節の学習 1

・少子化や子どもを取り巻
く環境の変化などによるさ
まざまな問題点について理
解し、この課題の解決のた
めには児童福祉の理念が重
要であることを認識しなが
ら学習活動に取り組める。
・乳幼児の心身の発達と生
活、親の役割と保育、子ど
もの育つ環境について理解
している。

・子どもの発育・発達や生命
の誕生については「保健」と
の連携を図る。
・生命の尊さについて「倫理」
及び「公民」「特別活動」に
おける道徳教育との連携を図
る。
・視聴覚教材を活用すること
で、より学習を深めることが
できる。
・制度等については、第４章
「共生社会」と関連づけて学習
するとよい。

①親の役割

②子どもの成長のようすと生活

1. 子どもの成長のようす

5

2. 子どもの発育・発達の特徴
3. 社会性の発達
4. ことばの発達
5. 基本的生活習慣と社会的生活習慣
6. 子どもの生活と遊び
7. 子どもの食生活
8. 子どもの衣生活

6

9. 子どもの健康
10. 子どもの事故

③子ども・子育ての環境

1. 子どもを取り巻く環境の変化

2
2. 子育てにかかわる問題点
3. 家庭保育と集団保育
4. 子どもの福祉と支援

「子ども」について考えてみよう
第３節　高齢期の生活

この節の学習

3 ・人の一生を見通す中で高
齢期をとらえ、加齢に伴う
心身の変化や特徴について
考えを深める。

・高齢者と接触する機会を持
てるとよい。
・視聴覚教材を活用すること
で、より学習を深めることが
できる。
・制度等については、第４章
「生活を支える仕組み」と関連
して学習するとよい。

①高齢期について学習する

②高齢期の特徴
1. 高齢期の心身の特徴
2. 高齢期の健康
3. 高齢期の生活

③高齢社会の現状
1. 高齢社会とは

22. 超高齢社会の課題
あなたはどのような高齢期を送りたい？

7

第４節　生活を支える仕組み
この節の学習

3

・家庭や地域及び社会の一
員としての自覚をもって共
に支え合って生活していく
ことの重要性について認識
している。
・だれでも安心して暮らせ
る社会には、どのような支
援やシステムが必要なのか
を調べ学習を通して、自分
の考えをまとめ意見交換が
できる。

・「現代社会」「政治・経済」
の内容と連携を図るとよい。
・第２節「保育」、第３節「高
齢者」と関連づけるとよい。

①私たちの暮らしの成り立ち

②子育てを支える仕組み
1. 子ども・子育てビジョン
2. 出産・育児を支える法律，制度
3. 保育サービス

③高齢期の生活を支える仕組み
1. 介護保険
2. 公的年金制度

④共生社会の実現に向けて
1. ノーマライゼーションの理念
2. 広がるボランティア活動と NPO 活動

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 1

２
学
期

9
第
２
章

第１節　食生活
この節の学習

2
・社会的な問題ともかかわ
る現代の食生活の現状と課
題について理解する。

・生命を維持するための食に
ついて、「化学」「生物」のと
の関連性を図る。また、消化・
吸収について振り返ること
で、栄養素の学習が深まる。
・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。

①食生活の現状と課題
1. 食生活の現状
2. からだへの影響
3. 食生活改善のための取り組み

②栄養素と食品 1. 栄養と栄養素 3
③食品の選択と取り扱い 1. 食品の選択

2④食中毒と食品の安全
⑤食品の保存
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学期 月 章 単元・項目 時間 学習のねらい・目標 他教科との連携、特記事項など

２
学
期

９

第
２
章　

生
活
の
自
立
の
た
め
に

⑥献立と調理
1. 何をどれだけ食べればよい？

2 ・毎日の食事の重要性を理
解し、栄養素の種類と機能、
食事摂取基準、食品群別摂
取量のめやすなどをもと
に、自分や家族の食生活を
見直す方法を考える。

・食事と健康について「保健」
と連携を図る。
・小中学校で学習した内容を復
習することで、効率的に学習
が始められる。
・日本の伝統的な生活は、衣食
住領域で連携して扱う。
・実習の際は、計画性・安全性
に十分配慮すること。

2. 調理とは
3. 食事のマナーと配膳
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調理実習 6

⑦環境に配慮した食生活を送ろう
1. 食品の選択と環境

2
2. 調理と環境
3. 食べ方と環境

「料理のおいしさ」を表現してみよう
第２節　衣生活

この節の学習
1

・資源の有効活用の観点か
ら、購入から廃棄までを考
えた衣服計画の重要性につ
いて考えようとしている。
・購入を中心として衣服材
料、衣服の構成、サイズの
適切な選択ができるよう考
えている。

・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。
・ファッションや伝統的な衣
服について「美術」と連携を
図る。
・日本の伝統的な生活につい
て、衣食住領域で連携して扱
うとよい。
・小中学校で学習した内容を
復習することで、効率的に学
習が始められる。
・実習の際は、計画性・安全
性に十分配慮すること。

①衣服の機能を考える 1. 保健衛生上の機能
2. 社会生活上の機能

②衣服材料を知る

1. 繊維の性質

3
2. 布の種類
3. 衣服材料の性能
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4. 衣服の構成
5. 人の動作と衣服

③衣服計画を立てる

1. 衣服計画とは

3

2. 衣服のサイズ
3. 衣服の表示
4. 洗濯
5. 仕上げ剤
6. 衣服の保管

④衣生活と環境
あなたが衣服を選ぶ基準は何だろう

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 1
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第３節　住生活
この節の学習

3 ・一生を見通して、家族の
生活に応じた適切な住居の
計画や選択ができる。
・防犯、防火、耐震などの
安全性が高く、日照、採光、
換気、遮音などに配慮して
健康的に住むことのできる
住居について考えることが
できる。
・環境に配慮した住居や、
住居と地域社会とのかかわ
りについて考えを深める。

・世界各国の地域の特性につ
いて「地理」と連携を図る。
・火山や地震など自然災害に
ついて「地学」と連携を図る。
・伝統的な建築について「美
術」と連携を図る。
・住まいの構成と成り立ちに
ついてイメージできるように
する。
・日本の伝統的な生活につい
て、衣食住領域で連携して扱
うとよい。
・住宅広告やインターネット
などを有効に利用するとよ
い。

①暮らしと住まい

1. 住まいの役割
2. 生活行為と住まい
3. 平面計画をしてみよう
4. 暮らしやすい間取り
5. ライフステージと住まい

②安全で衛生的な住まい

1. 自然災害

2
2. 火災
3. 室内事故
4. 防犯
5. 衛生的な住まい
6. 維持管理

③いろいろな暮らし方
1. 近隣と関わり暮らしていく

2
2. みんなで暮らしていく
3. 暮らしを改善する

３
学
期

１

④住まいと環境 1. 住まいの現状
2. 住まいと環境

私たちにできる「まちづくり」を考えよう

第
３
章　

経
済
的
に
自
立
す
る

第１節　消費生活
この節の学習 1

・一人ひとりが意見をも
ち、自ら進んでその消費生
活に必要な情報を収集し、
適切な意思決定や消費行動
によって意見を表明し、行
動することが消費者の責任
であり、権利を行使するこ
とにつながることを意識す
る。

・生活情報については「公民」
との連携を図るとよい。
・情報モラルについて「中学
校技術」を振り返るとよい。
・トラブル防止のためにも、
契約の重要性を認識させる。

