
⇒ウラ面（実習・コラムなど一覧）もご覧下さい。

家基 313

グローバルな視点を持ち，他者と協働しながら
持続可能（サスティナブル）な社会を築く！

「教育図書の担当者は，『東京五輪を控え，自国の文化を説明できる
知識を身に付けてほしい』と狙いを話す。」と紹介されました。

ショウナナミ

ショウ
ジョン キョウコ

インコ

イヌ
ふたごの高校生

祖母
ユウスケ
父

ヨシミ
母留学生ナナミ

ペット

ヒサシ・ミチコ
関西在住の祖父母

▲「和食」の記述の充実について

B5 判／ 200 頁／口絵 6 頁 

読売新聞（2016 年 3 月 19 日）で
取り上げられました！

新刊！

「卵子の老化」「出産適齢期」などの
話題に触れています。自分らしい人
生設計のために必要な知識です。

▼教科書 p.42～43

▲出産・育児を多方面から扱ったページ
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親になる準備期間
　青年期には，男女ともに性ホルモンの分泌が盛んになり，性への関心が高まる。しかし，安易な性行為は，性
感染症や望まない妊娠の危険を伴う。たった一度だけ，興味本位の性行為をしたことにより，予定していた将来
の進路や生活設計を変更せざるを得なくなる場合もある。
　親として妊娠・出産・育児にかかわるためには，心身の健康が必要となる。過度のダイエットや，喫煙，飲酒
などは，さまざまな形で心身の健康状態に影響を及ぼすことを自覚しよう。

10代の人工妊娠中絶
　平成25年度の人工妊娠中絶件数は18万6,253件で，
そのうち10代は１万9,359件に及んだ。人工妊娠中
絶は，胎児の命を絶つ行為であり，母体の心身へ
の影響が大きい。こころにも体にも深い傷を負い，
その影響が一生続く場合もある。高校生として責
任のとれる行動を考えよう。

子どもを生むなんて，まだまだ先！？
でも，高校生の今から，みんなで考えてみよう。

不妊に悩む夫婦が増えている
　「子どもは欲しい時に，すぐにできる」と思っている人も
いるのではないだろうか？　しかし，晩婚化・出産年齢の高
齢化などにより，「子どもが欲しい」と思った時に子どもが
できないことに悩むカップルが増えている。「第14回出生動
向基本調査」によると，不妊を心配したことのある夫婦は
31.1％，その半数は実際に不妊の検査や治療を経験しており，
およそ６組に１組の夫婦が，何らかの不妊治療を経験したこ
とがあるといわれている。
　体外受精による出生児の数は，日本産科婦人科学会の2010
年の統計によると28,945人／年で，年々増え続けている。し
かし，不妊治療には肉体的・精神的・経済的な苦痛が伴う場
合があり，治療をしても必ず子どもができるわけではない。

妊娠・出産の適齢期はいつ？
　近年では，年齢が上がると妊娠・出産に関するリスクが上昇するとともに，妊娠しにくくなることが医学的に
も明らかになってきており，男性，女性ともに妊娠・出産には適した年齢があることがわかってきている。男性
の精子は思春期以降１日に数千万個つくられ，日々新しい精子が生まれるが，女性の卵子は出生後新たにつくら
れることはなく，加齢とともに卵子が老化し，自然に妊娠する力は30歳ごろから低下する。
　一般的に35歳以上の出産は，「高齢出産」として扱われる。35歳前後からは流産率が高くなり，妊娠高血圧症な
どのリスクも高くなる。また，子どもにダウン症などの先天性異常が発生する確率が高くなることがわかってい
る。男性も加齢とともに妊娠率が低下することが指摘されている。一方で，年齢が高い方が若いころよりも経済
的・精神的に安定した状態で生むことができ，ゆとりのある子育てがしやすいという面もあるといわれている。

青年期のこころと体

妊娠・出産をめぐる状況

●考えよう　好きな人から性交を求められたら？
①相手を好きだから，無条件で求めに応じる
②避妊・性感染症（STD）の予防を求めてから応じる
③その時の雰囲気によって決める
④拒否する
⑤その他

