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〔家庭科〕 

１ 家庭科のねらい 

(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、ウ生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1) 家族や家庭、衣食住、消費や環境などについて、エ日常生活に必要な基礎的な理解を図

るとともに、オ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) カ日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、キ様々な解決方法を考え、ク実践を

評価・改善し、考えたことを表現するなど、課題を解決する力を養う。 

〔思考力、判断力、表現力等〕 

(3) ケ家庭生活を大切にする心情を育み、コ家族や地域の人々との関わりを考え、サ家族の一

員として、シ生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度を養う。 

〔学びに向かう力、人間性等〕 

 

この家庭科の目標は、教科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、調理、製作などの実習や観察、

調査、実験などの実践的・体験的な活動を通して、実感を伴って理解する学習を展開するこ

とを示している。 

ウ 生活をよりよくしようと工夫する資質・能力とは、家庭科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

立の基礎として必要なものについて示したものである。 

エ 日常生活に必要な基礎的な理解を図るとは、家庭科で習得する日常生活に必要な知識が、

個別の事実的な知識だけではなく、既存の知識や生活経験と結び付けられ、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。 

オ それらに係る技能を身に付けるとは、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。 

カ 日常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

基に生活を見つめることを通して、日常生活の中から問題を見いだし、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。 

キ 様々な解決方法を考えとは、課題解決の見通しをもって計画を立てる際、生活課題につい

て自分の生活経験と関連付け、様々な解決方法を考える力を育成することについて示したも

のである。  

ク 実践を評価・改善し、考えたことを表現するとは、調理や製作等の実習、調査、交流活動

等を通して、課題の解決に向けて実践した結果を振り返り、考えたことを発表し合い、他者

からの意見を踏まえて改善方法を考えるなど、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。 
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ケ 家庭生活を大切にする心情を育みとは、家庭生活への関心を高め、衣食住を中心とした生

活の営みを大切にしようとする意欲や態度を育むことについて示している。 

コ 家族や地域の人々との関わりを考えとは、自分の生活は家族との協力や、地域の人々との

関わりの中で成り立っていること、家庭生活は自分と家族との関係だけではなく、地域の

人々と関わることでより豊かになることを理解した上で、よりよい生活を工夫して積極的に

取り組むことができるようにすることについて述べている。 

サ 家族の一員としてとは、家庭生活を営む上で大切な構成員の一人という自覚をもち、進ん

で協力しようとする主体的な態度と自分の生活の自立を目指していくことを通して、家庭生

活の営みに参加していくという関わり方を明確に示したものである。 

シ 生活をよりよくしようと工夫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・環境に関する日常生活の様々な問題を、協力、健康・快適・安全、生活文化の大切

さへの気付き、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、家庭生活をよりよくするために生かして実践しようとする態度について示したもので

ある。 

 

２ 家庭科の指導内容 

(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

の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。  

(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 

・第４学年までの学習を踏まえ、２学年間の学習の見通しをもたせるガ

イダンスとして第５学年の最初に履修させる。 

・生活の営みに係る見方・考え方に触れるようにする。 

(2) 家庭生活と仕

事 

・「Ｂ衣食住の生活」と関連を図り、衣食住に関わる仕事を具体的に実践

できるよう配慮すること。また、実践の場を学校に求めるなどの配慮

をする。 

(3) 家族や地域の

人々との関わり 

・幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わりにつ

いても扱うこと。 

(4) 家族・家庭生

活についての課

題と実践 

・実践的な態度の育成をねらいとし、２学年間で一つ又は二つの課題を

設定して履修させること。その際、「Ａ家族・家庭生活」の(2)又は(3)、

「Ｂ衣食住の生活」、「Ｃ消費生活・環境」で学習した内容との関連を

図り、課題を設定できるようにすること。 
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Ｂ 衣食住の生活 指 導 上 の 留 意 点 