①消費生活の現状と課題

1. 生活に不可欠な消費

3

2. 消費生活と社会
3. 商品購入の意思決定
4. 契約とは
5. 消費者問題とは
6. 消費者信用とは

2

7. 消費者信用をめぐる問題

②自立した消費者になるために

1. 消費者の権利と責任

2
2. 消費者の権利を守る法律や制度
3. 消費者問題をなくすために
4. 消費者の行動が社会を変える

どんな情報をもとに意思決定している？
第２節　家計を管理する

この節の学習 1 ・契約や消費者信用、多重
債務問題などについて具体
的に認識し、消費者として
適切な判断ができる力をも
つ。　

経済活動については「公民」
との連携を図るとよい。
・実生活における家計の収支
を認識させる。

①家庭経済と国民経済

②家計の仕組みと管理 1. 家計の仕組み
22. 家計を管理するためには

あなたは何にお金をかける？
第３節　環境に配慮した暮らし

①今の暮らしと環境問題 1. 私たちの生活と環境問題

3

・経済発展や便利で快適な
生活を優先してきた結果、
環境問題や資源・エネル
ギー問題が生じていること
を知る。

・「化学」「地理」と連携を図る
ことで、エネルギー問題が効
率的に学習できる。
・自然環境について「生物」と
連携を図る。
・近代化について、「世界史」「日
本史」と連携を図る。

2. 世界に目を向けると

3

②持続可能な社会をめざして 1. 持続可能な社会のために
2. 低炭素社会をつくる

③私たちの選択 1. 行動し，変化を起こそう

３R の取り組みを考えてみよう

人生を設計してみよう
2 ・生涯を見通した生活設計

の重要性を理解する。
・高校卒業後の進路について
考えさせる。生活設計を考えよう
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評価規準 
（観点及びその趣旨）

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食
住，消費生活などについて関心をもち，
その充実向上を目指して主体的に取り
組むとともに，実践的な態度を身に付
けている。

人の一生と家族・家庭及び福
祉，衣食住，消費生活などに
ついて課題を見いだし，その
解決を目指して思考を深め，
適切に判断し，工夫し創造す
る能力を身に付けている。

人の一生と家族・家庭及び福祉，
衣食住，消費生活などに関する
基礎的・基本的な技術を身に付
けている。

人の一生と家族・家庭及び福
祉，衣食住，消費生活などに
関する基礎的・基本的な知識
を身に付けている。

第
１
章　
人
の
一
生
と
家
族
・
福
祉

第１節　人の一生と青年期
●人の一生を生涯発達の視点でとら
え、各ライフステージの特徴と課題に
ついて理解しようとしている。
●青年期の課題を理解し、男女が協力
して、家族の一員としての役割を果た
し、家庭を築くことの重要性について
考え、意欲を持って学習活動に取り組
もうとしている。
●自立した生活を営むためには、生涯
を見通した職業選択、仕事と生活との
調和（ワーク・ライフ・バランス）な
どが重要であることを前向きに認識し
ようとしている。
●家族に関する法律、家族が社会制度
として存在することの意味などについ
て関心をもって学んでいる。

●男女が協力して、家族の一
員としての役割を果たし、家
庭を築くことの重要性につい
て深く考えている .
●自立した生活を営むために
は、生涯を見通して、生活課
題に対応した意思決定をし、
責任もって行動することが重
要であることを認識し、青年
期をどのように生きるかを考
えている。
●これからの家族に関する課
題や問題点について思考を深
めている。

●青年期の特徴や課題、現代の
家族の特徴や家族に関する意識
の変化、社会状況を踏まえた職
業選択のポイントなどについ
て、調査したことをまとめ、自
分の考えを入れながら発表する
ことができる。
●男女が協力して、家族の一員
としての役割を果たし、家庭を
築いていくことについて意見交
換ができる。
●自分の人生をどのように送る
かを、関連資料を参考にして将
来を想像しながらまとめること
ができる。

●人の一生を生涯発達の視点
でとらえ、各ライフステージ
の特徴と課題について理解し
ている。
●青年期の課題を理解し、男
女が協力して、家族の一員と
しての役割を果たし、家庭を
築くことの重要性について認
識している。
●自立した生活を営むために
は、生涯を見通した職業選択、
仕事と生活との調和（ワーク・
ライフ・バランス）などが重
要であることを認識している。
●家族に関する法律について
知り、その必要性と理由を理
解している。

①人の一生とは

②青年期の課題とは

③青年期の課題①結婚と家族・家庭

④青年期の課題②職業選択と家事労働

⑤意思決定とは

⑥家族・家庭と法律

あなたはどのような人生を送りたい？

第２節　子育てを学ぶ
●乳幼児の心身の発達と生活、親の役
割と保育、子どもの育つ環境について
意欲的に理解しようとしている。
●乳幼児期は、基本的生活習慣の形成
が重要であるとともに、社会的自立の
ためには、子どもの発達に応じて社会
的な規範を身につけさせることが親や
家族の重要な役割であることを認識し
ようとしている。
●少子化や子どもを取り巻く環境の変
化などによるさまざまな問題点につい
て理解し、この課題の解決のためには
児童福祉の理念が重要であることを認
識しながら学習活動に取り組もうとし
ている。
●乳幼児にかかわることができる幼稚
園や保育園の訪問において、前向きに
乳幼児と触れ合い交流し、乳幼児をも
つ親の様子を観察しようとしている。

●乳幼児は自分の意思を充分
に表現できないので、周囲の
者が子どもの気持ちに寄り添
うことが欠かせないことや、
親に愛されることにより人間
関係の基礎をつくっていくこ
とに気づき、自分の考えを深
めている。
●幼稚園や保育園の訪問など
を通して、子どもの心身と発
達、遊びの意義、子どもにとっ
て望ましい環境について考え
ている。

●子どもの生活や遊びについ
て、調査・観察したことをまと
め、発表することができる。
●親の役割や子どもにとって望
ましい保育環境について、自分
の考えを入れながらまとめるこ
とができる。
●乳幼児にかかわることができ
る幼稚園や保育園の訪問におい
て、前向きに乳幼児と触れ合い
交流し、乳幼児をもつ親の様子
を観察することができる。

●乳幼児の心身の発達と生活、
親の役割と保育、子どもの育
つ環境について理解している。
●乳幼児期は、基本的生活習
慣の形成が重要であるととも
に、社会的自立のためには、
子どもの発達に応じて社会的
な規範を身につけさせること
が親や家族の重要な役割であ
ることを認識している。
●少子化や子どもを取り巻く
環境の変化などによるさまざ
まな問題点について理解し、
この課題の解決のためには児
童福祉の理念が重要であるこ
とを認識している。　　　　
　　　　　　　　　

①親の役割

②子どもの成長のようすと生活

③子ども・子育ての環境

「子ども」について考えてみよう

第３節　高齢期の生活
●高齢期の特徴と生活及び高齢社会の
現状と課題について前向きに理解しよ
うとしている。
●高齢者の自立を支えるために家族や
地域及び社会の果たす役割について認
識しながら、学習活動に取り組もうと
している。
●祖父母や身近な高齢者と触れ合い交
流する姿勢をもっている。

●人の一生を見通す中で高齢
期をとらえ、加齢に伴う心身
の変化や特徴について考えを
深めている。
●高齢期になっても、だれで
も安心して自立的な生活がで
きる高齢社会を築くために、
個人や家族、地域や社会の果
たす役割について考えている。

●高齢者の生活の実態につい
て、生活実態調査などを基に、
レポートなどにまとめることが
できる。
●祖父母や身近な高齢者から生
きがい、社会参加、健康問題と
介護、生計の維持などについて
聞き取り、まとめたことを発表
することができる。

●高齢期の特徴と生活及び高
齢社会の現状と課題について
理解している。
●高齢者の自立を支えるため
に家族や地域及び社会の果た
す役割について認識している。
　　　　

①高齢期について学習する

②高齢期の特徴

③高齢社会の現状

あなたはどのような高齢期を送りたい？

第４節　生活を支える仕組み
●生涯を通して家族・家庭の生活を支
える福祉や社会支援について理解しよ
うとしている。
●家庭や地域及び社会の一員としての
自覚をもって共に支え合って生活して
いくことの重要性について前向きに考
えようとしている。

●人の一生を見通して、家族
や地域の生活課題を主体的に
解決し、よりよい生活を創造
するには、各ライフステージ
にどのような福祉や社会的支
援が必要かについて考えを深
めている。
●乳幼児期や高齢期に必要な
支援に対する現状と課題につ
いて考えている。
●だれでも自分の力を生かし、
他からの援助を得ながら安心
して暮らせる社会をつくるた
めにはどのようにしたらよい
かを考えている。