出産・育児について，みんなで考えてみよう

3. 子どもと育ち合う 43
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妊娠・出産により，
毎年多くの女性が亡くなっている
　2013年に死亡した世界の妊産婦は１年間で約29万人で，
そのほとんどが開発途上国の妊産婦であった。死因は，
出産中や出産後の出血多量，妊娠前から患っていた病気
の悪化，妊娠高血圧症などである。出産時に衛生的な設
備が利用できず，自宅での出産が多いことや，異常が起
きた時に医師による適切な手当が受けられないことなど
が原因となっている。開発途上国では，避妊についての
知識がなかったり，女性が妊娠や出産について自分で決
められなかったりすることなどが理由で，十代前半の女
性が望まない妊娠や出産を経験し，命を落とす場合も少
なくない。

毎年多くの子どもが亡くなっている
　2013年に亡くなった５歳未満の世界の子どもの数は，
１年間で約630万人。そのうち，生後１か月以内に死亡
した子ども（新生児）の数は，約280万人（44％）にも
なる。死亡のおもな要因は，早産による合併症，肺炎，
陣痛・分娩中の合併症，下痢，マラリアで，５歳未満の
すべての死亡の約半数に，栄養不良が関係しているとい
われている。

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
　1994年，カイロで開催された国際人口開発会議で発表
された考え方で，「性と生殖に関する健康・権利」と訳
される。リプロダクティブ・ヘルスとは，思春期以降の
男女が，生殖的な面で，生涯にわたって身体的，精神的，
社会的に良好な状態にあることを示している。また，リ
プロダクティブ・ライツとは，すべてのカップルや個人
が，望まない妊娠や性感染症から守られるための情報や
手段を得ることができる権利や，子どもを生むか生まな
いか，いつ生むか，何人生むかなどについて，責任を持
って自由に決めることができる権利をいう。

　世界中の人々が，健康で安全な出産や育児ができるよ
うな環境整備の実現を支援する一方で，子どもを持たな
い多様な生き方を受容できる社会をつくっていくことも
重要である。

世界に目を向けると…

参考資料：厚生労働省「平成25年度衛生行政報告例の概況」「平成25年版厚生労働白書」，「Levels & Trends in Child Mortality: Report 
2014 」 UNICEF, WHO, World Bank, UN-DESA Population Division ， 「 Committing to Child Survival: A Promise Renewed ‒ 
Progress Report 2014」UNICEF，「Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2013」Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World 
Bank and the United Nations Population Division

開発途上国
約286,000人

先進国 約2,300人

先進国
約87,000人

●5歳未満の子どもの
　死亡数（2013年）

●妊産婦の死亡数（2013年）

約29万
人

約630万
人

開発途上国
約6,199,000人

注）出生100,000人あたりの
妊産婦死亡数（2013年）
◆先進国：16人
◆開発途上国：230人

注）出生1,000人あたりの5歳未満の
子どもの死亡数（2013年）
◆先進国：6人 ◆開発途上国：50人

出産・育児について，みんなで考えてみよう

NHK（3月 20 日）で
取り上げられました！

「教育図書の担当者は，『東京五輪を控え，自国の文化を説明できる

生設計のために必要な知識です。

ぜひ教科書を開いて
確かめてみてください！

2. 子どもの生活を知る 39
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Challengeチャレンジ

