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１ 単元・小単元 （１）人の一生と家族・福祉 （１０時間）ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族

２ 小単元の目標 生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解させ，青年期
の課題を踏まえて，男女が協力して家庭を築くことの意義と家族や家庭生活の
在り方について考えさせる。

３ 本例における 家庭基礎を１年生で履修し、３年次の選択科目で「フードデザイン 「発達」
生 徒 の 実 態 と保育 「家庭看護」を設定している。進学希望者が大半であり、勉強と部活」

動に対して落ち着いて取り組もうとする生徒が多いが、生活習慣が確立できて
いない生徒も少数いる。家庭環境は比較的恵まれている生徒が多く、弁当等の
持参率はかなり高い。その分生活能力の低い生徒が多く実体験に乏しい。学習
に向かう姿勢は良好であるが、提出物等ルーズな生徒も２割弱いる。

家族の分野についての興味・関心は他の分野に対し、かなり低い。

４ 育 て た い 本単元では「生きる力」の基盤として生涯発達の視点で、自分・家庭・家族
資 質 ・ 能 力 をみつめ、ライフステージにおける自己課題の把握等、自分の生き方をワーク

、 。シートを用いた学習をとおして 具体的に考え課題がつかめるように配慮した
、 、学習内容をテーマ毎に２時間単位でまとめることにより 指導内容を精選し

学習のねらいに応じて観点別具体の評価規準を設け、考えを深め発展させるよ
う重点化した。事例研究・調査・調べ学習等ワークシートの学習内容について
は、興味・関心をもち考えようという意欲がもてる題材を設定した。知識・理
解を深める内容については教科書の内容を精選した上で押さえ、ペーパーテス
トで評価し、授業時間内では知識を深化させた思考や生きる力にかかわる態度
等をとおして生徒が自ら考え課題をつかみ発展させようとする学習を重視し
た。

テーマ学習の配列として、ライフステージの想定→家族の機能→法律→生活
時間と労働→自分らしいライフスタイルと学習内容の配列をまとめた。

学習を進める中で、生徒の家庭状況を考慮し、家族内における理解と協力の
下に、男女が共に支え合って家庭を築くことを前提に多様な生き方にも発展さ
せ、自分らしいライフスタイルが形成できるよう配慮した。

【参考文献】

○「家庭基礎２１」 実教出版
○「これからの家庭基礎」 一橋出版
○「総合家庭一般 サポートブック」 教育図書
○「家庭基礎ーすこやかに生きるー」 一橋出版
○「家庭基礎２１学習ノート」 実教出版
○「家庭総合 生活の創造をめざして」 大修館書店
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５ 指導と評価の計画

【単元】 （１）人の一生と家族・福祉

ア 生涯発達と家族

（ア）生涯発達と各ライフステージの特徴 （イ）家庭の機能と家族

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

１）生涯発達と各ラ ○生涯発達の視点で各 ・自立度チェックから、現在 ３ ①自立度チェックにより自

イフステージの特 ライフステージの特 の自分を見つめることによ 己を振り返り、ライフス

徴 徴と課題について理 り、自立について考えを深 テージ毎の自立と自分ら

・自立 解させ、人の一生の める。 しい生き方について考え

・ライフステージ 営みとしての家庭生 ・タイムトンネル実習から、 ようとしている。

（ワークシート１）（ワークシート１）（ワークシート１）（ワークシート１）・発達課題 活のあり方について ライフステージごとの特徴、

自己の生活設計とも と課題について理解し、自

かかわらせて具体的 分の生活設計とかかわらせ

に考えさせる。 て、家族や家庭生活につい

て考える。

２）家庭の機能と家 ○現代の家族について ・現代家族のスタイルや家族 ２ ②自分の家族や現代の家族、

族 家庭の機能を理解し に対するイメージを考える の特徴、家族関係等に関、

・家族の特徴 家族構成や規模・人 ことにより、家庭の機能の 心をもち、家族のあり方

・家庭の機能 間関係等について家 変化や家族の特徴について や関わりについて考えよ

・男女の協力 族の多様性と特徴を 考えを深める。 うとしている。

（ ）（ ）（ ）（ ）・親子・夫婦関係 理解させる。 ・事例研究をとおして、家庭 ワークシート３ー( )( )ワークシート３ー( )( )ワークシート３ー( )( )ワークシート３ー( )( )2 5

