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〔技術・家庭科（家庭分野）〕 

 

１ 技術・家庭科（家庭分野）のねらい 

(1) 家庭分野の目標 

ア生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、イ衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通

して、よりよい生活の実現に向けて、ウ生活を工夫し創造する資質・能力を次のとおり育成す

ることを目指す。  

(1) エ家族・家庭の機能について理解を深め、家族・家庭、衣食住、消費や環境などについ

て、オ生活の自立に必要な基礎的な理解を図るとともに、カそれらに係る技能を身に付ける

ようにする。                           〔知識及び技能〕 

(2) キ家族・家庭や地域における生活の中から問題を見いだして課題を設定し、ク解決策を構

想し、ケ実践を評価・改善し、考察したことを論理的に表現するなど、コこれからの生活を

展望して課題を解決する力を養う。           〔思考力、判断力、表現力等〕 

(3) サ自分と家族、家庭生活と地域との関わりを考え、シ家族や地域の人々と協働し、スより

よい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。  

〔学びに向かう力、人間性等〕 

 この目標は、家庭分野で育成を目指す資質・能力を(1)「知識及び技能」、(2)「思考力、判断力、 

表現力等」、(3)「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に沿って示したものである。 

 

ア 生活の営みに係る見方・考え方を働かせとは、家庭分野が学習対象としている家族や家庭、

衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継

承・創造、持続可能な社会の構築等の視点で捉え、生涯にわたって、自立し共に生きる生活

を創造できるよう、よりよい生活を営むために工夫することを示したものである。 

イ 衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通してとは、理論のみの学習に終わることな

く、調理、製作などの実習や、観察・実験、見学、調査・研究などの実践的・体験的な活動

を通して学習することにより、習得した知識及び技能を生徒自らの生活に生かすことを意図

している。 

ウ 生活を工夫し創造する資質・能力とは、家庭分野の学習で育成を目指す資質・能力（「何が

できるようになるか」）であり、生涯にわたって健康で豊かな生活を送るための自立に必要な

ものについて示したものである。 

エ 家族・家庭の機能について理解を深めとは、子供を育てる機能、心の安らぎを得るなどの

精神的な機能、衣食住などの生活を営む機能、収入を得るなどの経済的な機能などについて

理解を深め、これからの生活についても展望できる基礎を培うことを意図している。 

オ 生活の自立に必要な基礎的な理解を図るとは、家庭分野で習得する知識が、個別の事実的

な知識だけでなく、生徒が学ぶ過程の中で、既存の知識や生活経験と結び付けられ、家庭分

野における学習内容の本質を深く理解するための概念として習得され、家庭や地域などにお

ける様々な場面で活用されることを意図している。 

カ それらに係る技能を身に付けるについても同様に、一定の手順や段階を追って身に付く個

別の技能だけではなく、それらが自分の経験や他の技能と関連付けられ、変化する状況や課

題に応じて主体的に活用できる技能として習熟・定着することを意図している。 

キ 家族・家庭や地域における生活の中から問題を見いだして課題を設定しとは、既習の知識

及び技能や生活経験を基に家族・家庭や地域における生活を見つめることを通して、問題を

見いだし、解決すべき課題を設定する力を育成することについて示したものである。 
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ク 解決策を構想しとは、解決の見通しをもって計画を立てることを通して、生活課題につい

て多角的に捉え、解決方法を検討し、計画、立案する力を育成することについて示したもの

である。  

ケ 実践を評価・改善し、考察したことを論理的に表現するとは、調理や製作等の実習や、調

査、交流活動等を通して、課題の解決に向けて実践したことを振り返り、考察したことを発

表し合い、他者からの意見を踏まえて改善策を検討するなど、実践活動を評価・改善する力

を育成することについて示したものである。 

コ これからの生活を展望して課題を解決するとは、将来にわたって自立した生活を営む見通

しをもち、よりよい生活の実現に向けて、身近な生活の課題を主体的に捉え、具体的な実践

を通して、課題の解決を目指すことを意図している。 

サ 自分と家族、家庭生活と地域との関わりを考えとは、家族の互いの立場や役割が分かり、

自分の生活を支える家庭生活が地域との相互の関わりで成り立っていることを理解した上

で、自分も家庭生活や地域を支える一員として、生活をよりよくしようと積極的に取り組む

ことができるようにすることについて示している。  

シ 家族や地域の人々と協働しとは、よりよい生活の実現を目指して、家族と協力し、地域に

住む様々な世代の人々とともに力を合わせて、主体的に物事に取り組むことを示している。  

ス よりよい生活の実現に向けて、生活を工夫し創造しようとする実践的な態度とは、家族・

家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境に関する家族・家庭や地域における様々な問題を、

協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承、持続可能な社会の構築等の視点で捉え、

一連の学習過程を通して身に付けた力を、生活をよりよくするために生かし、実践しようと

する態度について示したものである。 

 