●まとめる時のポイント・ 実習前に想像してきたことと異なっていたことはあるか，それは何か。

・保育者は，どのように接していたか。

・困ったことはあったか，それは何か。

・ あなたが遊びに加わったことで，遊びにどのような変化があったか。

・ 実習を終えて，自分の中で変わったことがあったか。

●その他の注意・タイムスケジュールを確認しておく。

・ 遊び方や場所，遊具などの取り扱いの注意を聞いておく。

・幼児の発達や生活の特徴を調べておく。

・一緒に遊ぶための準備をする。
例： 絵本やおもちゃをつくって持っていく，手遊びや一緒に歌う歌を覚えるなど。

●身なりの注意

・言葉づかいやマナーに気をつける。

・ 訪問先の職員へ挨拶をする。
・礼儀正しくふるまう。・子どものペースに合わせる。

　例：幼児と目の高さを合わせて話す。

　　　ゆっくりとはなす。
　　　幼児の話を聞く。

・ 周囲をよく見て，園児や遊具にぶつからないよう

にする。・乱暴な遊びはしない。　例： 抱きかかえて振り回したり，驚かせたりしない。

　　　肩車などについては指示に従う。

・子どものプライバシーを守る。
・ 何かあったら，必ずすぐに教員や保育者に連絡する。

動きやすい服，歩きやすい靴を選ぶ

（服装は指示に従う）

頭髪や服装は清潔に（長い髪は結ぶ方がよい・ヘアピン
などは身につけない）

名札をつけるとよい（安全ピンなどは使わない）

体調を整えておく（風邪などにかかった場合は，
事前に申し出る）

アクセサリー（ピアス・ネックレス・
指輪など）は身につけない

爪を短く切っておく（手を清潔にする）

　例：幼児と目の高さを合わせて話す。 　例： 抱きかかえて振り回したり，驚かせたりしない。

　　　肩車などについては指示に従う。

① お昼寝前に，着替えている男の子。

でも，あれれ？　ズボンの片方に，

両足が入ってしまっているみたい…。

② 手を洗う順番で，けんかが
始まりそう…？

③ みんなで動物園に遊びに来たよ。
 帰る時間になったら，動物の像の横で，

女の子が泣き出してしまったよ…。

次のような場面を見かけたら，あなたはどうするだろうか。

どんな言葉をかけるだろうか。友達と意見交換をしてみよう。

話し合ってみよう

①
事
前
の
準
備

③
実
習
後
の
ま
と
め

②
実
習
中
の
注
意

（２歳）

（２歳）

（３歳）

5

10

15

20
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3 社会
の中で

着る

❶服装
の決ま

り（ド
レスコ

ード）

社会生活を円滑に送るためには，社会的慣習にあった衣服の選

択と着方が大切である。社会のさまざまな場面で求められる服装

の決まりをドレ
スコー

ドという。

冠婚葬祭の場や，ビジネスやスポーツの場などには，それぞれ

のドレスコードがある。高校生は，学校の定める制服があれば，

冠婚葬祭にも着用できる。自分の世代や所属する集団だけでなく，

異なる世代などに与える印象にも配慮して，身だしなみを整えよ

う。

❷ドレ
スコー

ドは変
化する

ドレスコードは，国や地域，所属する集団によって，共通する

部分と異なる部分がある。また，時代や文化，社会状況，価値観

によっても変化する。近年，クールビズの定着によって職場での

軽装化が進み，職場にふさわしい服装に対する意識も変化したと

いわれている。

図７

❶

Challenge

チャレ
ンジ

学生服メーカーが2013年

に全国の中高生4,248人を

対象に行った調査では，女

子高校生の約42％，男子高

校生の約20％が「制服をア

レンジして着る」と答えた。

制服の着崩しをどう思うか

話し合ってみよう。

話し合
おう

世界のいろいろな国や地域には，それぞれの

ドレスコードがある。ブータンでは，公の場で

の民族衣装の着用が義務付けられている。

世界の
ドレス

コード

グロー
バルGlobal

図７ スポー
ツにお

けるド
レスコ

ード

●テニ
ス

世界最古の伝統を持つウィンブ

ルドン選手権では，選手のウェ

アや靴
くつ ・靴下の色を白に限定す

るよう定めている。色のついた

ものはヘッドバンドなどのアク

セサリーのみ。違反が見つかれ

ば，コートに出る前に着替える

よう指示される。

●サッ
カー

2012年，日本サッカー協会は，

シャツの裾をパンツに入れてプ

レーしなければならないとする

それまでの規定を廃止した。選

手からは，引っ張られた時にわ

かりやすい，風通しがよいなど

と好評。ストッキングは安全の

ために膝まで上げる規定がある。

●ブー
タン国

王夫妻

（2011年
来日時）

ブータンの民族衣装は，

男性用はゴ，女性用は

キラと呼ばれる。

❶クー
ルビズ

： 2005年に環境

省の提唱により始まった温室効

果ガス削減と節電のための取り

組み。夏季のオフィスの室温を

28℃とし，快適に過ごすために

軽装（ネクタイやジャケットを

着用しないなど）を推奨。

イヌ

インコ

祖母

ヒサシ・ミチコ

留学生

楽しく学習
できそやな〜。

そやな〜。

キャラクターと一緒に楽しく学ぼう！

高校生に親しみを持って学習をしてもらえるように，高校生とそ
の家族などのキャラクターをナビゲーターとしました。さまざま
な年代や地域の人物・外国人・動物を登場させることにより，生
涯発達の視点や共生の視点を盛り込みました。