●自分の住んでいる地域で実際
に行われている取り組みについ
て、具体的な事例を調べること
で、どのように支え合って生活
することが望ましいかをまとめ
て発表することができる。
●だれでも安心して暮らせる社
会には、どのような支援やシス
テムが必要なのかを、調べ学習
を通して、自分の考えをまとめ
て意見交換ができる。

●生涯を通して家族・家庭の
生活を支える福祉や社会支援
について理解している。
●家庭や地域及び社会の一員
としての自覚をもって共に支
え合って生活していくことの
重要性について認識している。

①私たちの暮らしの成り立ち

②子育てを支える仕組み

③高齢期の生活を支える仕組み

④共生社会の実現に向けて

第
２
章　
生
活
の
自
立
の
た
め
に

第１節　食生活
●社会的な問題ともかかわる現代の食
生活の現状と課題について理解しよう
としている。
●食事の役割や栄養素の種類と機能、
青年期と家族の各ライフステージの栄
養的な特徴について前向きな学習態度
で取り組んでいる。
●日常用いられる食品の栄養的特質と
調理上の性質について、科学的に理解
し、調理法の要点を踏まえ、積極的に
調理技術を身につけようとしている。
●食生活の安全や衛生、配膳や食事の
マナーについて、調理実習を通して意
欲的に学習しようとしている。
●環境に配慮した食生活について理解
しようとしている。

●毎日の食事の重要性を理解
し、栄養素の種類と機能、食
事摂取基準、食品群別摂取量
のめやすなどをもとに、自分
や家族の食生活を見直す方法
を具体的に考えている。
●自給率の低下や外食・中食
への依存など現代の食生活の
問題について深く考えている。
●調理の安全や衛生について
具体的に考えている。

●季節や効率も考えに入れなが
ら、食事摂取基準、食品群別摂
取量のめやすなどをもとに、自
分や家族のバランスのよい献立
を作成することができる。
●現代の食生活の問題について
調べ学習を通して、自分の考え
を入れながらまとめることがで
きる。
●料理の作り方を理解し、基礎
的な技術を身につけ、効率よく
調理することができる。
●安全や衛生を考えながら、配
膳やマナー、環境に配慮し、楽
しく食事することができる。

●社会的な問題ともかかわる
現代の食生活の現状と課題に
ついて認識している。
●食事の役割や栄養素の種類
と機能、青年期と家族の各ラ
イフステージの栄養的な特徴
について理解している。
●日常用いられる食品の栄養
的特質と調理上の性質につい
て、科学的に理解している。
●食生活の安全や衛生、配膳
や食事のマナーについて認識
している。
●環境に配慮した食生活につ
いて理解している。

①食生活の現状と課題

②栄養素と食品

③食品の選択と取り扱い

④食中毒と食品の安全

⑤食品の保存

⑥献立と調理

調理実習

⑦環境に配慮した食生活を送ろう

「料理のおいしさ」を表現してみよう

家基 303「最新家庭基礎  〜生活を科学する」
評価規準例　【2 単位　70 時間】
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

第
２
章　
生
活
の
自
立
の
た
め
に

第２節　衣生活 ●被服の機能について、これから迎え
る社会生活を念頭におき、社会慣習へ
の適応と被服材料の性能や被服構成と
の関わりの深さについて関心をもって
学習している。
●衣生活を自ら管理する知識と技術を
積極的に身につけようとしている。

●社会的慣習に適応し、自己
表現する着装の工夫を考えて
いる。
●購入を中心として被服材料、
被服の構成、サイズの適切な
選択ができるよう考えている。
●被服の表示を基にして、洗
濯の仕組みや流れを具体的に
考えている。
●購入する被服において、資
源の有効利用まで考えている。

●社会的慣習に適応し、自己表
現する着装の工夫をし、着用目
的に応じて健康的な被服選択と
着装ができる。
●被服の入手、洗濯、保管など
衣生活を自ら管理する技術を習
得している。
●資源の有効利用まで考えた被
服の購入、再利用、廃棄までが
できる。

●被服の機能について、これ
から迎える社会生活を念頭に
おき、社会慣習への適応と被
服材料の性能や被服構成との
関わりの深さについて認識し
ている。
●被服の入手、洗濯、保管な
ど衣生活を自ら管理する知識
をもっている。
●資源の有効活用の観点から、
購入から廃棄までを考えた被
服計画の重要性について理解
している。

①衣服の機能を考える

②衣服材料を知る

③衣服計画を立てる

④衣生活と環境

あなたが衣服を選ぶ基準は何だろう

第３節　住生活 ●家族が安全で快適、かつ健康な生活
を行う場としての住居について関心が
ある。
●住まう場としての住居の条件を考
え、一生を通じて、家族の生活に応じ
た適切な住居計画や選択ができるよう
前向きな態度で学習している。
●高齢者や障がい者などに配慮したバ
リアフリー住宅や地域の住環境などに
ついて関心がある。
●地域施設との関係や集まって住む
ルールなど、地域のコミュニティと共
生できる住居のあり方などについて理
解しようとしている。

●一生を見通して、家族の生
活に応じた適切な住居の計画
や選択ができるよう考えてい
る。
●防犯、防火、耐震などの安
全性が高く、日照、採光、換気、
遮音などに配慮して健康的に
住むことのできる住居につい
て考えている。
●環境に配慮した住居や、住
居と地域社会とのかかわりに
ついて考えを深めている。

●家族の生活と各ライフステー
ジに応じた住居の条件について
考え、家族の生活に応じた適切
な住居の計画や選択ができる。
●住まいの現状や環境に配慮し
た住宅などについて、調べ学習
を通して、レポートなどにまと
めたり、発表することができる。

●家族が安全で快適、かつ健
康な生活を行う場としての住
居について理解している。
●住居の場としての住居の条
件を理解して、一生を通じて、
家族の生活に応じた適切な住
居計画や選択ができる知識を
もっている。
●地球環境に配慮し、耐久性
の高い住居について科学的に
理解している。
●バリアフリー住宅や地域の
住環境について、具体例を含
めて認識している。

①暮らしと住まい

②安全で衛生的な住まい

③いろいろな暮らし方

④住まいと環境

私たちにできる「まちづくり」を考
えよう

第
３
章　
経
済
的
に
自
立
す
る

第１節　消費生活 ●家庭経済の現状、社会の変化に伴う
消費構造の変化や消費行動の多様化な
どの現状や課題について考えようとし
ている。
●様々な消費者問題について認識し、
消費者の権利や責任について理解し、
適切な意思決定に基づいて行動できる
よう前向きに学習しようとしている。
●消費者の権利を守るための法律や制
度について学び、消費者の行動が社会
を変えいくことを認識しようとしてい
る。　　　　　　　　　

●国際化、ＩＴ化などに代表
される社会変化や、それに伴
う販売や流通の多様化、消費
者と生産者の情報量格差など、
消費者問題発生の社会的背景
について考えている。
●消費者の権利やその在り方、
消費者保護に関する施策につ
いて考えている。
●一人ひとりが意見をもち、
自ら進んでその消費生活に必
要な情報を収集し、適切な意
思決定や消費行動によって意
見を表明し、行動することが
消費者の責任であり、権利を
行使することにつながること
を意識している。

●家庭経済の現状、社会の変化
に伴う消費構造の変化や消費行
動の多様化などの現状や課題に
ついて、氾濫する情報を整理し、
消費者の望ましい在り方を踏ま
えて、レポートなどにまとめる
ことができる。
●契約や消費者信用、多重債務
問題などについて具体的に認識
し、消費者として適切な判断が
できる力をもっている。　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

●家庭経済の現状、社会の変
化に伴う消費構造の変化や消
費行動の多様化などの現状を
理解している。
●様々な消費者問題について
認識し、消費者の権利や責任
について理解している。
●消費者の権利を守るための
法律や制度について認識して
いる。　　　　　　　　　