の機能が家族員の相互協力

により果たされることを理

解する。

３）家族と法律 ○家族の法律を理解し ・社会制度としての家族の法 ２、

・旧民法 制度としての家族に 律について事例考察をとお

・現民法 ついて考えさせる。 して考える。

・社会制度 ・婚姻・夫婦・親子など家族

についての法律について調

べ学習により理解を深め

る。

４）生活時間と労働 ○生活時間の配分と有 ・家族の生活時間調査をとお ２ ③家族の生活時間調査をと

・生活時間 効活用をとおして、 して、各家庭の特徴や課題 おして、生活時間の配分

・職業労働 家庭生活や職業生活 を理解し家族員が家庭で担 と有効活用に関心をも

・家事労働 のあり方について考 う役割について考える。 ち、家庭生活への責任と

・労働形態 えさせ、男女が相互 ・家事労働と性別役割分業に 協力について考えようと

・性別役割分業 に協力して、共に家 ついて資料より考察し、男 している。

（ワークシート７）（ワークシート７）（ワークシート７）（ワークシート７）庭生活の責任を果た 女が協力して家庭生活を支

し、人間らしい生き える労働について考えを深

方をするための課題 める。

。について考えさせる

５）自分らしいライ ○社会の変化に伴った ・結婚や家庭生活と職業生活 １

フスタイル 多様なライフスタイ のあり方について理想とす

・自己実現 ルを理解し、自分ら る生き方や自分の将来像を

・生活設計 しいライフスタイル 考えることにより、自分ら

について考えさせる しいライフスタイルについ。

て考える。

総時間数 １０

生涯発達と家族



- 3 -

生涯発達と家族

（ウ）生活設計

学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

思考・判断 技能・表現 知識・理解 評価方法等

①自分の一生をタイムトン ①生涯発達の考え方に立 ・ワークシート１「自立

ネル実習によりみつめる ち、各ライフステージの 度チェックと考察」

ことによって、人の一生 特徴と課題について理解 ・ワークシート２「タイ

を生涯発達の視点でとら している。 ムトンネル実習」

え、生き方について考え ・ペーパーテスト（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）

たり、発表したりするこ

とができる。

（ワークシート２）（ワークシート２）（ワークシート２）（ワークシート２）

①親子関係や夫婦関係等家 ②現代の家族の特徴を理解 ・ワークシート３「家族

族関係のあり方につい し、家族・社会における に対するイメージ」

て、資料による事例やロ 家庭の機能について理解 ・ワークシート４「事例

ールプレイングをとおし を深めている。 研究、夫婦の関係」

て考えを深めている。 ・ペーパーテスト（（（（ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）

（ワークシート４）（ワークシート４）（ワークシート４）（ワークシート４）

授業実践例１

（１時間目／２時間）

②社会の変化に伴う、社会 ②法律に関する具体的事例 ③家族に関する法律につい ・ワークシート５「事例

制度としての家族の在り について、調べ学習をと て婚姻・夫婦・離婚・親 考察、家族制度と家族

方や社会とのかかわりに おして考えを深め、意見 子・扶養・相続等の法律 法」

ついて考えを深めようと をまとめることができ を理解している。 ・ワークシート６ 「調べ

している。 る。 学習、家族法」（（（（ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）

） ・ペーパーテスト（ワークシート５） （ワークシート６（ワークシート５） （ワークシート６（ワークシート５） （ワークシート６（ワークシート５） （ワークシート６