高等学校家庭基礎
グローバル＆サスティナビリティ
代表監修 伊藤葉子（千葉大学教授）

河村美穂（埼玉大学教授）

特色紹介

インコが案内する「Challenge」というワークを各
所に掲載しています。課題の発見と解決に向けた主
体的・協働的な学習が行いやすい教科書です。

アクティブ・ラーニングがしやすい！

日本人の生活をよりよく知るきっかけに！
「グローバル」「サスティナビリティ」というコラムを各
所に掲載しました。広い視野を持ち，多様な価値観の中
から，自分の価値観を見つけていくことに役立ちます。

内容を絞り込み，簡潔に！
Ｂ5 判でコンパクトですが，一冊の読み物として，高校生
の好奇心や探究心，知識欲を満足させる自信があります！！

使いやすい生徒用「準拠ノート」もご用意しています。

近年，環境保護や生産地の労

働環境の改善，固有の文化や技

能の尊重などに配慮する，エシ

カル（➡ p.172）な製品提供や

消費行動が重視されている。フ

ァッションの分野では，エシカ

ルファッション，サスティナブ

ルファッションなどと呼ばれる。

エシカルファッションとは？

サスティナビリティ

Sustainability



授業で活用できる豊富な資料（コラム，実習）を掲載しています。  ぜひ，教科書でお確かめください。実習，コラムなど一覧

サスティナビリティ
Sustainability

グローバル
Global 国際社会と日本人の生活とのつながりや

違いについて知るためのコラムです。
多様な価値観を育む
読み物コラムです。

持続可能な社会について考える
ためのコラムです。

♠p.12 合計特殊出生率の国際比較

♠p.33 世界の伝承おもちゃを見てみよう

♠p.48 世界の子ども　どんな権利が奪われているのか

♠p.67 世界の社会保障制度

♦p.117 牛丼・ポテトから世界を見る

♦p.126 世界のドレスコード

♦p.159 海外の住生活って？

 （会社員のまり子さんのお話）

♦p.179 ラナプラザ崩壊事故から見た私たちの消費生活

♦p.180 エコロジカル・フットプリント

♠p.9 同じライフイベントが起きても…？

♠p.13 広がる異世代ホームシェア

♠p.16 家族のコミュニケーションが変わると…？

♠p.19 旧民法と「家」制度

♠p.26 新生児の頭蓋骨

♠p.49 男性の育児を応援！

♠p.51 エイジズムとは？

♠p.57 100 歳まで「葉っぱ」の仕事を続けたい！　

 （徳島県勝浦郡上勝町の西蔭さん）

♠p.58 公的年金は大丈夫？

♠p.61 在宅介護の事例

♠p.62 介護者同士でつながろう

♠p.69 ソーシャルビジネス

♦p.78 コラーゲンとお肌

♦p.82 濃縮還元とストレート

♦p.128 富岡製糸場と絹産業遺産群

♦p.135 和の布の活用　手ぬぐいと風呂敷

♦p.140 衣生活における災害への備え

♦p.143 伝統技術と環境保全

♦p.161 自分らしい住まいを見つけよう

♦p.171 奨学金も借金

♦p.175 高齢者が狙われている！

♦p.177 製造物責任法とは？

♥p.190 予期せぬライフイベントを乗り越える力

♠p.23 男女共同参画社会を実現しよう

 （男女共同参画社会，デート DV）

♠p.46 障がいのある子どもを支える社会

♠p.68 地域福祉と地域の持続可能性

♦p.121 持続可能（サスティナブル）な衣生活を目指して

♦p.130 環境に配慮した繊維

 （ペットボトルから布，クモの糸の人工合成）

♦p.136 エシカルファッションとは？

♦p.143 グリーンなソーイング

♦p.155 電気が止まると，どうなる？

♦p.160 環境共生と，災害に強いまちづくり

♦p.172 エシカルなまなざし

 （フェアトレード，オーガニック）

♦p.185　サスティナブルデザインを考えてみよう