①消費生活の現状と課題

②自立した消費者になるために

どんな情報をもとに意思決定してい
る？

第２節　家計を管理する ●家計の構造、家計における収支バラ
ンスや計画性にとどまらず、将来にわ
たるリスクを想定して、不測の事態に
備えた貯蓄や保険などの資金計画につ
いて関心をもっている。

●生活の基盤としての家計管
理の重要性や家計と経済の関
わりなどについて理解し、経
済計画とリスク管理の必要性
について考えている。

●今日の家計は、ＩＴ化、キャッ
シュレス化によって大きく変化
していることを理解し、情報が
氾濫する中で慎重な意思決定を
することができる。　　　　　
　　　　

●家計の構造、家計における
望ましい収支バランスや計画
性について理解し、将来にわ
たるリスクを想定して、不測
の事態に備えた貯蓄や保険な
どの資金計画についての重要
性についても認識している。

①家庭経済と国民経済

②家計の仕組みと管理

あなたは何にお金をかける？

第３節　環境に配慮した暮らし ●経済の発展や大量生産・大量消費・
大量廃棄の生活により、様々な環境問
題が生じていることに気づき、消費生
活と環境とのかかわりについて関心を
もっている。
●自らの消費行動によって環境負荷を
低減させ、進んで地球環境保全に貢献
できるライフスタイルを実践できるよ
う意欲をもっている。

●経済発展や便利で快適な生
活を優先してきた結果、環境
問題や資源・エネルギー問題
が生じていることを考えてい
る。
●環境問題に配慮する製品の
選択、購入、使用方法や生活
の仕方などを点検し、環境負
荷の少ない生活の工夫につい
て思考を深めている。

●具体的な事例を通して、環境
負荷の少ない生活について考
え、自らの生活意識やライフス
タイルを見直すことができる。
●環境問題や資源・エネルギー
問題について、調査したことを
まとめて発表することができ
る。

●経済発展や便利で快適な生
活を優先してきた結果、環境
問題や資源・エネルギー問題
が生じていることを認識して
いる。
●個人や家庭だけでなく、地
域や企業、行政など社会全体
が一体となった取り組みや、
社会経済システムの見直しな
どの必要性を理解している。

①今の暮らしと環境問題

②持続可能な社会をめざして

③私たちの選択

３R の取り組みを考えてみよう

人生を設計してみよう
生活設計を考えよう

●将来の生活に向かって目標を立て、
展望をもって生活しようとしている。

●一生を通して、広い視野を
もって生活を創造することに
ついて考えを深めている。

●家庭基礎で学習した内容とか
かわらせて自分の目指すライフ
スタイルを実現するために生活
設計を立てることができる。

●一生を通して、社会の動き
を見つめ、不測の事態にも柔
軟に対応する必要性や広い視
野をもって生活を創造してい
くことの重要性を認識してい
る。

ホームプロジェクトと学校家庭クラ
ブ活動

●各自の生活の中から課題を見いだ
し、課題解決を目指して主体的に計画
を立てて実践しようとしている。

●家庭基礎で学習したことを
各自の家庭生活に結び付けて
考えている。

●各自の生活の中から課題を見
いだし、課題解決を目指して主
体的に計画を立てて実践してい
る。
●実践した成果を発表すること
ができる。

●ホームプロジェクトと学校
家庭クラブの意義と実施方法
を理解している。
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家庭 304「子どもの発達と保育  〜育つ・育てる・育ち合う」

目　　　標 子どもの発達の特性や発達過程，保育などに関する知識と技術を習得させ，子どもの発達や
子育て支援に寄与する能力と態度を育てる。

指導計画（シラバス）案　【2 単位　70 時間】

学期 月 章 単元 項目 時間 学習のねらいと目標

1
学
期

 保育を学ぶにあたって 1
・これから保育の学習をはじめるにあたり，保育を
学ぶ意味について考える。

４

第
１
章　

子
ど
も
の
発
達
の
特
性

①生涯発達における乳幼児期の
重要性

1. 乳幼児期の大切さ 2

・ライフステージにおける乳幼児期の位置づけを確
認し，生涯発達のために乳幼児期が大切であること
を理解する。 
・人との「かかわり」の大切さを知る。

②発達と環境

1. 発達を支える環境

2
・子どもは，さまざまな環境の影響を受けながら発
達していくことを知る。 
発達の最近接領域について理解する。

2. 発達と環境

3. 多様な環境の中で育つ子ども

５

③発達観・児童観とは

1. 保育にみる発達観と児童観

3

・子どもが保護・養育される権利をもち，尊重され
るべき存在であると認識されるまでの歴史を知る。 
・日本の児童観の変遷と，社会環境や法制度のしく
みについて理解する。

2. 子どもが自ら育つ「発達」へ

3. 変わってきた「子ども」への関心

第
２
章　

子
ど
も
の
発
達
過
程

①身体発育と運動機能の発達 1. 発育と発達と成長 2
・身体発育と運動機能の発達には一定の順序と方向
性があることを知る。 
・一方で，個人差が大きいことも理解する。

６ ② 乳幼児期のからだの発育
1. 乳幼児期の発育の特徴

4
・乳幼児期の発育について，各部位別の目安や評価
法を理解する。 
・乳幼児期の生理的特徴についても知る。2. 乳幼児期の生理的特徴

７

③ 乳幼児期の発達の特徴
1. 乳幼児期の発達

5
・乳幼児期の発達と，環境の関係を理解する。 
・人は生まれながらにしてさまざまな感覚機能を
持っている「社会的な存在」であることを認識する。2. 乳幼児期の感覚・運動機能の発達

④ 人間関係の発達

1. 人との絆（愛着関係）の形成

4

・愛着関係の形成過程を学び，その重要性を理解す
る。 
・安全基地としての親の重要性について理解する。
また，家族・きょうだい・友だちなどの対人関係と
社会性の発達について考える。

2. 自立と対人関係

２
学
期

９

⑤ 心の発達
1. 情緒の発達

2
・子どもと大人ではもののとらえ方に違いがあるこ
とを知る。言葉の発達の順序について理解する。2. 認知機能の発達

視聴覚教材使用 2
・子どもの成長についての視聴覚教材を使用して確
認する。
・自分の成長記録をつくってみる。

第
３
章　

子
ど
も
の
生
活

①子どもの健康と生活

1. 大人の役割は

3

・養護の必要性・目的を理解し，発達の段階に応じ
た適切な養護の方法を知る。
・子どもを安全に養護するためのポイントや、注意
点について知る。
・基本的生活習慣と社会的生活習慣の違いを理解し、
その具体的な内容について知る。

2. 養護の具体的な方法

3. 基本的生活習慣の習得

4. 社会的生活習慣の習得

沐浴実習 2 ・沐浴人形を使い，沐浴の実習を行う。
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学期 月 章 単元 項目 時間 学習のねらいと目標

２
学
期

10

第
３
章　

子
ど
も
の
生
活

②子どもの食事

1. 栄養と食生活

4

・子どもの栄養と食生活の特徴を知り，必要なエネ
ルギーと栄養素について理解する。
・食事が生活習慣の確立や心の発達に重要な役割を
もつことを認識する。

2. 乳児の食事

3. 離乳

4. 幼児の食事

幼児食実習
2

・幼児食実習や幼児用おやつづくりなど，実習を通
じて子どもをイメージする。5. 幼児の食事の実態と問題点

11

③子どもの衣服

1. 衣服の役割と条件

2

・乳幼児に適した被服の素材・型を知り，適切な被
服計画ができるようになる。
・衣服の選択を間違えると、思わぬ事故につながる
ことがあると知り、安全な衣生活について考えるこ
とができる。
・適切な寝具やおむつの使い方などを理解する。

2. 衣服の選択

3. 衣服の調節

4. おむつ

5. 寝かせ方

④子どもの遊びと生活

1. 子どもの遊び

3

・子どもにとって「遊び」は，豊かな心や多くの能
力を獲得するために大切であることを知る。
・子どもの情操・感性・知的探究心などを豊かにす
るために適切な児童文化財を選択できるようにな
る。