③家事労働における性別役 ④生活時間の分類と特徴や ・ワークシート７「家族

割分業など家庭での役割 職業労働と家事労働の意 の生活時間の調査と分

を見直し、男女が共に家 義や特徴、現状と課題を 類」

庭生活の責任を果たす生 理解している。 ・ワークシート８「職業

き方について考えを深め と家事の両立について（（（（ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）ペーパーテスト）

ている。 考える」

・ペーパーテスト（ワークシート８）（ワークシート８）（ワークシート８）（ワークシート８）

授業実践例 ２

（１時間目／２時間）

③結婚観や職業観について ・ワークシート９「自分

自分らしいライフスタイ の将来像と課題」

ルについて自己課題を認

識してまとめたり、理想

とするライフスタイルを

イメージし、自分らしい

生き方について考えた

り、発表することができ

る。

）（ワークシート９（ワークシート９（ワークシート９（ワークシート９
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６ 授業実践例１
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎
ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族ア 生涯発達と家族単 元 名 （１）人の一生と家族・福祉

本 時 主 題 ４）家庭の機能と家族 （ ４時間目／１０時間）
指 導 観 日々の生活の中で目を向け考えようとする機会の少ない自分の家族について、家族構成や意識の変化等

から具体的に考えさせることにより意識付けをする。子どもとしての立場・親としての立場などから考え
させることにより、現代家族の特徴や家庭の機能について理解を深め、家族員の理解と相互協力が重要で
あることに気付かせたい。

本時の目標 ①各自の家庭・家族についてのイメージについて具体的に表現することにより、家族構成や役割等につい
て考え、学習に対する関心・意欲を高め、家庭の機能について理解させる。

②ライフステージにおけるいろいろな家族の構成や規模・人間関係等における家族の多様性と特徴につい
て関心をもたせる。

指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導
いろいろ アニメ等に登場するサザエさん等の家族 ・家族には制度としての家族

導 な家族モ のライフステージを例示し、モデルを例に （核家族・拡大家族）のみな
入 デル どこまでが家族か考える。系図の中で、核 らず、家族の形態や意識が多
５ 家族・拡大家族を理解する。 様化していることにふれる。
分

自分の家 １、自分の家族について、図やイラスト、 ＜ を実現するための指導＞○評価規準【関】ｰ②○評価規準【関】ｰ②○評価規準【関】ｰ②○評価規準【関】ｰ② B

族につい 言葉によりイメージを表現する。 ・イメージについては例を挙げ自分の家族や現代の家自分の家族や現代の家自分の家族や現代の家自分の家族や現代の家
てのイメ （家族構成員はわかりやすく補足を加え て（板書し）説明する。族の特徴、家族関係等に族の特徴、家族関係等に族の特徴、家族関係等に族の特徴、家族関係等に
ージ る。イメージに対し説明を加える ） ・自分の家族については話しづ。 関心をもち、これからの関心をもち、これからの関心をもち、これからの関心をもち、これからの

発表（机間指導し発表を促す） らい面があるが、具体的なわ家族のあり方やかかわり家族のあり方やかかわり家族のあり方やかかわり家族のあり方やかかわり
展 ○予想される生徒の反応 かりやすい事例で、いろいろについて考えようとしてについて考えようとしてについて考えようとしてについて考えようとして

・難しい。 な家族を取り上げ、共感できいる。いる。いる。いる。
・イメージとしてはまとめにくいがとり ＜評価方法＞ る立場を設定する。

あえず家族構成を描く。 ワークシート３ ・イメージ図としてまとめにく
・父親が中心で木となり花が子どもたち い場合は文章表現等もいれ

で土が母。 の例 て、まとまりのある表現がでA

開 ・バラバラに散在するサークルやピラミ ・ 組み立て式プラモデ きなくても考えようとしてい「
ッド。 ル ・・いつもは個人と る態度を評価する。」

・父親のイメージが薄い。 してパーツはバラバラ ・現在の家族のイメージが表現
だけど、事があると全 できない場合は、親になった40

２、発表された中で特徴や課題などを考え 員集合して対処する。 とき（理想）の家族のイメー
分 る。例：何故父親の存在感がイメージと 一人一人が大切な存在 ジを評価に入れる。。

