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家庭総合平成１６年度シラバス

教 科 家 庭 単位数 ２単位 学科・学年・コース・組 普通科 １年 Ａ組～Ｄ組

家庭総合～○○○～ （○○出版）使用教科書

データ 、食品成分表副 教 材 等 GIFU

１ 学習の到達目標

①一人の生活者として、人の一生と家族、高齢者の生活と福祉、食生活、消費生活などに関する知識や技

術を総合的に身に付け、現在そして未来の自分及び家族の生活の充実向上を図る態度を育てます。

②自分の家庭生活や地域の生活に深い関心をもち、課題を見いだし、これを改善充実しようとする積極的

な態度を育てます。

２ 学習の計画

月 学 習 内 容 学 習 活 動 ・ ね ら い 実 験 ・ 実 習 な ど 発展学習・考査など

４ ・家庭科を学ぶにあたって ・ 家庭総合」を学ぶにあたって、学習 アンケート実施 家庭ｸﾗﾌﾞ活動参加「
・ホームプロジェクトと学校 の意義や内容、授業のルールを知り、 ： 家庭クラブ全国大会」VTR 「
家庭クラブ活動 学習目標をもつ。

・自己について考え、自分の生まれ育っ
第１章 人の一生と家族・家 た生活環境・人間関係について考え

庭 る。 実習： 自分史」の作成「
１．発達を続ける人の一生 ・自分自身の人生における、ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞご 実習：自立度チェック

との課題について考える。 実習：自分のライフコース

５ ２．女性と男性の協力 ・日常生活の中の社会や家庭に存在する 実習：ジェンダーチェック ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄ
ジェンダーについて考える。

３．生活単位としての家族 ・パートナーに求める条件は自分の生き 実習：サイレントオークション
方にもつながっていることを知る。 「結婚相手の条件」

６ ４．家族・家庭を支える社 ・家族に関する法律について知る。 実習：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ「家事労働」 中間考査
会 ・家事労働の意義や特徴について考え、 技術検定補講

現状と課題を知る。 ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄ
５．生活を設計する ・自分の将来のライフプランを立てる。 実習：ライフプランを立てよう

７ 第３章 高齢者の生活と福祉 ・高齢期の生活課題について考える。 実習：カード作り 技術検定４級
１．高齢社会を生きる ・加齢に伴う身体変化について体験し、 実習：高齢者インタビュー （希望者）
２．からだとこころの変化 高齢者の生活に関心をもつ。 実習：高齢者疑似体験 家庭ｸﾗﾌﾞ活動参加
・ホームプロジェクトの計画 技術検定補講

８ ・生活課題を見いだし、課題解決に 技術検定３級
ホームプロジェクト実施 向けて考え、適切に判断し、計画 ホームプロジェクト実施 （希望者）

に基づいて実践する。 ﾎｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾚﾎﾟｰﾄ

９ ３．高齢者の生活 ・ボランティアを理解し、ボランティア 「老いを考える」 家庭ｸﾗﾌﾞ活動参加VTR
活動を積極的に行おうとする意識をも 実習：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ「親の扶養」 期末考査

４．高齢者の福祉 つ。
・高齢化の現状を知り、高齢社会の問題

５．高齢者の介護 点を理解する。
・介護する側、介護される側の立場を理 実習：シーツ、衣類交換、食事
解する。 援助、車椅子移動

第４章 食生活 ・食事の必要性や役割について理解す 「食物の歴史」 技術検定補講10 VTR
１．食生活を見つめる る。 実験①牛乳の性質 ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄ

・食生活診断を実施し、各自の食事の現 「調理の基礎」VTR
２．食べ物を栄養的に見つ 状と問題点を知る。 調理実習①朝食の意義、洋食の
める ・調理実験から食品の持つ特性について マナー

理解する。 調理実習②青年期の食事、中国
料理のマナー

３．食品を手に入れる ・栄養素の種類と機能について理解す 技術検定４級11
る。 実験②清涼飲料水の糖度測定 （希望者）
・各ライフｽﾃｰｼﾞごとに必要な栄養所要 調理実習③高齢期の食事、和食 技術検定補講
量の特徴と食品群別接収量の目安につ の基本とマナー ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄ
いて理解し、調理の工夫ができる。
・食品の特質を理解し、献立作成や調理 ｺﾝﾃﾝﾂ「食品の安全性」
に応用する。