2. 児童文化財

3. 子どもに身近な児童文化財

4. 子どもの生活と住環境

12 保育実習 5
・保育実習の注意事項を確認し，おもちゃ作りに挑
戦する。

３
学
期

1

⑤子どもの健康管理

1. 子どもの健康を守る

5

・子どもの健康を守るための保育者の役割を理解し，
健康状態の観察方法を知る。
・子ども特有の病気について知り、予防接種の大切
さを理解する。また、病気の際に落ち着いて対処す
るための知識を得る。
・子どもの健康を守るために、社会がどのようなサ
ポートを行っているかを知る。
・住まいに潜む危険について理解し、家や学校など
身近な場所の危険についても考えることができる。
・子どもの心の健康について理解する。

2. 子どもの病気

3. 病気の子どもの看護

4. 病気の予防

5. 現代の子どもの健康

6. 住まいと子どもの危険

7. 応急処置と救急用品

8. 心の健康

第
４
章　

子
ど
も
の
保
育

①保育の意義と目標
1. 保育とは何か

2

・人間形成の基礎を培う乳幼児期の大切さと保育の
意義について考える。
・保育が一方的な行為ではないことを理解し，子ど
もと保育者の相互成長の視点に気付く。2. 保育の目的と目標

②保育の方法
1. 子どもの健やかな育ちを支える

3

・子どもの成長には，子どもを受け止め理解してく
れる大人の存在が不可欠であることを知る。
・発達過程の特徴と，段階に応じた保育の方法を理
解する。

2. 発達過程に応じた保育

2 保育実習 4
・保育の方法を確認しながら子どもと一緒に遊び，
反応を確認する。また，自分自身の成長も確認する。

3

③保育の環境 
1. 子どもが育つ環境の変化

4

・子どもが育つ現在の環境にはどのような問題点が
あるのかを知る。
・家庭での保育と集団保育のそれぞれの意義を学び，
課題について考える。

2. さまざまな保育の場

第
５
章　

子
ど
も
の
福
祉
と

                           

子
育
て
支
援

①子どもの福祉
1. 児童福祉の理念と関係法規・制度

2

・子どもの福祉の理念について理解し，歴史的な経
緯を知る。
・児童福祉法や児童福祉関連施設の概要について理
解する。

2. 福祉にかかわる施設

②子育て支援 1. これからの子どもの福祉 2

・男女共同参画社会における，これからの福祉につ
いて考える。
・母親の育児負担を減らす為に何ができるのか，周
囲の人間と社会の両面から考える。
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

子どもの発達や子育て支援につ
いて関心をもち，実際に子ども
と関わろうとする意欲と態度を
身につけている。

子どもを生み育てること
や，家族の役割や地域の
子育て支援などについて
課題を見いだし，思考を
深め，適切に判断し，創
意工夫し表現する能力を
身に付けている。

子どもと触れ合ったり，
子育て支援を行っている
人々と交流を図ったりす
る学習を通して，子ども
の発達の特性や発達過程
に対応した技術を身に付
けている。

子どもの発達の特性や発達
過程，保育などに関する知識
を身に付けている。

第１章　子どもの発達の特性 ●人間の発達について，自分自身の問

題として考える姿勢をもっている。

●子どもをどのような存在としてみる

か，自分なりの考えをもっている。

●子どもを守るための人権意識や倫理

感を重視する姿勢がある。

●人間の一生をライフサイク

ルとしてとらえ，人とのかか

わりがいかに大切かを認識し

ている。

●どんな状況に生まれた子ど

もでも，一個の人格をもつ人間

として尊重されなければなら

ないことが当然と考えられる。

●社会の人間観の変遷がそのま

ま児童観の変遷に反映されてい

ることを，例を挙げて示すこと

ができる。

●外国と日本の児童観の変遷に

共通性があり，その背景に貧困

や戦争などの社会情勢が影響し

ていることを説明できる。

●子どもを取り巻く環境にはさま

ざまシステムがあることを理解し，

そのかかわりの大切さを理解して

いる。

●新生児・乳幼児の能動性の内容

と，それらの発達への影響につい

て理解している。

①生涯発達における乳幼児期の重要性

②発達と環境

③発達観・児童観とは

第２節　子どもの発達過程 ●将来親や保育者になったときに必要

な知識を学ぶ，という姿勢をもってい

る。

●乳幼児の発育のめざましさに対し

て，驚きや知的な好奇心をもって学習

に取り組んでいる。

●乳幼児の精神発達について，自分自

身の子ども時代のことを調べるなどし

て，具体的に考える姿勢をもっている。

●子どもの発達によい環境は何かとい

うことについて，積極的に考えて学習

に取り組んでいる。

●心の発達過程の複雑さ，多様さに対

して，驚きや知的な好奇心をもって学

習に取り組んでいる。

●子どもの精神発達に対する親の役割

の重要性について，具体的なイメージ

を描きながら学んでいる。

●自立心や社会適応力の形成につい

て，自分自身の経験をふりかえりなが

ら学習を深めようとする姿勢がある。

●「子どもが育つ」ことの重

要な点は，人間として豊かに

育つことにあることを認識し

ている。

●発育の個人差を考えること

ができる。

●心の発達については，感覚

能力，運動機能，言語，知的

能力，社会性等，いろいろな

側面からとらえる必要がある

ことを認識している。

●乳幼児期の知的能力の発達，

自我の芽生え，きょうだいや

仲間関係でのさまざまな経験

が，自己主張と自己抑制のバ

ランスを学ぶことになるとい

う認識をもち，自分の場合は

どうであったかを思い描ける。

●乳幼児期の基本的情緒の形

成には，愛情で結ばれた親と

子の絆が重要であるという認

識を深めている。

●子どもの成長には，家庭だ

けでなく，家庭環境を支える

地域や社会の支援体制も重要

であるという考え方ができる。

●発育・発達を支配する因子を

理解し，その例をいくつか挙げ

ることができる。

●乳幼児の生理的特徴が成人と

大きく異なることを具体的に説

明できる。

●自分の乳幼児期の発達につい

て，家族へのインタビューなど

の手法を用いて調べることがで

きる。

●発達の順序性，方向性につい

て，具体例を挙げながら説明す

ることができる。

●発達の過程で子どもができる

ようになることを，月齢や年齢

に応じて挙げることができる。

●子どもにとっての安全基地と

しての親の役割を説明すること

ができる。

●愛着形成から自立への過程に

ついて，順を追って説明するこ

とができる。

●自立心や社会適応力の形成と

欲求不満耐性の関係について説

明でき，欲求不満耐性の育て方

についてまとめたり発表したり

することができる。

●子どもの成長は身体の発育と心

や身体の機能の発達が相互に関連

してなされていくことを理解して

いる。

●乳幼児の発育が順調なものかど

うかを知る方法を理解している。

●新生児の反射運動について理解

している。

●粗大運動，微細運動の発達過程

について理解している。

●精神発達は，たえず次の段階へ

の準備を行いながら進む，連続性

のあるものであることを理解して

いる。

●精神発達が，子どもの素質と環

境の相互作用によるものであるこ

とを理解している。

●新生児でも視覚・聴覚・嗅覚・

触覚・味覚などの感覚機能はすで

に発達しており，これらが言語・

知的能力・好奇心等の発達にも関

係することを理解している。

●発達の共通性と個別性（個人差）

について理解している。

●発達の方向性と順序性について

理解している。

①身体発育と運動機能の発達

②乳幼児期のからだの発育

③乳幼児期の発達の特徴

④人間関係の発達

⑤心の発達

第３節　子どもの生活 ●乳幼児の養護について，実際に自分

が世話を行う立場になったときのこと

を考えながら，積極的に取り組んでい

る。

●子どもは保育者の養護なしでは生き

ていけないということを理解し，保育

者としての責任を自覚しながら学習し

ようという姿勢がある。

●子どもの生活を学ぶ中で，さまざま

な課題や問題点を考えようという態度

がみられる。

●乳幼児期の栄養と食生活に

ついて，学童期や青年期ひい

ては人の一生に影響する重要

性をもつことに気づき，考え

を深めている。

●乳汁栄養から離乳食，そし

て幼児食へと進む発育・発達

に応じた食事の意味を考える

ことができる。

●食事が生活習慣の形成や心

の発達に及ぼす影響を認識し

ている。

●乳幼児の養護の必要性や目的

をふまえ，その発達段階に応じ

た適切な養護の方法や生活援助

のための方法が選択できる。

●乳幼児期の食生活の特徴を把

握し，説明することができる。

●乳汁栄養の種類と母乳栄養の

利点について説明できる。

●離乳食の献立を立案すること

ができる。

●子どもの養護の必要性と目的に

ついて理解している。

●子どもが健康な状態とはどのよ

うな状態か理解している。

●子どもの日常生活における世話

の仕方とその役割について理解し

ている。

●乳幼児期の食生活の特徴を理解

している。

●乳幼児に必要なエネルギーと栄

養素について知っている。

①子どもの健康と生活

②子どもの食事

家庭 304「子どもの発達と保育　〜育つ・育てる・育ち合う」
評価規準例　【2 単位　70 時間】
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
●保育者としてどのようにかかわるの