してわかないのか。 ・ 自分・母・妹は会話が「
○予想される生徒の反応 あるのに父とはほとん

・仕事中心である。 ど話ができない。父の
・すれ違いで話をすることがない。 存在感が薄い ・・家族」
・父親が経済的に家庭を支えている。 における父親の役割や ＜ への手だて＞C

家族に対する気持ちを ・表現できていない場合は、自
家族の機 ３、現代の家族に求められる機能について 理解し、自分から話す 分の将来像を考えさせ援助す
能 考える。 機会をもちたい。 る。

・家族個人に対する機能：精神的充足、 ・自分の家族について個人的に
経済的安定、性愛の充足 どうしても表現できない場合○評価規準【知】ｰ②○評価規準【知】ｰ②○評価規準【知】ｰ②○評価規準【知】ｰ②

・社会に対する機能：労働力の再生産、 については個別指導をする。現代の家族の特徴を理現代の家族の特徴を理現代の家族の特徴を理現代の家族の特徴を理
解し、家族・社会におけ解し、家族・社会におけ解し、家族・社会におけ解し、家族・社会におけ子どもの教育・社会化、高齢者の介護
る家庭の機能について理る家庭の機能について理る家庭の機能について理る家庭の機能について理・扶養
解を深めている。解を深めている。解を深めている。解を深めている。

親になっ ４、自分が父親の立場になったら、母親の ＜評価方法＞
たときの 立場になったら、家庭に対するイメージ ペーパーテスト
家族のイ 図はどう表現したいか考えをまとめる。
メージ ○予想される生徒の反応

・仕事で忙しいが、子どものことは気が
かりだ。たとえ少しの時間でもコミュ
ニケーションが欲しい。

・何のために働いているのか家族の理解
が欲しい。立場をわかって欲しい。

ま 家族が個人や家庭・社会に果たす役割を
と 確認し、家族員相互で理解しあうことの大
め 切さや、これからのライフステージにおけ
５ る家族の多様性と特徴について関心をも
分 つ。

□工夫している点
・イメージの表現は、家族について具体的に特徴をつかめる点で考えやすいが、表現としては苦手な生徒もおり、表現方

法を図だけでなく文章でまとめる方法で考えさせる。家族のかかえる課題について、考えやすい事例をあげて家族の機
能とかかわらせて理解を深め考えていこうとする意欲を重視している。
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□実践後の評価結果

学習活動における 「十分満足できる」と 「努力を要する」と
具体の評価規準 ( ) 判断される状況 ( ) 判断される状況 ( )B A C

評 価 ・自分の家族や現代の家族の特徴、 ・自分の家族や現代の家族の評価規準【関】ｰ②評価規準【関】ｰ②評価規準【関】ｰ②評価規準【関】ｰ②
・自分の家族や現代の家族の特徴、 家族関係等に関心をもち、各自の 特徴、家族関係等に関心が

家族関係等に関心をもち、これか 家庭状況、ライフステージに応じ もてず家族のあり方やかか
らの家族のあり方やかかわりにつ て課題をつかみ、家族相互のかか わりについて考えようとし
いて考えようとしている。 わりの中で考えを深めようとして ない。

いる。

生徒の状況 ・自分の家族を例示した事例を自分 ・家族のイメージを具体的に表現で ・描こうとしない。
流にアレンジしてイメージをまと き、コメントを添えている。家族 ・意欲的になれない。
め、コメントをしている。家族の のかかわりや役割等が図の中に表 ・家族関係をかかわりとして
役割が説明されている。 現されるか、もしくは説明されて とらえようとしていない。

・イメージでは表現しにくく言葉で いる。
まとめている。 ・家族の中の自分を見つめ、家族の

・現在の家族状況をまとめることが 機能を理解した上で、ライフステ
できない場合は、家族の機能をふ ージごとに多様化する家族のなか
まえた上で自分が親になった時の で、これからの家族に対する理解
理想像として表現している。 を深め、家族員の相互協力につい

