
8

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。

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　青年期と家族

①これからの人生に向かって

1. 人の一生はどうなっている？

4

・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。
・将来を見通した職業観を身につ
ける。
・家族とは何か、様々な観点から
考えて自分なりの価値観を築く。

・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. 一生のなかの青年期
3. 青年期の自立と共生
4. 職業の選択

②家族って何だろう？

1. 家族の役割

4

2. 家庭の機能

5

3. 社会のなかの家族
4. 男女でともに家庭を築く

5. 法律のなかの家族

第２章　保育

①子どもの成長を見つめる
1. 子どもの成長

4
・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。
・子育てを支える社会のしくみに
ついて知り、これから子どもを育
てる世代になることを実感する。

・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。
・第 8章「生活設計」の社会保障と関
連づけて学習するとよい。
・子どもとふれ合う際は、安全性に十
分配慮すること。

2. 発育と発達

3. コミュニケーションの発達

6

②子どもの世話をしてみよう

1. 親の役割

3

2. 生活習慣とは
3. 子どもの健康を守る
4. 子どもの安全を守る
5. 子どもと遊び

③子どもを取り巻く環境
1. 子育ての現状と問題点

22. 子育てを支えるしくみ
3. 子どもの権利と福祉

家基312「新 家庭基礎  今を学び 未来を描き 暮らしをつくる」シラバス（指導計画案）　【2単位 70時間】
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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
学
期

6

第３章　高齢期

①高齢期ってどういう時
期？

1. 高齢期の心身の特徴
2 ・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。また、高齢期の生活を
支える制度について知る。
・高齢者の介護について具体的な
方法を理解する。

・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。
・高齢者の心身の特徴や健康については
「保健」との連携を図る。
・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。
・第 8章「生活設計」の社会保障と関連
づけて学習するとよい。

2. 高齢者の健康

3. 高齢期の生活

②高齢化する日本を生きる
1. 人口の高齢化はなぜおこるのか

2
2. 超高齢社会の課題

7

③高齢者を支える
1. 介護保険制度とは？

2
2. 公的年金制度とは？

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 2
・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。

2
学
期

9

第 4章　食生活

①食生活を見つめよう

1. 食事のもつ機能

3

・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。
・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。
・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。
・世代ごとの必要な栄養素を考え、
献立を立てることができる。
・調理の基本的な技術を身につけ、
健康・安全を考えた調理ができる
ようになる。
・環境を考えた食生活を送ること
ができる。

・小中学校で学習した内容を復習すること
で、効率的に学習を始めることができる。
・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。
・食事と健康の関係について「保健」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。
・実習の際は、計画性・安全性に十分配慮
すること。

2. 食文化の継承
3. 現代の食生活の課題
4. 食料自給率の低下
5. 環境について考えよう

②私たちが食べているもの
1. 栄養素とは

52. 栄養素の働き
3. 食品を知ろう

③安全・安心な食品を選ぼう
1. 食品の選択

2

10

2. 食品の保存
3. 食品の安全を守る

④献立と調理
1. 献立を立てよう

12. 何をどれだけ食べる？
3. 調理をしてみよう

調理実習 6

家基312　①
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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

10

第 5章　衣生活

①なぜ服を着るの？

1. 保健衛生上の機能

1 ・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。
・状況に合わせた衣服選択の大切
さを理解し、社会生活に生かすこ
とができる。
・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。
・基本的な衣服製作の技術を身に
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。

2. 社会生活上の機能

3. 人の一生と衣服

11

②私たちが着ているもの
1. 衣服の材料

3
2. 衣服の構成

③衣服の管理を学ぼう

1. 衣服の購入と選択

32. 衣服の手入れ

3. 衣服の保管

11 ④これからの衣生活 1. 衣服と環境 1

12

第 6章　住生活

①私たちが暮らす場所
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。
・家族の状況に合わせて住まいを
変えていく必要性について理解す
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。
・私たちの暮らしが地域とつな
がっていることを知り、まちづく
りに参加する重要性を理解する。

・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。
・学校の校舎を利用して、安全や快適な
住まい、災害時の対応などのシミュレー
ションに利用するとよい。
・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. 空間はどう構成されるの？