がよいか，理想像を考えながら学習す

る姿勢をもっている。

●健康な生活の大切さについて，自ら

の日常生活に結びつけて考えを深めて

いる。

●子どもの世話の仕方だけでなく，さ

まざまな世話の背景にある意義につい

て考える姿勢がみられる。

●子どもにとっての遊びの意義を，自

らの体験に関連させて考えることがで

きる。

●人とのかかわりの意義について，具

体的に考える姿勢がみられる。

●子どもが安全に暮らすための住環境

について考えることができる。

●少子化の原因や影響について，自分

なりの意見を考えようとする姿勢がみ

られる。

●子どもの生活をとりまく環境につい

て，改善の方向性や具体的な改善策を

考えながら学習に取り組んでいる。

●衣服の役割には，身体を保

護する目的と社会的な目的が

あるが，子どもの場合は大人

と比べてどこに重きがおかれ

るかを認識している。

●遊びが，子どもにとって新

しい自己実現のための創造活

動を促す原動力になる，とい

う考え方をもっている。

●子ども自身の表現活動を活

発にするために何が必要か，

という見方ができる。

●大人との関係・子ども同士

の関係から育つものは何か，

を考えることができる。

●子どもの病気や異常の早期

発見は保育者の日頃の観察が

大切になるという認識をもっ

ている。

●乳幼児期の基本的生活習慣

や社会的生活習慣の習得につ

いて，その意義や重要性を認

識している。

●成長とともに行動範囲が広

がり，事故の危険が大きくな

るという認識をもっている。

●少子化による影響について，

メリットとデメリットを考え

ることができる。

●幼児食をつくることができ

る。

●食習慣や食事マナーの形成に

関して，問題となるような例を

挙げることができる。

●乳幼児に適した被服の材料，

型，衣生活の設計について理解

し，選択することができる。

●発育や生理的特徴に合った寝

具が選択できる。

●さまざまな児童文化財のなか

から，子どもの発達段階にふさ

わしいものを選択することがで

きる。

●伝統遊びや手作りおもちゃの

製作の計画が立案できる。

●子どもの病気の特徴を説明で

きる。

●疾病予防のために何をすれば

よいかを説明できる。

●事故の予防のための工夫につ

いて説明することができる。ま

た，そのための住宅の工夫を説

明することができる。

●事故の応急処置を説明するこ

とができる。

●子どもを取り巻く環境の変化

について説明することができ

る。

●間食の必要性を理解している。

●乳幼児に必要な衣類の例（枚数

と調節法）について理解している。

●児童文化，児童文化財の定義を

理解している。

●自立への手助け（しつけ）につ

いて，心がけるべきことがわかる。

●子どもの健康状態の観察のポイ

ントを理解している。

●子どもの健康は，免疫力や抵抗

力，衛生環境・季節や気候の変化

に影響されやすいということを理

解している。

●子どもの主な病気と看護の方法

を理解している。

●主な予防接種の種類を理解して

いる。

●子どもに多い事故と応急処置の

方法を理解している。

●子どもにとって危険な箇所が住

宅内にも数多くあることを理解し

ている。

●少子化の問題点について正しく

理解している。

●少子・高齢化社会では社会全体

で子育てに携わる必要性があると

いうことを理解している。

③子どもの衣服

④子どもの遊びと生活

⑤子どもの健康管理

第４章　子どもの保育 ●保育の意義について，自分自身が親

になることを考えるなど，自分の問題

として捉える態度がみられる。

●保育のめざすものは何か，自分自身

の人生観と結びつけて考えようという

姿勢がみられる。

●現代の保育や家庭を取り巻くさまざ

まな課題について，問題意識を感じな

がら学習を深めている。

●子どもが「育つ」過程を理

解する中で，子どもの成長の

本質を考えることができる。

●家庭と保育所・幼稚園が信

頼し合い，協力して子どもを

育てることの大切さを認識し

ている。

●月齢・年齢に応じた保育者

のかかわり方を考えることが

できる。

●現在の保育所・幼稚園に求

められていることについて考

えることができる。

●保育者としての具体的な援助

の方法を説明することができ

る。

●保育のめざす「生きる力」に

ついて，自分自身の考えを交え

ながら話し合いをすることがで

きる。

●家庭保育の現状と課題につい

て，新聞やテレビ，その他の情

報を調べるなどして，自分の意

見をもつことができる。

●自分たちの地域での家庭と保

育所・幼稚園などの協力につい

て調べ，発表することができる。

●保育の目標と保育者から子ども

への働きかけの重要性を理解して

いる。

●家庭保育と集団保育の役割を理

解している。

●保育所と幼稚園の違いを理解し

ている。

●現代の家庭保育の現状と課題を

理解している。

●ファミリー・サポート・センター

などの「子育て支援」の動きにつ

いて理解している。

①保育の意義と目標

②保育の方法

③保育の環境

第５章　子どもの福祉と
　　　　　　　　　子育て支援

●児童福祉の必要性について，具体的

な問題を通して考えようとする姿勢が

みられる。

●法律や制度を実生活に結びつけて学

ぼうとしている。

●子どもを保護の対象とする

だけでなく，主体的な存在と

してとらえることができる。

●児童福祉の理念がさまざま

な制度に生かされていること

を認識している。

●子どもの幸福の実現に必要な

児童福祉について，法律や制度

の整備面から考察することがで

きる。

●福祉にかかわる主な施設の役

割について説明することができ

る。

●児童福祉の理念と特徴を理解し

ている。

●児童福祉を実現するための法律・

制度について理解している。

①子どもの福祉

②子育て支援
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家庭 307「フードデザイン  〜 cooking & arrangement」

目　　　標
栄養，食品，献立，調理，テーブルコーディネートなどに関する知識と技術を習得させ，食
生活を総合的にデザインするとともに食育の推進に寄与する能力と態度を育てる。

指導計画（シラバス）案　【2 単位　70 時間】

学期 月 章 単元・項目 時間 学習のねらい・目標

1
学
期

4

第
１
章　

健
康
と
食
生
活

①食事の意義と役割 1. なぜ食べるのだろうか 1
・食べることは生きるための意味合いだけでなく，
さまざまな意味があることを理解し，食事と団らん
の重要性を知る。

②食を取り巻く現状

1. 自分の食生活を振り返ろう

4

・私たちの栄養の摂取状況について知る。
・食の外部化や食料自給率の低下などの諸問題につ
いて正しい知識を見につけ，自分なりの考えを確立
する。

2. 栄養素等の摂取状況

3. 食の外部化・社会化

4. 食品はどこから来るのか

5. 食生活と環境

6. これからの食生活

5

第
２
章　

栄
養
素
・
食
品
の
特
徴

①栄養素のはたらき 1. からだの仕組み，栄養素の役割 1
・食物摂取の必要性や，健康を維持するために必要
な栄養摂取量，ライフステージごとの栄養摂取の特
徴を理解する。

②健康に必要な栄養素

1. 炭水化物

5

・各栄養素の種類と栄養的な意義，それらの栄養素
を含む食品について知り，各栄養素の代謝経路と役
割を理解する。
・各栄養素の必要性を理解し，バランスよく摂取す
る重要性を理解する。