２ 家庭分野の指導内容 

(1) 内容構成 

ア 小・中学校の内容の系統性の明確化 

小・中・高等学校の各内容の接続が見えるように、小・中学校においては、「家族・家庭生

活」、「衣食住の生活」、「消費生活・環境」に関する三つの枠組みに整理している。また、こ

の枠組みは、生活の営みに係る見方・考え方も踏まえたものである。 

 イ 空間軸と時間軸の視点からの小・中・高等学校における学習対象の明確化 

   空間軸の視点では、家庭、地域、社会という空間的な広がりから、時間軸の視点では、こ

れまでの生活、現在の生活、これからの生活、生涯を見通した生活という時間的な広がりか

ら学習対象を捉え、学校段階を踏まえて指導内容を整理している。 

ウ 学習過程を踏まえた育成する資質・能力の明確化 

生活の中から問題を見いだし、課題を設定し、解決方法を検討し、計画、実践、評価・改

善するという一連の学習過程を重視し、この過程を踏まえて「知識及び技能」の習得に係る

内容や、それらを活用して「思考力、判断力、表現力等」の育成に係る内容について整理し

ている。 
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(2) 家庭分野の内容 

Ａ 家族・家庭生活 指 導 上 の 留 意 点 

(1) 自分の成長と

家族・家庭生活 

・ガイダンスとして第１学年の最初に履修させ、３学年間の学習の見通

しをもたせるようにする。 

・家族・家庭の基本的な機能について理解できるようにする。 

(2) 幼児の生活と

家族 

・幼稚園、保育所、認定こども園、子育て支援などの関係機関、子育て

サークルなどと連携、教室に幼児を招いての触れ合いを工夫するな

ど、可能な限り直接的な体験ができるよう留意する。 

・幼児期における周囲との基本的な信頼関係や生活習慣の形成の重要性

についても扱うこと。 

(3) 家族・家庭や

地域との関わり 

・高齢者の身体の特徴についても触れること。また、立ち上がりや歩行

などの介助の方法について扱い、理解できるようにする。 

(4) 家族・家庭生

活についての課

題と実践 

・家族、幼児の生活又は地域の生活の中から問題を見いだして課題を設

定し、その課題解決に向けてより良い生活を考え、計画を立てて実践

できるようにする。 

Ｂ 衣食住の生活 指 導 上 の 留 意 点 

(1) 食事の役割と

中学生の栄養の

特徴 

・食事の役割を取り上げる際には、「Ａ家族・家庭生活」の(1)自分の成

長と家族・家庭生活と関連させ、健康・快適・安全、生活文化の継承

などの視点から考えることが大切であることに気付くようにする。 

(2) 中学生に必要

な栄養を満たす

食事 

・栄養素の種類と量については、小学校での学習との系統性を意識する。 

・食品群別摂取量の目安などの細かな数値にとらわれるのではなく、食

事を食品の概量で捉えられるよう配慮する。 

(3) 日常食の調理

と地域の食文化 

・主として調理実習で用いる生鮮食品と加工食品の表示を扱うこと。 

・煮る、焼く、蒸す等を扱うこと。 

・だしと地域又は季節の食材を用いた煮物又は汁物を取り上げ、適切に

調理ができるようにする。 

・小学校での学習を踏まえ、１食分の献立を手順を考えながら調理する

ことができるように配慮するとともに、安全と衛生に留意して食品や

調理用具等の適切な管理ができるようにする。 

(4) 衣服の選択と

手入れ 

・和服について触れる。 

・和服の基本的な着装を扱うことも考えられる。 

・日常着の手入れは主として洗濯と補修を扱うこと。 

(5) 生活を豊かに

するための布を

用いた製作 

・資源や環境に配慮し、生活を豊かにするための布を用いた物の製作計

画を考え、製作を工夫すること。 

・布を用いた製作では、衣服等の再利用の方法にも触れる。 

・「Ａ家族・家庭生活」の(2)「幼児の生活と家族」の学習との関連を図

り、幼児の生活を豊かにするための物を製作したり、「Ｃ消費生活・環

境」の(2)「消費者の権利と責任」の学習との関連を図り、環境に配慮

した生活を工夫するための物を製作したりすることなどが考えられ

る。   
(6) 住居の機能と

安全な住まい方 

・幼児や高齢者の家庭内の事故を防ぎ、自然災害に備えるための住空間

の整え方を重点的に扱う。 

・小・中学校の内容を整理し、「住居の基本的な機能」の一部や「音と生

活との関わり」については、小学校で扱うこと。騒音については、「Ａ



【中学校・技術・家庭科（家庭分野）】 

 