調理実習④乳幼児の食事、市販
４．食事をつくる ・献立作成の手順を理解する。 品との比較 中間考査12

・調理の目的を理解し、調理の基本技術 「食事のマナー」 技術検定３級VTR
を身につける。 調理実習⑤行事食 （希望者）

家庭ｸﾗﾌﾞ活動参加

１ 第５章 消費生活と資源・環 ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄ
境 ・意思決定の過程について理解する。 実習：意思決定のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

１．消費生活と意志決定 ・経済のしくみについて理解する。 「悪徳商法」VTR
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シラバス作成例家庭

・消費者信用のしくみと特徴を知り、そ 実習：インターネットで調査
２．私たちは消費者 の利用法と危険性を理解する。 実習：クーリングオフの模擬学習

２ ３．家庭経済と生活設計 ・ライフスタイルを考慮した経済計画の 「年金と保険」 ミニ版ＨＰﾚﾎﾟｰﾄVTR
必要性を理解する。

４．環境に優しい生活を考 ・地球環境問題をふまえ、資源の有効利 実習：環境家計簿記入
える 用を考えた消費行動が取れる。

３ まとめと反省 ・１年間の学習を反省し、２年生の 年間の反省・感想 学年末考査
学習の目標を決める。

３ 課題・提出物等

各単元における学習プリント・ノート、製作物、自己評価表、相互評価表、授業評価表、実習ノート、

ホームプロジェクトレポートなど

【発展学習について】

①ミニホームプロジェクト：週２日の休日などを利用して、授業で学んだことを家庭で実践しレポート

にまとめ提出しましょう （食事作り、リフォーム、ボランティア活動など）。

②家庭科技術検定：被服製作、食物調理の２種類があります。被服、食物の基礎的・基本的知識や技術

を確実に定着するために挑戦してみましょう。

４ 評価規準・評価方法

評価は次の４つの観点から行います。

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解

・家庭や地域の生活につい・家庭や地域の生活につい・家庭や地域の生活に関する・人間の発達と生活の営みと

て関心をもっているか。 て見直し 課題をみつけ 基礎的･基本的な技術を習 のかかわり、家族・家庭生、 、

・意欲的、積極的に課題解 その解決を目指して、学 得しているか。 活の意義、家庭生活の各分

決しようとしているか。 んだ知識・技術を生かし・それらの技術を応用発展さ 野に関する基礎的・基本的

・知識と技術を進んで活用 たいくつかの方法を比較 せ、その成果を適切に表現 な知識などについて、断片

しようとしているか。 検討し、意思決定をする しているか。 的にではなく実際の生活の

など工夫し創造している・調査・観察などの技術やま 充実向上に役立つよう総合

か とめて表現できる技術など 的に理解しているか。。

を身につけているか。

授業態度 定期考査 製作物 定期考査

提出物の提出状況 学習成果をまとめたレポー学習成果をまとめた実習ノー小テスト

ホームプロジェクトの取組トや製作物 トやレポート 学習プリント・ノート

状況 ロールプレイングなどの表実習・実技の状況 レポート

発展学習の取組状況 現活動 実技テスト

発展学習の取組状況

評価は、定期考査の点数、提出物の点数、ホームプロジェクトの点数、製作物の点数、発展学習の点

数、授業態度から総合的に判断して決定します。

５ 担当者からのメッセージ

・講義、調理実習、疑似体験・ロールプレイング・サイレントオークションなどの体験学習、調査・研究

などの調べ学習を通して、社会のさまざまな現象についてより深い理解と関心を高め、生活に生きて働

く力をつけていきたいと思います。

・次にあげる５つの視点 ①生命と文化を知る ②個人と家族と社会の協力 ③｢一生｣を見通して ④自

然とともに生きる ⑤学んだ知識をどう応用する を常に念頭において学習を進めていきましょう。

・授業は、みなさんが主役です。自分の意見をしっかりもち仲間の意見には耳を傾け、真面目に主体的に

取り組みましょう。発展学習にも積極的に挑戦し取り組みましょう。

・自分や自分の生活の質を高めることに関心・意欲をもち、そのために必要な基礎的・基本的な知識や技

術を確実に身につけ生活に生かしていきましょう。