2. 脂質

3. たんぱく質

4. ビタミン

5. 無機質（ミネラル）

6. 水，その他

２
学
期

６

③消化・吸収の仕組み
1. 消化の仕組み

1
・食品に含まれる栄養成分が，体内で消化，吸収さ
れる過程を理解する。2. 食欲

④食品の特徴

1. 牛乳・乳製品

8

・さまざまな食品について，特徴とその調理性，加
工について理解する。
・それぞれの食品と、栄養素を関連づけて学習する
し、日常の食事から効果的に栄養素を摂取できるよ
うになる。
・健康食品やインスタント食品などの食品について
正しい知識を身につける。

2. 卵

3. 魚介類
4. 肉類
5. 豆類
6. 野菜類
7. 果物類

8. いも類・でんぷん

9. 穀類

10. 油脂類

11. 寒天・ゼラチン

12. 調味料・香辛料
13. し好食品
14. その他

⑤食品の加工

1. 安全性の向上

2
・身の回りにある加工食品を知り，加工の方法や目
的を理解する。

2. 栄養性の向上

3. おいしさの向上

７ ⑥食品の選択と取り扱い

1. 食品の選択

6

・食品に記載された情報の正しい見方を知り，食品
選択に役立てることができるようになる。
・食中毒の危険性について知り，正しい予防ができ
るようになる。

2. 食品の衛生と安全

3. 食品の安全制度と情報
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学期 月 章 単元・項目 時間 学習のねらい・目標

２
学
期

9

第
３
章　

調
理
と
献
立

①調理の基本

1. 調理の目的

４

・調理は食品を食事の目的に合うようにつくりかえ
ることであることを理解する。 
・調理器具や調理の方法を知ることで，実際の調理
をする前の下地作りをする。

2. 食べ物のおいしさ

3. 調理操作

②ライフステージと食事計画

1. 食事摂取基準

4
・年齢や性別，運動量などによって，必要とされる
栄養素に違いがあることを知り，ライフステージご
との特徴を理解する。

2. 食事バランスガイド

3. ライフステージと栄養

③献立作成
1. 献立作成の留意点

1
・献立を作成するための留意点を理解し，のぞまし
い献立作成ができる能力を身につける。2. 献立作成

④様式別の献立と調理・食卓作法

1. 日本料理

2

・各様式別料理の特徴を理解する。 
・各様式の献立構成，食卓構成，作法を理解する。 
・各様式に適した献立作成や供応に伴うマナーを身
につける。

2. 西洋料理

3. 中国料理

⑤食文化を見つめる 1. 食と生活のかかわり 1
・食は生活と密着したものであり，地域やライフス
タイルに合わせて多様な文化を作り上げてきたこと
を知る。

10
・
11
・
12
・
1
・
２

⑥テーブルコーディネート

1. たのしい食卓をつくろう

2

・テーブルコーディネートの基本をふまえ，食事の
テーマにふさわしい食卓の整え方や環境作りの技術
を身につける。
・各料理のサービスの特徴を理解する。

2. 日本料理のテーブルコーディネート

3. 西洋料理のテーブルコーディネート

4. 基本的なサービス方法

第
４
章　

調
理
実
習

　○日常食・和風献立
6

・日本料理，西洋料理，および中国料理の基本的な
献立作成ができるようにする。 
・作成した献立に適した食品を選択し，食品の調理
性をふまえた適切な調理ができるようにする。 
・食品衛生と安全に十分配慮して，食品を適切に扱
うことができるようにする。 
・主な調理操作を習得することにより，能率良くお
いしく作ることができるようにする。 
・各料理に合った盛り付けや，目的に合った食卓を
整えることができる。

　○日常食・和風料理

　○日常食・洋風献立
6

　○日常食・洋風料理

３
学
期

　○日常食・中国料理献立　
6

　○日常食・中国料理

　○日常食・その他

8

　○日常食・環境に配慮した料理

　○調理法を工夫したエコクッキング

　○行事食

　○様式別献立

３

第
５
章　

豊
か
な

　
　

食
生
活
を
つ
く
る

①国民運動としての食育の推進

1. 食生活を見直すための取り組み

2
・現代の食生活を見直すために，食育の大切さを理
解する。
・地域ごとの食育の取り組みについて学ぶ。

2. 家庭，地域，企業における食育の推進
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評価規準 
（観点及びその趣旨）

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

食生活に関する諸問題に関心を
もち、食育の推進に向けて、積
極的に取り組もうとする意欲と
態度を身に付けている。

食生活を総合的に捉えて
計画・実践するための課
題を見いだし、思考を深
め、食育の推進に寄与す
るために、創意工夫し表
現する能力を身に付けて
いる。

栄養、食品、献立、調理、
テーブルコーディネート
などに関する技術を身に
付けている。

栄養、食品、献立、調理、
テーブルコーディネート
などに関する知識を身に
付けている。

第
１
章　
健
康
と
食
生
活

①　食事の意義と役割
●人・食事の役割について理解

しようとしている。

●環境保全について私たちにで

きることを理解し、行動しよう

としている。

●安全で環境にもやさしい食生

活を目指す態度がみられる。

●日本人の栄養摂取の特

徴と問題点を知り、自分

の食生活を振り返ること

ができる。

●日本の食生活は、海外

の負担なくして成り立っ

ていないことを理解す

る。

●日本の食生活の変化を

グラフからよみとれる。

●中食、外食、内食が理

解できる。

●地産地消、ポストハー

ベスト、遺伝子組換え作

物、クローン技術の定義

を理解している。

1. なぜ食べるのだろうか

②食を取り巻く現状

1. 自分の食生活を振り返ろう

2. 栄養素等の摂取状況

3. 食の外部化・社会化

4. 食品はどこから来るのか

5. 食生活と環境

6. これからの食生活

第
２
章　
栄
養
素
・
食
品
の
特
徴

①　栄養素の働き
●栄養素の代謝経路について理

解しようとしている。

●中学校の学習を振り返り、新

しい学習に向けての意欲がみら

れる。

●さまざまな加工食品が生まれ

た背景について関心をもつこと

ができる。

●身近な食品の表示について調

べようとしている。

●インターネットを利用し、食

に関するキーワードを調べよう

としている。

●炭水化物、脂質、たんぱく質、

ビタミン、無機質（ミネラル）

などの役割、種類について関心

を持とうとしている。

●からだの中で、それぞ

れの栄養素がどのような

働きをしているのかを考

えることができる。

●栄養素と食品の学習を

結びつけ、日常の食事の

改善点について考えるこ

とができる。

●身近な食品の加工につ

いて想像することができ

る。

●調理実習や実験と結び

つけて知識を生かそうと

している。

●家庭でできる加工食品

の技術が身に付いてい

る。

●日常生活で食品の表示

をチェックし、食生活を

より良くするために活用

できる。

●食中毒の特徴を知り、

リスクを減らす技術を身

につける。

●食品の安全を守る制度

を活用できるようにな

る。

●栄養素の役割、種類が

科学的に理解できる。

●栄養素ではないが、水

もからだを維持するため

に大切な要素であること

を理解する。

●消化器官と消化酵素の

はたらきが理解できる。

●食品の特徴、調理性、

加工について理解でき

る。

●身の回りの加工食品

と、加工の目的が分かる。

●食中毒に注意しなけれ

ばならない場面を知る。

●食品の安全を守るため

にさまざまな制度がある

ことを知る。

1. からだの仕組み、栄養素の役割

②　健康に必要な栄養素

1. 炭水化物

2. 脂質

3. たんぱく質

4. ビタミン

5. 無機質（ミネラル）

6. 水、その他

③　消化・吸収の仕組み

1. 消化の仕組み

2. 食欲

④　食品の特徴

1. 牛乳・乳製品
2. 卵
3. 魚介類
4. 肉類
5. 豆類
6. 野菜類
7. 果物類
8. いも類・でんぷん
9. 穀類
10. 油脂類
11. 寒天・ゼラチン
12. 調味料・香辛料
13. し好食品
14. その他