- 142 - 
 

家族・家庭生活」の(3)「家族や地域の人々との関わり」と関連させる。 

・日本の生活文化への理解を深めるために、日本の伝統的な住様式等を

扱うこと。   
(7) 衣食住の生活

についての課題

と実践 

・(1)から(6)の学習を基礎とし、「Ａ家族・家庭生活」や「Ｃ消費生活・

環境」との関連を図る。 

・実践的な態度を養うことをねらいとしている。 

Ｃ 消費生活・環境 指 導 上 の 留 意 点 

(1) 金銭の管理と

購入 

・支払い時期（前払い、即時払い、後払い）の違いによる特徴が分かる

ようにするとともに、クレジットカードによる三者間契約を取り上げ

る。 

(2) 消費者の権利

と責任 

・消費者の責任と関連させて扱うとともに、中学生にとって身近な商品

を取り上げたり、消費行動を振り返ったりして具体的に考えられるよ

う配慮する。 

(3) 消費生活・環

境についての課

題と実践 

・(1)及び(2)の学習を基礎とし、「Ａ家族・家庭生活」や「Ｂ衣食住の生

活」との関連を図る。 

・生活の科学的な理解を深めるための実践的・体験的な活動を充実する

こと。 

 

＊ 枠囲みは選択項目。「Ａ家族・家庭生活」の(4)、「Ｂ衣食住の生活」の(7)及び「Ｃ消費生活・

環境」の(3)については、三項目のうち、一以上を選択し履修させること。その際、他の内容と

関連を図り、実践的な活動を家庭や地域などで行うことができるよう配慮すること。 

 

３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

(1) 指導計画作成上の配慮事項 

ア 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

これまでと全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉えるのではなく、生徒や学

校の実態、指導の内容に応じ、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点から授

業改善を図ることが重要である。 

イ ３年間を見通した全体的な指導計画 

技術分野及び家庭分野の授業時数については、これまでどおり３学年間を通して、いずれ

かの分野に偏ることなく授業時数を配当する。選択して履修する項目については、内容の関

連を図るとともに、実践的な活動を家庭や地域などで行うことができるよう、各学校がその

実態に応じて工夫して指導計画を作成する。  

ウ 各分野の各項目に配当する授業時間数及び各項目の履修学年 

家庭分野の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(1)については、家庭分野を学習する意義を明確

にするとともに、小学校での学習を踏まえ、３学年間の学習の見通しを立てさせるガイダン

ス的な内容として、第１学年の最初に履修させることとする。 

エ 題材の設定 

各項目及び各項目に示す事項との関連を見極め、系統的及び総合的な学習が展開されるよ

う配慮することが重要である。 

オ 障がいのある児童などへの指導 

一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう、障がい種別の指導

の工夫のみならず、各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の

意図、手立てを明確にすることが重要である。  
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カ 道徳科などとの関連 

年間指導計画の作成などに際して、道徳教育の全体計画との関連、指導の内容及び時期等

に配慮し、両者が相互に効果を高め合うようにする。 

 

(2) 内容の取扱いについての配慮事項 

ア 言語活動の充実 

生徒の思考力、判断力、表現力等を育むために、レポートの作成や論述といった知識及び

技能を活用する場面を設定するなど、言語の能力を高める学習活動を重視すること。 

イ コンピュータや情報通信ネットワークの活用 

生活や社会の中から問題を見いだして課題を解決する活動の中で、課題の設定や解決策の

具体化のために、情報通信ネットワークを活用して情報を収集・整理したり、実践の結果を

コンピュータを用いて分かりやすく編集し、発表したりするなどの工夫が必要である。 

ウ 実践的・体験的な活動の充実とキャリア教育との関連 

学習したことが現在及び将来にわたる実際の生活の場で生きて働く力となることをねら

いとしている。 

エ 個に応じた指導 

学習課題の解決に必要な技能の習得状況を把握し、必要に応じて少人数指導や教材・教具

を工夫することで、生徒が自ら設定した課題の解決策を実現できるよう、配慮すること。 

オ 生活や社会の中から問題を見出しだして課題を設定し解決する学習活動と家庭や地域社会、

企業などとの連携 

生徒や学校、及び地域の実態を踏まえ、家庭や地域社会、企業等と効果的に連携や協働が

図れる題材を必要に応じて設定したり、関係施設等を積極的に活用したりするなど、生徒が

身に付けた資質・能力を生活に活用できるよう配慮する。 

 

