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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

10

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

11

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

12

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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