⑤　食品の加工

1. 安全性の向上

2. 栄養性の向上

3. おいしさの向上

⑥　食品の選択と取り扱い

1. 食品の選択

２. 食品の衛生と安全

3. 食品の安全制度と情報

家庭 307「フードデザイン　〜 cooking & arrangement」
評価規準例　【2 単位　70 時間】
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解

第
３
章　
調
理
と
献
立

①　調理の基本
●私たちが食事をして、なぜ「お

いしい」と感じるのかに興味を

もって取り組んでいる。

●実際にさまざまな調理操作を

試してみる意欲がある。

●家族のために楽しい食卓を創

造して、家族のきずなを深める

ことに意欲的である。

●西洋料理、中国料理の献立や

作法について興味を持ち、その

内容を理解している。（知識、

理解の評価規準としてもよい）

●年中行事における料理や自分

が住む地域の郷土料理を受け継

いでいこうとする意欲がある。

●各ライフステージにおける栄

養素の特徴を知り、それぞれの

ライフステージに応じた食事計

画に関心を持っている。

●食事バランスガイドと

自分の食生活を結びつけ

て考えることができる。

●ライフステージによっ

てなぜ必要とされる食事

が異なるのかを考えるこ

とができる。

●食べる人に配慮した

サービスの方法が判断で

きる。

●からだの中で栄養素が

どのような働きをするの

かを考え、各ライフス

テージにおける適した食

事について判断すること

ができる。

●状況に合わせて、さま

ざまな調理操作を活用で

きるようになる。

●テーマに沿った献立を

立てることができる。

●電磁調理器や電子レン

ジなどの調理器具を活用

できる。

●テーマに沿ったテーブ

ルコーディネートが、お

もてなしの心を大切にし

ながらできる。（関心・意

欲・態度の評価規準とし

てもよい）

●和食、洋食のテーブル

コーディネートを考え、

前向きに工夫できる。

●「日本人の食事摂取基

準」や「４つの食品群に

よる摂取量のめやす」な

ど を 活 用 し、 ラ イ フ ス

テージに応じた食事計画

を立てることができる。

●調理過程ごとに調理目

的があることを理解して

いる。

●食べ物の味が影響を受

けている要素を理解して

いる。

●食事摂取基準が、健康

維持・増進、また生活習

慣病の予防を目的として

いることを理解してい

る。

●各ライフステージの栄

養について理解してい

る。

●日本料理の献立や作法

について興味を持ち、そ

の内容を理解している。

1. 調理の目的

2. 食べ物のおいしさ

3. 調理操作

②　ライフステージと食事計画

1. 食事摂取基準

2. 食事バランスガイド

3. ライフステージと栄養

③　献立作成

1. 献立作成の留意点

2. 献立作成

④　様式別の献立と調理・食事作法

1. 日本料理

2. 西洋料理

3. 中国料理

⑤　食文化を見つめる

1. 食と生活のかかわり

⑥　テーブルコーディネート

1. たのしい食卓をつくろう

2. 日本料理のテーブルコーディネート

3. 西洋料理のテーブルコーディネート

4. 基本的なサービス方法

第
４
章　
調
理
実
習

 調理実習
●季節の献立は季節感を出す調

理方法について関心、意欲をも

てる。

●協力して後片付けができる。

●食事テーマを設定し、

それに応じた献立を考え

ることができる。

●身支度、手洗いを励行

している。

●衛生面に注意して後片

付けができる。

●レシピを自分なりに工

夫することができる。

●季節感を出す食材や食

卓のコーディネート、調

理法があることを理解で

きる。

　和風献立

　洋風献立

　中国料理献立

　その他の献立

　環境に配慮した料理

　行事食

　様式別献立

第
５
章　
豊
か
な
食
生
活
を
つ
く
る

①　国民運動としての食育の推進
●現代の食生活についての現状

を認識し、時代的背景を具体的

にイメージすることができる。

●食育推進に当たっての目標値

と現状値に関心を持っている。

●食育を家庭、地域、企業はどの

ように推進しようとしているか、

主体的に考えようとしている。

●朝食の大切さ、マナーについ

て関心をもち、健康なからだ作

りに取り組む関心と意欲をもっ

ている。

●社会全体にも目を向け、企業

と家庭について関心を持ってい

る。

●食育推進目標値と現在

値の考察をすることがで

きる。

●それぞれの時代につい

ての問題点を考えること

ができる。

●なぜ朝食欠食が問題と

なるか考えられる。

●消費者としてのあり方

も含めて考えていくこと

ができる。

●近年の食生活の実態を

自ら調査したり、その生

活を想像し情報を整理し

たりすることができる。

●ホームプロジェクト、

学校家庭クラブにつなげ

ていくことができる。　

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　　　　

●目標値と現在値の差異

を考察し、理解し改善に

努めることができる。

●食育基本法、食育推進

基本法、学校給食法等の

法律の目的や概要を理解

している。

●よりよい生活のため

に、ホームプロジェクト

等で更に知識と理解を深

める。

1. 食生活を見直すための取り組み

2. 家庭、地域、企業における食育の推進
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内容の工夫点について

①将来結婚するしない・子どもが欲しい欲しくないに
　関わらず、保育は重要であることに言及し、これか
　らの保育について考えることができるよう工夫して
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　ていく必要性が学べるようにしました。
　【例】p.122、p.125 など

③発育や発達に個人差があることに触れ、多様性につ
　いて実感できるよう工夫しています。
　【例】p.23、p.37 図２、p.130 コラムなど

①自分のことだけでなく、家族や友だちの食生活につ
　いて考え、豊かな食生活が実践できるよう、積極的
　に行動にうつすヒントとなる資料を多く掲載しまし
　た。　【例】p.18 コラム、p.119 〜 130 など

②社会と自分の食生活の関係に気付き、視野を広く持
　って食生活について考えられるようにしました。ま
　た、高校生にもできる取り組みを具体的に掲載しま
　した。【例】p.12 〜 14、p.18、p.220 〜 221 など

表現方法
表現や表記について

①命が産まれる素晴らしさや神秘性を感じることがで
　きるよう、母体内での胎児の様子などにも触れまし
　た。　【例】p.24 コラム、p.26 など

②保育に関わる科学的な資料を掲載し、さまざまな角
　度から保育をとらえることができるように工夫しま
　した。　【例】p.28/p.46/p.103 コラムなど

③等身大の赤ちゃん写真を見ることで、その大きさや
　成長を実感することができます。　【例】口絵３

①食生活の現状についての具体的なデータを多く取り
　上げ、物ごとを科学的にとらえ、問題意識をもって
　学習することができるように配慮しました。
　【例】p.8 〜 13、p.216 〜 219 など

②実生活に活用できる学習を重視し、具体的な例や生
　活に密着した内容を多く取り扱いました。
　【例】p.35/p.59 コラムなど

新学習指導要領
との関連

及びその他
言語活動・伝統文化・体験
活動・道徳教育・食育・環境

教育・消費者教育など。

①「調べてみようこの言葉」として、保育にかかわる
　ことわざや慣用表現を紹介し、言語活動の充実を図
　ります。　【例】p.10、p.67、p.141 など

②保育士と幼稚園教諭のインタビューや写真などを掲
　載し、学習に対する動機付けとしました。キャリア
　教育に役立ちます。
　【例】p.53/p.111 コラム、口絵 9・10 など

③昔の保育環境についても多く扱っています。現在と
　比較するだけでなく、日本独自の保育観についても
　考えることができるような内容になっています。
　【例】p.20/p.40 コラム、p.92 など

①日本の食文化は、自然と共生しながら形成されてき
　たことを知り、伝統食や郷土食について改めて考え
　られるようにしました。
　【例】口絵７・８、p.104 〜 105、p.116 〜 118 など

②文化としての食にも重点を置き、日本の様式別料理
　や世界の料理、日本・世界の行事食を写真を交えて
　紹介しました。
　【例】口絵 13・14、p.108 〜 115 など
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