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１ 単元・小単元 （１）人の一生と家族・福祉 （６時間）ウ 高齢者の生活と福祉ウ 高齢者の生活と福祉ウ 高齢者の生活と福祉ウ 高齢者の生活と福祉

２ 小単元の目標 高齢者の心身の特徴と生活及び高齢者の福祉について理解させ、高齢者の
自立生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす役割が重要であること
を認識させる。

３ 本例における 日本の高齢化はこれからも進み、かつて誰も経験したことのない高齢社会
生 徒 の 実 態 を迎えることになる。しかし、このことは高校生にとっては身近に感じにく

く、理解しにくい。生徒たちは、核家族世帯が多く高齢者と接する機会が少
ないことや、同居していても生活時間が合わず、祖父母とのかかわりは希薄
であるため、高齢期や高齢者を遠い存在としてとらえがちである。また、生
徒たちがもっている高齢者へのイメージも、偏見や先入観により否定的なも
のが多い。さらに、自分の生活に追われ、地域活動への参加も少なく、ボラ
ンティア等は理解されにくい現状にある。

加齢にともない心身の変化は生じるが、高齢者が決して弱い存在になった
わけではない。また、生涯人としての尊厳は守られなければならない。高齢
者が自分の能力や可能性を最大限に伸ばし、家庭や社会での役割をみつけ活
躍できる場を確保することが、高齢者自身が生き生きと生活するために重要
であり、地域社会全体のためにもなると考えられている。

高校生には、加齢に伴う一般的な心身の変化と特徴を理解し、高齢者を肯
定的にとらえ、高齢者とかかわることができるようになることが望まれてい
る。

４ 育 て た い 高齢者の心身の特徴と生活について、視聴覚教材や体験学習などをとおし
資 質 ・ 能 力 て具体的に考えさせ、家庭や地域社会で高齢者とかかわっていくための能力

や態度を養いたい。また、誰もが迎える高齢期に向けてどのような準備が必
要かを考えさせ、生涯を見通して考える力をつけたい。

【参考文献】

○ＶＴＲ お年寄りの心とからだ インターメディカ
○ＶＴＲ 高校家庭科で学ぶ「介護 福祉」第１巻 高齢者の生活 教育図書・
○ＶＴＲ 高校家庭科で学ぶ「介護 福祉」第２巻 高校生のための介助実習 教育図書・
○家庭総合 教科書 大修館
○家庭基礎 学習ノート 大修館
○高校家庭科ワークシート 東京書籍
○家庭総合２１学習ノート 実教出版
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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

ウ 高齢者の生活と福祉

（ア）高齢者の心身の特徴と生活 （イ）高齢者の福祉

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

１）高齢者の心身の ○高齢者への関心を高 ・インタビューをとおして、 ２ ①高齢者に関心をもち、自

特徴と生活 め、豊かな高齢期を 高齢者の生活に関心をも 分が高齢者になった時を

・６０年後の自分 迎えるために、青年 ち、自分らしい高齢期を迎 イメージしている。

（ ）（ ）（ ）（ ）・生きがい 期をどう過ごすか考 えるためには、青年期から ワークシート １－(１)ワークシート １－(１)ワークシート １－(１)ワークシート １－(１)