(1) 食事の役割 ・食事の役割については、食事は、健康を保ち、体の成長や活動のもと

になることや、一緒に食事をすることで、人と楽しく関わったり、和

やかな気持ちになったりすることなどについて理解できるようにす

る。 

(2) 調理の基礎 ・材料の分量は、一人分の量から考えておよその量が分かるようにする。 

・包丁の安全な取扱いと食器やまな板、ふきんの衛生的な取扱いについ

て理解し、適切に使用できるようにする。 

・火力の調節、換気、ＩＨクッキングヒーターの使用ができるようにす

る。 

・ゆでる材料として青菜やじゃがいもなどを扱うこと。 

・和食の基本となるだしの役割についても触れること。 

(3) 栄養を考えた

食事 

・主食、主菜、副菜を扱い、これらの組合せで１食分の食事が構成され

ていることが分かるようにする。 

(4) 衣服の着用と

手入れ 

・安全の確保や危険の回避のために、目立つ色の上着を着たり、帽子を

かぶったりすることなどにも触れるようにする。 

・観察や実験を通して具体的に考えられるよう配慮する。 

(5) 生活を豊かに

するための布を

用いた製作 

・布を用いた製作において大切なゆとりや縫いしろの必要性を理解する

ために、日常生活で使用する物を入れるための袋などの題材を扱うよ

うにする。 

(6) 快適な住まい

方 

・中学校で扱う「住居の基本的な機能」のうち、「風雨、寒暑などの自然

から保護する働き」を小学校の内容とする。 

・中学校で扱っていた「音と生活との関わり」を小学校の内容とし、騒

音については「Ａ家族・家庭生活」の(3)「家族や地域の人々との関わ

り」と関連させて扱う。 

・季節の変化に合わせた住まい方について、カビ・ダニ等については、

小学校の内容「通風・換気」や「清掃」と関連させて扱う。 

・比較実験などを通して、それらを科学的に理解できるよう配慮する。 

・ひさし、よしず、すだれ、打ち水、風鈴などを取り上げ、日本の生活

文化や昔からの生活の知恵に気付くように配慮する。 

Ｃ 消費生活・環境 指 導 上 の 留 意 点 

(1) 物や金銭の使

い方と買い物 

・自立した消費者を育成する。 

・売買契約の基礎について触れること。 

・購入するために必要な情報の収集・整理が適切にできるようにする。 

(2) 環境に配慮し

た生活 

・持続可能な社会の構築に向けて、主体的に生活を工夫できる消費者と

しての素地を育てる。 

・「Ｂ衣食住の生活」との関連を図り、実践的に学習できるようにするこ

と。 

・環境にできるだけ負荷を掛けない物の使い方が必要であることを理解

できるようにする。 
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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、児童や学

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 各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年 

各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年については、児童や学校、地域の実態等

を考慮し、各学校において適切な授業時数を配当するとともに、２学年間を見通して履修学

年や指導内容を適切に配列する。 

ウ 「Ａ家族・家庭生活」の(4）の指導 

「Ａ家族・家庭生活」の(4)「家族・家庭生活についての課題と実践」の学習については、

「Ａ家族・家庭生活」の(2)又は(3)、「Ｂ衣食住の生活」、「Ｃ消費生活・環境」で学習した内

容との関連を図り、２学年間で一つ又は二つの課題を設定して履修させることとする。 

エ 段階的な題材の配列 

Ｂ(2)「調理の基礎」及びＢ(5)「生活を豊かにするための布を用いた製作」については、

基礎的なものから応用的なものへ、簡単なものから複雑なものへと次第に発展するように、

段階的に題材を配列し、２学年にわたって扱うようにする。 

オ 題材の構成 

内容相互の関連を図り、他教科等との関連を明確にするとともに、中学校の学習を見据え、

系統的な指導ができるよう配慮する。 

カ 障がいのある児童への指導 

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。 

キ 道徳の時間などとの関連 

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 

家庭科で用いる「団らん」、「健康」、「手入れ」、「快適さ」、「ゆでる」などの生活に関連の

深い様々な言葉が、児童自身の中で実態を伴った明確な概念として形作られるようにする。

観察や実習等の際のレポート作成や考察、思考したことを発表したりするなどの言語活動を

通して、教科のねらいをより確実に定着させる。 

イ コンピュータや情報通信ネットワークの活用 

児童の思考の過程や結果を可視化したり、考えたことを瞬時に共有化したり、情報を収集

し、編集したりすることを繰り返し行い、試行錯誤する学習場面において、積極的に活用す

ることが大切である。 

ウ 実践的・体験的な活動の充実 

児童が学習の中で習得した知識及び技能を生活の場で生かせるよう、児童の実態を踏まえ

た具体的な活動を設定することが必要である。 

エ 個に応じた指導の充実 

児童の特性や生活体験などを把握し、ティームティーチングや少人数指導を取り入れたり、

教材・教具を工夫したりするなど、家庭科における学習内容の定着を図り、一人一人の個性
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を生かし伸ばすようにする。 