・現状のイメージをまとめることが て考えている。
できないが、自分なりに理想とす ・イメージを考えるに当たり、自分
る家族とのかかわりを表現してい の家族の特徴や課題を見つけ、家
る。 族相互のかかわりの中で解決策を

考えている。

記 述 例 ・ 言葉で表現）父はいつも家族全 ・ばらばらに離れたジグソーパズル ・愛情（
員を照らし暖める太陽。母は心地 ・・・父親は海外出張。最近あっ ・記入なし
よい風とおいしい水。私たち子ど ていないが、いつでも組み立て
もはいつも大切に育てられ、色と 。OK

りどりの花を咲かせている。 ・我が家はカレーライス。家族全員
・ 絵で表現）母と私が天秤、支え の持ち味でおいしさ倍増。一人一（

てバランスをとっているのが父。 人の個性を生かし味付けを担当す
るのは母。カレーになくてはなら
ないスパイスは父。日により、月
により、年によりいろいろな味に
変化するが、旨い。

・私と弟は家族に支えられているの
で葉、母は仕事熱心だから根、父
はしっかりと支えているので幹、
姉と祖母は働いているので枝。

□授業後の課題と改善
・現代家族の特徴や家庭の機能について、ワークシートの課題を用いてできるだけ具体的に身近なところから考えさせる

ように配慮した。結果として、多様化した家族のスタイルやかかわり方について、各自の家庭やテレビ・漫画などから
関心をもち考えることができた。生徒の家庭のイメージをまとめる実習の中で、多様化の現状や生徒のもつ家庭の課題
を机間指導の中で把握し、そのクラスに応じた授業展開をすることが、より生徒の自己課題の把握に援助できる授業に
なると感じた。

・授業展開の中で、イメージとして表現しまとめることが難しい生徒が多いクラスもあった。評価をする際に評価できな
い状況になる事を配慮し、ワークシートに後で評価できる問いを設けた。理想とする家族のイメージ等で補足できる形
をとった結果、何とか全員が評価できる内容までまとめることができた。１時間の授業展開の中で生徒の活動や考えを
ある程度予測し、指導方法をクラスの状況により変えたり、生徒の能力に応じ、展開例をあらかじめ用意し、いくつか
事前に資料として例示できるような教材研究が必要である。一つのテーマが１時間で終えることは難しい面もあり、次
時への課題や、前時の補足を経て目標を実現できる場合がある。これらの課題は評価規準を満足する授業を心掛けるこ
とにより気付けたと言える。

・評価規準は生徒の学習の到達目標であるが、多様化した家庭状況や生徒の考えようとする状況に対応できるものである
べきである。本事例の評価規準の観点は関心・意欲・態度なので「自分の家族をみつめ、家族関係について考えようと
している」という点を重視した。十分満足できる状況の生徒の回答は、教師が想定できる範囲以上に生徒の家族相互の
かかわりが表現されており、授業の流れをつくる力となった。評価規準が生徒のワークシートの課題や学習状況と合わ
ない場合は、その授業の中で設問や発問を変更しながら修正していく必要がある。

生涯発達と家族
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７ 授業実践例２
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎

単 元 名 （１）人の一生と家族・福祉

本 時 主 題 ４）生活時間と労働 （ ８時間目／１０時間）

指 導 観 身近な家族の生活時間の配分と有効活用をとおして、家庭生活や職業生活のあり方について考えさせ、男

、 。女が相互に協力して共に家庭生活の責任を果たし 人間らしい生き方をするための課題について考えさせる

本時の目標 家族の生活時間調査をとおして、生活時間のバランスを考えることの重要性と家族員が家庭で担う役割に

ついて理解させ、男女が協力して家庭生活を築くことの意義について考えさせる。

指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

（ ）導 生活時間 生活時間の３つ分類の確認をする。 ・社会生活時間を仕事 勉強

入 の分類 １）生活必需時間・・睡眠・食事 時間と家事労働時間に分け

２）自由時間・・・・余暇 ることにより、家庭生活を

５ ３）社会生活時間・・①仕事・勉強 支える労働についての理解

分 ②家事・育児 を深める。

生活時間 １、実習：各自の家族の生活時間調査の結 ＜Bを実現するための指導＞評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③