・老化 えさせる。 どのような準備が必要か考

・健康問題 える。

・結晶性知能

・高齢社会 ○高齢者の心身の特徴 ・ビデオ「お年寄りの心とか

を知り、高齢者との らだ」の視聴をとおして、

かかわり方を考えさ 加齢に伴う心身の変化を知

せる。 り、高齢者との接し方を考

える。

○高齢者の心理につい ・高齢者疑似体験と介助実習 １

て考えを深め、介助 をとおして、高齢者の心理

されるときの気持ち について考えを深める。ま

や介助する側の配慮 た、介助されるときの気持

を理解させる。 ちや、介助する側の配慮に

気付く。

○親の扶養から高齢社 ・ロールプレイング（親の扶 １ ②親の扶養を家族の問題と

会を考えさせる。 養から高齢社会を考えよ して考えようとしてい

う）をとおして、高齢者と る。

）家族の関係を考える。 （（（（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)4

２）高齢者の福祉 ○日本の高齢化の特徴 ・日本の高齢化の特徴をまと １

・日本の高齢化の特 を理解させる また める。また、場面ごとに高。 、

徴 高齢者とのコミュニ 齢者とのコミュニケーショ

・地域福祉 ケーションのとり方 ンのとり方について考え

・介護保険 について考えさせる る。。

○地域福祉の理念と介 ・介護保険のしくみがわか １

護保険のしくみを理 る。

解させる。 ・高齢者の自立生活を支える

ためにも、ともに支え合う

社会（地域福祉）の果たす

役割が重要であることがわ

かる。

総時間数 ６
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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自分らしい高齢期を迎え ・ワークシート 「高齢1

るためには、青年期から 者をイメージしよう」

どのような準備が必要か ・行動観察

考えている。

（ ）（ ）（ ）（ ）ワークシート １－(２)ワークシート １－(２)ワークシート １－(２)ワークシート １－(２)

②加齢にともなう心身の変 ①高齢者の心身の特徴と生 ・ワークシート２「高齢

」化を知り、高齢者との接 活について理解してい 者の生活をみつめよう

し方について考えてい る。 ・ペーパーテスト

授業実践例 １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）

（２時間目／２時間）（ ） （ （ ））（ ） （ （ ））（ ） （ （ ））（ ） （ （ ））ワークシート ２－(２) ワークシート ２－ １ワークシート ２－(２) ワークシート ２－ １ワークシート ２－(２) ワークシート ２－ １ワークシート ２－(２) ワークシート ２－ １

③体験を通して、介助され ①介助する側と、介助され ・ワークシート３「高齢

る人が残存機能を生かし る側の高齢者、両方の立 者になってみよう～食

て自立した生活を送るた 場で考えをまとめたり、 事の介助～」

めに何が必要かを考えて 発表したりすることがで ・行動観察

授業実践例 ２いる。 きる。

ワークシート ３－(２) （ワークシート ３－(１)）ワークシート ３－(２) （ワークシート ３－(１)）ワークシート ３－(２) （ワークシート ３－(１)）ワークシート ３－(２) （ワークシート ３－(１)）（ ）（ ）（ ）（ ）

②ロールプレイングをとお ・ワークシート４「親の

して、高齢者と家族の適 扶養から高齢社会を考

切な関係や高齢社会の問 える( )」1

題について、考えをまと ・行動観察

めたり、発表したりする

ことができる。

（ ）（ ）（ ）（ ）ワークシート ４－(２)ワークシート ４－(２)ワークシート ４－(２)ワークシート ４－(２)

④個人の存在に尊厳をもっ ②日本の高齢化の現状と課 ・ワークシート５「たが

たまなざしで、高齢者と 題、高齢者に対する共感 いに大事！コミュニケ

のコミュニケーションを の大切さを理解してい ーション」

図ることの重要性につい 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）て具体的に考えている。

（ ）（ ）（ ）（ ）ワークシート ５－(１)ワークシート ５－(１)ワークシート ５－(１)ワークシート ５－(１)

③高齢者福祉の基本的な理 ペーパーテスト

念と近年の高齢者福祉サ

ービスの概要について理

解している。

（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）

高齢者の生活と福祉
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６ 授業実践例１
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎

単 元 名 高齢者の生活と福祉

本時の主題 高齢者の心身の特徴と生活 ～高齢者の心とからだ～ （ ２時間目／６ 時）

指導観 本校の生徒で祖父母と同居しているのは約半数で、同居していても早朝から夜遅くまで部活動に励み、生

活の中で接点は少ない。また、祖父母の年齢が若いことなどから、生徒にとっては高齢者の日常生活を身近

に感じにくい。そのため、ＶＴＲを利用して高齢者の心身の特徴と生活について理解させ、家庭や地域社会

における高齢者との接し方について考えさせたい。

本時の目標 高齢者の心身の特徴と生活について理解させ、高齢者とのかかわり方を考えさせる。

指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導過程

導 本時の目標を確 ＶＴＲ「お年寄りの心とからだ」を

入 認 みて、高齢者の様子や家族の接し方

５ について感想を書く。

分

６０年後の自分 １．６０年後の自分の環境を想像 ＜Ｂを実現するための指導＞評価規準【知】ｰ①評価規準【知】ｰ①評価規準【知】ｰ①評価規準【知】ｰ①

する。身体面の変化を理解し、 ・６０年後の自分のこととし高齢者の心身の特徴と生活高齢者の心身の特徴と生活高齢者の心身の特徴と生活高齢者の心身の特徴と生活

高齢者の生活課題について考え て考えさせる。について理解している。について理解している。について理解している。について理解している。

る。 ＜評価方法＞ ・身体面の変化の具体例を説

ペーパーテスト 明する （老眼、白内障、。

高齢者の心身の ２．高齢者の心理面の変化を理解 入れ歯、白髪等）

特徴と生活 する。 ・心理面に影響を及ぼすよう

○予想される生徒の反応 な環境の変化を思い起こさ

展 ・時代への隔絶感。 せる （肉親の死、退職、。

・孤独、保守的になる。 健康・経済の不安等）

・健康や経済面での不安。

・自分の衰えを認めたくない。 ＜Ｃへの手だて＞

・繰り返しペーパーテストを

３．高齢者の知能面の変化を理解 実施し、知識の定着をはか

する。 る。

開 ○予想される生徒の反応

・記憶力の衰え。

・新しい物への抵抗。 ＜Ｂを実現するための指導＞評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②

・結晶性知能は衰えにくい。 ・ＶＴＲで身体面の変化と心42 加齢にともなう心身の変化加齢にともなう心身の変化加齢にともなう心身の変化加齢にともなう心身の変化

分 理面の変化を確認する。を知り、高齢者との接し方にを知り、高齢者との接し方にを知り、高齢者との接し方にを知り、高齢者との接し方に

４．老化の個人差は、それまでの ・結晶性知能は、加齢によりついて考えている。ついて考えている。ついて考えている。ついて考えている。

生活習慣に起因することに気付 ＜評価方法＞ あまり低下しないことを再

く。 ワークシート２ 確認する。

○予想される生徒の反応

・運動、食生活が影響する。 Ａの例 ＜Ｃへの手だて＞

・病気の予防と早期発見。 ・高齢者が自分は必要とされ ・超高齢社会の到来と高齢者

ていると思えるように、知 理解の必要性を伝える。

高齢者への接し ５．ＶＴＲをみて、高齢者に対す 恵や経験を活かしてもら ・自分が高齢者だったらどの

方 る接し方を考える。 う。 ように接してもらいたいか

○予想される生徒の反応 考えさせる。

・自尊心を傷つけない。

・子ども扱いしない。

・役割をもってもらう。

・高齢者の知恵や力を借りること

で、自信をもってもらう。

ま 本時のまとめ ・高齢者を肯定的にとらえ、人生の ・高齢者の生活について理解

と 先輩として敬う気持ちで接するこ したことを、家庭や社会で

め との大切さを確認する。 活かすよう指導する。

３

分 ・自己評価する。

高齢者の生活と福祉
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□工夫している点

・視聴覚教材を用いて、高齢者の日常生活を身近に感じさせるとともに、具体的な例から高齢者との接し方をについて考え

させるよう配慮した。

□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） 判断させる状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

評 価 ・加齢にともなう心身の変化を知 ・高齢者との接し方について評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②評価規準 【思】ｰ②