②安心・安全な暮らし

1. 安全に暮らす

2

2. 犯罪を予防する

3. 快適に暮らす

4. 住居の維持と管理

5. 気候風土と住まい

③つながって暮らす 1. さまざまなつながり 1

3
学
期

1 ④これからの住まいを考える
1. 住まいの今

2
2. 住居における持続可能性
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家基312　②

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

3
学
期

1

第 7章　消費生活・環境

①何をどうやって買う？
1. 私たちの消費生活

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。
・生活情報を活用するために必
要な情報リテラシーを身につけ
る。
・税金の仕組みを知り、納税の
大切さについて理解する。

・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。
・情報リテラシーについては、SNSの普及
など最新の状況をふまえて対応する。
・実生活における家計の収支を認識させる。
・第 8章「生活設計」の環境や社会保障と
関連づけて学習するとよい。

2. 生活情報の活用

2

②かしこい消費者になろう

1. 契約で成り立つ消費生活

3
2. 消費者問題の現状と課題

3. 消費者信用のしくみ

4. 消費者の権利と責任

③暮らしと経済のかかわり

1. 経済からみた暮らし

22. 家計のしくみ

3. 家計を計画的に管理しよう

④環境について考えよう

1. 私たちの生活と環境

2
2. 低炭素な社会をめざす

3. 持続可能な社会のために

4. 私たちの行動が社会を変える

3

第 8章　生活設計

①目標をもって生きよう！

1. 生活設計とは？

4

・地域社会の一員として、支え
合う大切さを知る。
・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。
・障がいを見通した生活設計の
重要性について理解する。

・「現代社会」「政治・経済」の内容と連携
を図るとよい。
・「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。
・第２章「保育」第３章「高齢者」と関連
づけるとよい。
・卒業後の進路について、中長期的な視点
も含めて考えさせる。

2. 生活資源をいかそう

3. 人とかかわって生きる



12

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　青年期と家族 ●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
として捉えようとしている。

●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。
●自分の人生をどのように
送るか、関連資料などを参
考に将来を想像しながらま
とめることができる。

●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これからの人生に向かって

②家族って何だろう？

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
義を捉え、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
料を収集して調査することができる。

●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。
●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。
●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。

●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、保育における親の役割
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子どもの成長を見つめる

②子どもの世話をしてみよう

③子どもを取り巻く環境

家基312「新 家庭基礎  今を学び 未来を描き 暮らしをつくる」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３章　高齢期 ●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。
●祖父母や身近な高齢者とふれ
合う意欲と姿勢がある。

●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、高齢者と実際にふれ
合う、話すなど、高齢者と
関わることができる。
●祖父母や身近な高齢者か
ら生きがいや社会参加、健
康問題などを聞き取り、ま
とめたことを発表すること
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高齢期ってどういう時期？

②高齢化する日本を生きる

③高齢者を支える

第４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。
●自給率の低下や外食・中食への
依存など現在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。

●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。
●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。

●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食生活を見つめよう

②私たちが食べているもの

③安全・安心な食品を選ぼう

④献立と調理

調理実習

家基312　①
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
第5章　衣生活 ●自身の衣生活の分析を通して、衣

服に関心を持ち、現代の衣生活に関
心を持とうとしている。
●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
技術を習得している。
●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。
●社会的慣習に適応しなが
らも自己実現する着装の工
夫をし、着用の目的に応じ
て健康的な衣服選択と着装
ができる。
●資源の有効利用まで考え
た衣服の購入、再利用、廃
棄まですることができる。

●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。
●衣服が健康に与える影響について理解
している。

①なぜ服を着るの？

②私たちが着ているもの

③衣服の管理を学ぼう

④これからの衣生活

第6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。
●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。

●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。
●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
住むことができる住居につい
て考えている。

●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私たちが暮らす場所

②安心・安全な暮らし

③つながって暮らす

④これからの住まいを考える
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関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解
第７章　消費生活・環境 ●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
や金融商品の活用などの資金計
画について関心をもっている。
●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。

●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。
●ひとつの情報を鵜呑みにするのではな
く、情報を正しく活用する情報リテラ
シーについて考えることができる。
●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。
●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。

●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。
●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。
●契約や消費者信用、多重債務な
どの問題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。
●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。

●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。
●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何をどうやって買う？

②かしこい消費者になろう

③暮らしと経済のかかわり

④環境について考えよう

第8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。
●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。

●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。
●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、資料
を収集してまとめることができる。

●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。
●地域のコミュニティ活動、ボラ
ンティア活動、ＮＰＯ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。

●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。
●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目標をもって生きよう！

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。

家基312　②