の調査 果をグラフに色分けして記入する。 ・人の一生の中で、１日の生家族の生活時間調査をと家族の生活時間調査をと家族の生活時間調査をと家族の生活時間調査をと

○予想される生徒の反応 活時間の配分と活用が人生おして、生活時間の配分とおして、生活時間の配分とおして、生活時間の配分とおして、生活時間の配分と

・父親は朝出て帰るまでどのように時間 の充実感や生きがいに影響有効活用に関心をもち、家有効活用に関心をもち、家有効活用に関心をもち、家有効活用に関心をもち、家

を使っているかわからない。 することに気付かせる。庭生活への責任と協力につ庭生活への責任と協力につ庭生活への責任と協力につ庭生活への責任と協力につ

・日によって違う。 ・健康と労働のバランス調査いて考えようとしている。いて考えようとしている。いて考えようとしている。いて考えようとしている。

・通勤・通学時間は労働時間に入る。 ＜評価方法＞ をとおして、家族や男女が

ワークシート７ 相互に立場を理解すること

展 生活時間 ２、挙手によりクラス内の調査をする。 により、協力する姿勢が育

の特徴と ３、グラフを考察し、各自の家庭の特徴を の例 成されることに気付かせA

考察 考え、まとめ、発表する。 ・家庭状況に応じて生活時 る。

○予想される生徒の反応 間の有効利用に関心をも ・クラス内調査をすることに

・生活必需時間は家族により差が少ない ち、問題点に気付き、具 より、家庭により時間配分。

一番差が多いのは家事時間である。 体的な改善策を考えよう や協力体制に共通点や差が

開 ・母親も働いているのに家事労働は母親 としている。 あることがわかり、いろい

が一人で担っている。 ・家族の家庭で担う役割に ろな生活時間の有効活用が

・父親の労働時間が長く、自由時間が少 ついて、生活時間のバラ あることに気付かせる。40

ない。 ンスを考慮して、家族が

分 ・自分の家事労働がほとんど無い。 共に協力して家庭を支え

、ることの大切さがわかり

４、家族の健康と生活を支える労働の分担 協力への具体策が検討で

について、生活時間のバランスの面から きる。 ＜ への手だて＞C

各自の家庭について考える。 ・プリントの再提出

・家事労働は母親ばかりに頼るのではな ・考える視点について援助す

く 一人一人ができることは協力する る。、 。

・家族一人一人の余暇時間がもっと増え

るように家事分担と能率化・協力が大

切である。

・家族でもっと支え合えるよう話し合う

ことが大切である。

ま 生活時間のバランスを考えることが自分

と らしく生きる上で重要であることや、家事

め 労働を家族員が共に支え合い協力して担う

５ ことの意義について確認する。

分

□工夫している点

・労働時間を２つに分けることにより、生活時間の把握だけでなく、家庭を支える職業労働と家事労働の２つの労働につ

いて家庭での役割等を考えさせることへと発展させている。また、家庭の抱える課題について考えを深めたり、生き方

と生活時間の関連性に気付かせ、性別役割分業へと考えを展開していく意欲や関心を高めさせている。

生涯発達と家族
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□実践後の評価結果

学習活動における 「十分満足できる」と 「努力を要する」と

具体の評価規準 (B) 判断される状況 (A) 判断される状況 (C)

評 価 ・家族の生活時間調査をとおして、 ・家族の生活時間調査をとおし評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③評価規準【関】ｰ③