・加齢にともなう心身の変化を知 り、高齢者との接し方について考 考えていない。

り、高齢者との接し方について考 えを深めている。

えている。

生徒の状況 ・ＶＴＲの内容を、自分なりにまと ・ＶＴＲの内容に加えて、自分の考 ・ＶＴＲの内容からの記述も

めている。 えや、自分の祖父母とのかかわり 不十分である。

にまで言及している。

記述例 ・子ども扱いしない。 ・高齢者が自分は必要とされている ・お年寄りの身になって考え

・自尊心を傷つけない。 と思えるように、知恵や経験を活 る。

・老いを理解し、孤独感や不安を取 かしてもらう。 ・広い心をもって接する。

り除くよう話を聴いてあげる。 ・自分もいつかなるであろうお年寄

・年寄りだからといって、特別扱い りを、疎ましく思わず、優しく接

し過ぎない。 しなければならない。

・人生の先輩であることを忘れない

で接する。

・はじめから出来ないと否定せ

ず、まずはやってもらう。出来な

ければ手助けする。

□授業後の課題と改善

・高齢者の日常生活を身近に感じにくい高校生にとって、ＶＴＲを利用することで、具体的に高齢者の心身の特徴と生活

について理解させることができた。家庭や地域社会での高齢者との接し方について、ＶＴＲのいろいろな場面をもとに

考えを深めることができた。また、自分の高齢期を具体的にイメージするのに役立った。

・時間が足らなかった。時間短縮のためプリントや板書を工夫する必要がある。

・祖父母と同居している生徒の中には、学習を終えても高齢者への否定的なイメージや態度を変えられない生徒がいた。

人生の先輩として敬う気持ちをもつことや、これからの人生においていずれは自分も高齢者になること、人は一生発達

するものであるという視点を強調していく必要がある。

高齢者の生活と福祉
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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 高齢者の生活と福祉
本時の主題 高齢者の心身の特徴と生活 ～高齢者の心とからだ～ （ ３時間目／６ 時）
指 導 観 高齢者疑似体験（片麻痺、視力低下）と食事介助の実習をとおして、加齢による身体面の変化と介助する側

される側の気持ちを実際に体験し、高齢者に対する理解を深めさせたい。
本時の目標 ①高齢者疑似体験と介助実習をとおし、高齢者の心理について考えを深めさせる。

。②残存機能を生かして自立した生活ができることは人間らしい尊厳を保つことにつながることを理解させる
指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導過程

導 本時の目標を ・高齢者疑似体験と、食事介助の実習を ・前時の内容を振り返るとと
入 確認 行うことを知る。 もに、本時の内容を確認す
１ る。
分

食べ物を飲み １．のどぼとけに手を当てたまま、唾 ＜Ｂを実現するための指導＞評価規準 【技】ｰ①評価規準 【技】ｰ①評価規準 【技】ｰ①評価規準 【技】ｰ①
込むしくみを を飲んでみる。 ・悪い介助の例を示す。介助する側と、介助され介助する側と、介助され介助する側と、介助され介助する側と、介助され
知る ２．口を開けたまま唾を飲み込んでみ ・食事が楽しみの一つであるる側の高齢者、両方の立場る側の高齢者、両方の立場る側の高齢者、両方の立場る側の高齢者、両方の立場

る。 ために、どのような配慮がで考えをまとめることがでで考えをまとめることがでで考えをまとめることがでで考えをまとめることがで
展 ・口の麻痺を体験すると同時に、食べ 必要か考えさせる。きる。きる。きる。きる。
開 物を飲み込むしくみを理解する。 ＜評価方法＞ ・介助者の言葉かけ言葉遣い

○予想される生徒の反応 ワークシート３ にも注意を促し、コミュニ
・飲み込めない。 ケーションの大切さに気づ

Ａの例 かせる。
高齢者疑似体 ３．二人一組になる。高齢者役は、白 ・介助する側と介助される
験（片麻痺、 内障ゴーグル、利き手側に肘サポー 側の行為に対する感想だ ＜Ｃへの手だて＞
視力低下）と ター 手首のおもり 膝サポーター けでなく、介助する側の ・自分自身や家族のこととし、 、 、
食事介助 足首のおもりをつけて、ヨーグルト 心構えや介助される側の て考えられるよう発問し、