オ 家庭や地域との連携 

学習を通して身に付ける知識及び技能などを、繰り返して学習したり日常生活で活用した

りして定着を図るためには、家庭との連携を積極的に図る必要がある。また、学校や地域の

実態等に応じて、教育活動の実施に必要な人的又は物的な支援体制を地域の人々の協力を得

ながら整えるなど、地域との連携を図も必要がある｡ 

 

(3) 実習の指導 

ア 施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整備するとともに、熱源や用具、機械などの

取扱いに注意して事故防止の指導を徹底すること。 

実習室の安全管理については、各学校の実態に即し、機器類の使い方を含めて実習室の使

い方に関する安全規則を定め、これらを掲示したり、指導計画の中に位置付けたりする。学

習環境については、採光、通風、換気等に留意する。設備の安全管理については、指導者が

学習前後に機器類の安全確認を行うとともに、定期的な点検を実施する。 

イ 服装を整え、衛生に留意して用具の手入れや保管を適切に行うこと。 

調理実習での服装は、清潔で、付いた汚れが分かりやすいエプロン等を身に付けさせたり、

袖口をまくったり腕カバーを付けたりするなどして作業に適したものを用いることや、髪の

毛などが食品や調理器具などに触れないように三角巾を着けるなどの工夫をさせる。なお、

製作や調理実習の前には手指を十分に洗うなど衛生面にも留意するように指導する。調理実

習における用具の手入れについては、次のことに留意して指導する。 

・加熱用調理器具は、回りの汚れを拭き取ること。 

・調理用具は、使用したらなるべく早く丁寧に洗い、よく水気を取るようにすること。 

・油の汚れは、紙や古い布などで拭き取ってから洗うようにすること。 

・包丁は、安全に気を付けてよく洗い、水気を拭き取ること。 

・まな板は、使用後、流し水をかけながら洗い、十分乾燥すること。 

・ふきんは、洗剤を用いて洗い、直射日光に当てて乾燥すること。 

用具の保管については、安全や衛生に留意して収納させる。例えば、調理実習については、

茶碗などを重ねすぎないようにしたり、清潔な場所に収納したりするようにする。また、製

作実習においては、使用する針類、はさみ類、アイロン、ミシンなどの用具の安全な保管方

法についても指導を徹底するとともに、アイロンは冷めてから収納場所に保管する、包丁や

はさみは本数を確認し、保管箱に入れたりカバーを付けたりするなど、保管には十分留意し、

常に安全管理に努めるように指導する。 

ウ 調理に用いる食品については、生の魚や肉は扱わないなど、安全・衛生に留意すること。

また、食物アレルギーについても配慮すること。 

米飯とみそ汁、青菜とじゃがいも以外は題材を指定していないため、地域や学校、児童の

実態に応じた多様な食品を用いることになる。児童が家庭から持参する場合は、実習時間ま

での保管に十分留意する。生の魚や肉については用いないようにする。また、食物アレルギ

ーについては、児童の食物アレルギーに関する正確な情報の把握、緊急時対応について各学

校の基本方針等をもとに事前確認を行う。食品によっては直接口に入れなくても、発症する

場合もあるので十分配慮する。 
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４ 基本的な学習指導過程 

 学 習 活 動 意識の流れ 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。  

・作りたい。 

・やってみたい。 

・調べてみたい。 

・分かりたい。 

・できるようになりたい。 

・できるかな。 

・こうしたらよさそうだ。 

〇児童の興味・感心を引き出

す。 

 

〇一人一人の家庭の実態に

応じた課題を明確にでき

るようにする。 

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。  

・こうすればできるかな。 

・やってみよう。 

 

・みんな工夫しているか

な。 

・ここをこうするともっと

よくなる。 

〇一人一人に応じた学習速

度や、学習内容の量に配慮

する。 

〇情報交換の場を設定する。 

〇一人一人に応じた適切な

アドバイスや賞賛、励まし

を行う。 

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。 

・できた。 

・分かった。 

・なるほど。 

・家族の役にたった。 

・次はここを～しよう。 

〇応用、発展的な活動を促

す。 

 

〇家庭への協力を依頼する。 

 

５ 家庭分野の評価 

観

点 

家庭生活への 

関心・意欲・態度 

生活を 

創造工夫する能力 
生活の技能 

家庭生活についての

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、その大切さに

気付き、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。 

家庭生活について見

直し、身近な生活の

課題を見付け、その

解決を目指して生活

をよりよくするため

に考え自分なりに工

夫している。 

日常生活に必要な衣

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。 

日常生活に必要な衣

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。 

 

＊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、児童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児童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、児童たちが主体的に

学習に取り組む場面を設定していく必要がある。 