・家族の生活時間調査をとおして、 生活時間の配分と有効活用に関心 て、生活時間の配分と有効活

生活時間の配分と有効活用に関心 をもち、家庭生活への責任と協力 用に関心をもち、家庭生活へ

をもち、家庭生活への責任と協力 について課題を認識し、改善しよ の責任と協力について考えよ

について考えようとしている。 うと考えている。 うとしていない。

生徒の状況 ・家族構成員の生活時間調査をとお ・他の家庭状況と比較することによ ・意欲的になれない。

して、生活の実態に目を向け、生 り、家庭生活への協力にいろいろ ・家族の中でも生活の状態がつ

活時間のバランスを考えることに な方法があることがわかり、家庭 かめないのでまとめることが

より家族相互のかかわりに気付 状況に応じた生活時間の有効利用 できない。

く。 に関心をもち、問題点に気付き、

・家庭を支える労働を２つに分ける 具体的な改善策を考えようとして

ことにより、家族員が家庭で担う いる。

役割について考える際の視点にし ・家族の家庭で担う役割について、

ている。 生活時間を数値化しグラフ化する

・ライフステージにおける家族の役 ことにより、家族内の相互協力の

割の変化に気づき、主体的にかか バランスがわかり、家族が共に協

われる態度ができる。 力し、家庭を支えることへの具体

策が検討できる。

記 述 例 ・生活必需時間は家族の中であまり ・父は仕事 母と祖母は仕事と家事 ・調査をしてまとめることがで、 。

差がない。父は仕事時間が多くて 私と弟は学校と勉強。みんな仕事 きない。

母は家事時間が多い。片寄りがな が多く、自由な時間が全体的に少

いようみんなが自由・余暇時間を ないということがわかった。家事

取れるようにバランスよくできる が母や祖母に負担がかかり自由時

と良い。 間が少ないので、健康のためにバ

・みんなそれぞれ仕事を中心にして ランスをよくし、大変な時は私が

いる。家事労働は母ばかりで負担 もっと手伝いを増やしてやわらげ

をかかえている。もっと家族で支 てあげようと思う。

え合わなければいけないと思っ ・父と母は同じだけ家事をしている

。た。 から他の子の結果を聞いて驚いた

父は仕事も頑張っていて、何もし

ていない自分は反省しなくてはと

思った。家族みんなが快適に暮ら

せるように分担できるものは分担

して、共有できる余暇時間もつく

って、それぞれの自由時間もつく

り支え合って暮らせるといいと思

った。

□授業後の課題と改善

・生活時間調査はいろいろな調べ方があるが、短い時間でなるべく家族員の生活時間と割合が把握できるようにワークシ

ートを工夫した。大まかな把握しかできないが、生活時間の配分と有効活用について家族の状況をつかみ、生活時間の

バランスを考えることを重要視した。生活時間調査を短時間に集約できる方法をとったことは、１時間で評価規準を設

けた授業としては効果的であった。また社会生活時間を職業労働と家事労働に分けて４項目にすることにより、グラフ

の形から特徴をつかみやすくした。特に家事労働を重視したのは次時の家庭生活における性別役割分業等、男女が家庭

に果たす役割について考えを深めやすいと考えたからである。

・評価規準の「生活時間の配分と有効活用に関心をもち、家庭生活への責任と協力について考えようとしている」は、調

査しまとめる中で考える視点がつかみやすく 「努力を要すると判断される状況」の生徒はほとんどいなかった。この調、

査は生活時間の配分・バランスを重要視したため、顕著に現れる家事労働に視点がいった。生活時間の有効活用につい

て労働や自由余暇時間の意義等に関心をもたせることができなかった。どこに焦点を当てて考えを深めさせるのか、生

徒の状況により課題を設定して考えを深めることができるように、教師が具体的事例を用意するなどの授業研究が重要

である。時間的な制約のある中でどこまで展開させるか、生徒の実態をつかみ指導と評価の一体化を考えていくことが

重要である。

生涯発達と家族