を食べさせてもらう。交代して、高 心理状態を予想し、自分 まとめさせる。
齢者と介助者の両方を体験し、感想 の行為の問題点までまと45

分 をまとめる。 めている。
○予想される生徒の反応

[介助する側]
、 。・声をかけて タイミングを合わせる

・何を食べるか説明する。
・楽しい時間になるよう笑顔が大事。

［高齢者側］
・こんなに不自由とは思わなかった。
・よく見えてないので、不安だった。
・食べさせてもらうのも楽じゃない。
・負い目を感じてしまう。

４．体験をとおして、残存機能を生か ＜Ｂを実現するための指導＞評価規準 【思】ｰ③評価規準 【思】ｰ③評価規準 【思】ｰ③評価規準 【思】ｰ③
した介助はどのようにしたら良いか ・自分で食べられない事を惨体験をとおして、介助さ体験をとおして、介助さ体験をとおして、介助さ体験をとおして、介助さ
考える。 めに感じているのは誰よりれる人が残存機能を生かしれる人が残存機能を生かしれる人が残存機能を生かしれる人が残存機能を生かし

○予想される生徒の反応 も高齢者自身であることにて自立した生活を送ることて自立した生活を送ることて自立した生活を送ることて自立した生活を送ること
・自分で食べてもらう工夫をする。 気付かせる。の意義について考えていの意義について考えていの意義について考えていの意義について考えてい
・介助して欲しいことを尋ねる。 ・高齢者に自信をもってもらる。る。る。る。

＜評価方法＞ うには、どのような配慮が
５．ＶＴＲを視聴し、食事介助の方法 ワークシート３ 必要かを考えさせる。

を確認する。また、高齢者ができる
だけ自分で食べられるような方法や Ａの例
自助具について知る。 ・体験をとおして、介助さ

れる人が残存機能を生か ＜Ｃへの手だて＞
６．自立を支援するための介助の方法 して自立した生活を送る ・思い通りに食べられない不

や配慮について考えをまとめる。 ことが、人間らしい尊厳 自由さや、介助する際の悪
○予想される生徒の反応 を保つことにつながるこ い例を思い起こさせる。

・高齢者は人生の先輩として接する。 とに気付き、介助する側
・本当は自分で食べたいと思うので、 の配慮について考えてい

出来そうなことは手を出さない。 る。
・ゆっくりと声をかけながら、楽しく

食べてもらえる時間にするべき。

ま 本時のまとめ ・高齢者疑似体験と食事介助の実習をと ・家庭や地域社会で高齢者と
と おして、高齢者の気持ちや自立した生 かかわる際に活かせるよう
め 活ができることは人間らしい尊厳を保 に指導する。
４ つことにつながことを確認する。
分 ・自己評価欄に記入する。
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□工夫している点（単元計画および学習指導案）

・高齢者の生活を学習し特徴を理解した上で体験することで、高齢者の生活への理解がより一層深められるよう配慮した。
・高齢者疑似体験と介助実習を組み合わせ、１時間でできるように配慮した。

□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） 判断させる状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準 【技】ｰ① ・介助する側と、介助される側の高齢 ・介助する側と、介助される側
・介助する側と、介助される側 者、両方の立場について、介助する の高齢者、両方の立場で考え

の高齢者、両方の立場で考え 側の心構えや、介助される側の心の をまとめることができない。
をまとめることができる。 内を考えまとめている。

生徒の状況 ・介助する側と介助される側の ・Ｂの状況に加えて、介助する側の心 ・介助する側と、介助される側
行為について感想が述べられ 構えや、高齢者の心理状態など多面 の高齢者の立場に立っていな
ている。 的にとらえている。 い。

記 述 例 ・声をかけて食べさせた。 Ｂの記述に加えて ・こんな風になるのは嫌だと思
・飲み込んだことを確認して食 ・自分で思うように食べられないこと った。

べさせた。 で、ヨーグルトだけでも結構ストレ ・ヨーグルトが美味しかった。
・ペースが遅すぎないか不安だ スを感じた。

った。 ・食べさせてもらって、惨めな気持ち
・説明がないと不安だった。 になるのがわかった。
・食べさせられるのも大変。 ・食事を楽しんでもらうためには、介

助する側とのコミュニケーションが
大切だとわかった。

・食欲をそそるような声掛けができな
かった。

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） 判断させる状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準【思】ｰ③ ・体験をとおして、介助される人が残 ・高齢者の自立を支援するため
体験をとおして、介助される 存機能を生かして自立した生活を送 の介助の方法や配慮につい・・・・
人が残存機能を生かして自立 ることが、人間らしい尊厳を保つこ て、考えられていない。
した生活を送ることの意義に とにつながることに気付き、介助す
ついて考えている。 る側の配慮について考えている。