(3) 実習の指導 

ア 安全管理 

(ｱ) 実習室の環境の整備と管理 

実習室内は生徒の学習意欲を喚起するように題材に関する資料や模型、生徒の主体的な

学習を支える支援教材等を掲示するなど工夫する。また、実習室の採光、通風、換気等に

留意するとともに、設備の管理では、機器類の定期的な点検及び学習前の点検を行う。 

(ｲ) 材料や用具の管理 

材料の保管、用具の手入れなど適切に行うようにする。これらについては、生徒にも指

導を行い、整備や手入れを適切に行うことが技能の習得を補完するとともに、実生活でも

役立つことに気付くよう配慮する。  

イ 安全指導 

(ｱ) 実習室の使用等 

各学校の実態に即して実習室の使用規定や機器類の使用などに関する安全規則を定め

ること。 

(ｲ) 学習時の服装及び留意事項 

食物アレルギーについては、正確な情報の把握、緊急時対応の事前確認を行う。直接口

に入れなくても発症する場合も十分配慮する。  

(ｳ) 校外での学習 

学習の対象が幼児や高齢者など人である場合には、相手に対する配慮や安全の確保など

に十分気を配るように指導する。 
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４ 基本的な学習指導過程 

 学 習 活 動 教師の支援 

導 

 

 

入 

〇生活を見つめたり、体験したりす

る。 

〇それぞれの家族や家庭生活との

かかわりを考え課題を設定する。 

〇解決の見通しをもつ。  

〇課題把握にための支援活動 

 ・地域や家庭の実態を把握する。 

〇課題設定のための支援活動 

・全体の課題を個の課題設定へ導く。 

・一人一人のよさをとらえる。 

展 

 

 

開 

〇自分で考えやってみる。 

  

〇みんなの考えと比べる。 

  

〇自分の考えを深める。  

〇課題解決のための支援活動 

・つまづきに即応する。 

・解決を図るまでの声かけや働きかけを行う。 

・一人一人の努力した過程を見取る。 

・一人一人のよさを認め、解決への意欲化を図る。 

・情報交換の場を設定する。 

終 

 

末 

〇考えをまとめ、確かめる。 

 

 

〇学んだことを生かし、実践する。 

 

〇応用、発展的な活動を促す。 

 ・創意工夫するように働きかける。 

 ・家庭への協力を依頼する。 

 ・実践過程を見取る。 

 ・実践の喜びを受け止め、賞賛する。 

５ 家庭分野の評価 

観

点 

生活や技術への 

関心・意欲・態度 

生活を工夫し 

創造する能力 
生活の技能 

生活や技術について

の知識・理解 

趣 

 

 

旨 

衣食住や家族の生活

などについて関心を

もち、これからの生

活を展望し家庭生活

をよりよくするため

に進んで実践しよう

とする。 

衣食住や家族の生活

などについて見直

し、その解決を目指

して家庭生活をより

よくするために工夫

し創造している。 

生活の自立に必要な

衣食住や家族の生活

などに関する基礎

的・基本的な技術を

身に付けている。 

家庭の基本的な機能

について理解し、生

活の自立に必要な衣

食住や家族の生活な

どに関する基礎的・

基本的な知識を身に

付いけている。 

評

価

方

法

の

例 

・観察 

・ワークシート 

・レポート 

・自己評価 など 

・ワークシート 

・自己評価 

・作品 

・レポート など 

・レポート 

・実技テスト 

・作品 など 

・小テスト 

・定期テスト 

・ワークシート  

など 

＊ 教育目標や内容を、資質・能力の三つの柱に基づき、小・中・高等学校の各教科を通じて、「知

識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理する。毎回の

授業で全てを見取るのではなく、単元や題材を通じたまとまりの中で、学習・指導内容と評価

の場面を適切に組み立てていくことが重要である。なお、観点別学習状況の評価には十分示

しきれない、生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況等については、日々の教育活動や総

合所見等を通じて積極的に生徒に伝えることが重要である。評価の観点のうち「主体的に学

習に取り組む態度」については、学習の過程を評価して新たな学習につなげるといった、粘り

強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しようとしたりしているかどうかという、意思

的な側面を捉えて評価することが求められる。こうした姿を見取るためには、生徒たちが主

体的に学習に取り組む場面を設定していく必要がある。  