 （会社社長の新井さんと，社員の遠藤さんのお話）

コラム
Column 個人で，またはみんなで

取り組むワークです。

和食を中心とした
おいしいメニューです。

♠p.11 考えてみよう　家族について，あなたの考えは？

♠p.16 考えてみよう　自分と家族の生活を振り返ろう

♠p.17 コミュニケーションスキル（技術）を学ぼう！

♠p.34 子どもを抱っこしてみよう・おんぶしてみよう

♠p.36 離乳食（中期用）をつくってみよう

♠p.37 子どもの目線から安全をチェックしよう

♠p.38～39　子どもとふれ合ってみよう

♠p.39 話し合ってみよう　幼児への言葉がけ

♠p.42～43　出産・育児について，みんなで考えてみよう

♠p.50 考えてみよう　高齢者のイメージ

♠p.52 高齢者疑似体験をしてみよう

♠p.55 参加してみよう 高齢者が支える地域文化・生活文化の伝承活動

♠p.57 高齢者とコミュニケーションしてみよう！

♠p.57 介助をしてみよう（前開きの衣服を着る介助）

♠p.62 地域の高齢者のために，自分にできることを探そう

♠p.69 自分にできることに取り組んでみよう（災害ボランティア他）

♦p.75 やってみよう（地域の食文化の伝承，お茶のいれ方など）

♦p.79 調べてみよう　身近な食品に含まれる食塩の量

♦p.95 やってみよう　エネルギー量の計算，野菜の計量など

♦p.98 考えてみよう　食材の切り方と料理

♦p.100 計算してみよう　汁物の塩分濃度

Challenge
チャレンジ

♦p.103 やってみよう　食卓の演出，飾り切り

♦p.115 考えてみよう　海外からのお客様へのおもてなし他

♦p.119 話し合ってみよう　食品についての偏ったイメージ

♦p.122 調べてみよう　日本や世界のさまざまな地域の衣生活

♦p.126 話し合おう　制服の着崩しをどう思うか

♦p.132 やってみよう　ビニル袋を使った実験

♦p.139 洗剤の適正使用について考えよう

♦p.140 考えてみよう　衣替え

♦p.141 話し合おう　ボタンつけの価値

♦p.141 振り返ろう　基礎縫い，ボタンつけ

♦p.142　調べてみよう　地域の衣服回収の仕組み

♦p.144　考えてみよう　あなたにとって住まいとは

♦p.149　住まいの選択をしてみよう

♦p.151　考えてみよう　家庭内事故の起こりやすい場所や対策など

♦p.153　調べてみよう　（ハザードマップ他）

♦p.156　あなたなら，どうする？　近隣トラブル

♦p.157　身の回りを点検して考えよう（バリアフリー他）

♦p.160　話し合ってみよう　将来住みたい家

♦p.163　自分にかかっている生活費を計算してみよう

♦p.164　一人暮らしの生活費の予算を立ててみよう

♦p.167　返済額はいくら？　クレジットカードのリボ払い

♦p.184　調べてみよう　環境ラベル

♥p.188　想像してみよう　5 年後，10 年後，50 年後の自分

調理実習

だしの風味を
味わう料理
茶碗蒸し
すまし汁
親子丼
かけうどん

主食の調理
たけのこご飯
太巻き寿司
シーフードパスタ
マカロニグラタン

主菜の調理
魚の鍋照り焼き
さばのみそ煮
麻婆豆腐
鶏の唐揚げ

副菜の調理
きんぴらごぼう
かぼちゃの煮物
青菜のおひたし
コールスローサラダ
ひじきと豆のサラダ
凉拌三絲汁物の調理

粟米湯
ミネストローネ

デザート，その他
フルーツゼリー
奶豆腐
フルーツ大福
中華まんじゅう
ロールケーキ
わらび餅
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教科書でレシピを check!

本表のマーク

♠青年期・家族

♠保育

♠高齢期

♠共生社会

♦食生活
♦衣生活
♦住生活
♦消費・経済
♦環境
♥生活設計