生徒の状況 ・介助するにしても、できるだ ・自立した生活ができることの大切さ ・自立した生活ができることの
け自立した生活ができること に加えて、介助にはコミュニケーシ 大切さは述べられていない。
の大切さについて述べてあ ョンが大切であることにも着目して
る。 いる。

記 述 例 ・本人の自尊心を傷つけないよ Ｂの記述に加えて ・高齢者のことを考えて介助す
うに、介助して欲しいことを ・介助される側も嫌なものだとわかっ る。
聞いて手助けする。 た。そのことを考えた上で、声をか ・今日は友人だからできたけ

・出来ることは自助具等を工夫 けてあげたり、ペースを考えてあげ ど、他人だったら嫌。
して自分でやってもらう。で ることが大切だと思った。 ・食べやすい大きさに切ってお
きないところを手助けする。 ・コミュニケーションをとりながら、 く。

食事を楽しめるように配慮すること ・スープは冷ましておく。
が大切。

□授業後の課題と改善

・高齢者疑似体験と食事介助の実習を同時に行うことで 効率よく実習できた ほんとにこんなに見えてないの？ 自、 。「 」「
分の手なのに思うように動かないってイライラするね 」 などと声が上がった。知識が体験をとおして定着した。。

・食事介助では、短時間で内容の濃い体験ができた。タイミングよく、介助の方法や声かけ、高齢者の心理について具
体的に指示すると、より考えが深められた。

・照れくさいのか真剣に実習に取り組めない生徒がいた。実習の趣旨を十分に理解させる必要がある。
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高齢者をイメージしよう＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①高齢者をイメージしよう＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①高齢者をイメージしよう＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①高齢者をイメージしよう＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①ワークシート１＜

【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①（１）高齢者のイメージ
①あなたは、高齢者に対してどんなイメージをもっているだろう。次の項目のあてはまるところに

○をつけよう。

項 目 非常に やや やや 非常に 項 目どちらでもない

①家にこもりがち ①活動的

②経済的に不安定 ②経済的に安定

③体が弱い ③元気

④精神的に依存的 ④自立的

⑤頑固 ⑤柔軟性がある

⑥人に厳しい ⑥人に優しい

⑦話しにくい ⑦話しやすい

⑧生活の知恵がない ⑧生活の知恵がある

いたいところがない いたいところがある⑨見習 ⑨見習

⑩夢がない ⑩夢がある

②高齢者へのインタービューから、次のことをまとめてみよう。

○今の生きがいや楽しみ ○家や外でやっている仕事は

※ＶＴＲ「高齢者の生活」参照

③インタビューの結果やＶＴＲより、はじめに抱いた高齢者のイメージと比べてどうだったか。ど
んな発見があったか。思ったこと、感じたことをまとめてみよう。

④あなたが将来なりたい高齢者のイメージは？

（ ） 。 、 、 、 、２ あなたは高齢期にどんな人生を送りたいか また そのためには キャリア 資金面を含めて
これからどんな準備が必要だろうか。

【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①
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ワークシート２＜高齢者の生活をみつめよう＞ 【知】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート２＜高齢者の生活をみつめよう＞ 【知】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート２＜高齢者の生活をみつめよう＞ 【知】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート２＜高齢者の生活をみつめよう＞ 【知】ｰ① 【思】ｰ②

【知】ｰ①【知】ｰ①【知】ｰ①【知】ｰ①（１）高齢者の心身の特徴と生活
「 」 、 。①ＶＴＲ お年寄りの心とからだ を見て 高齢者の様子や家族の接し方について感想を書きなさい

６０年後の自分は（ ）歳②高齢者の生活を知ろう （６０年後の自分を想像しよう ）。 。

●誰といっっしょに暮らしている？環境面の変化環境面の変化環境面の変化環境面の変化

●何をしていますか？（仕事、趣味など）

身体面の変化身体面の変化身体面の変化身体面の変化

髪の毛 目 耳髪の毛 目 耳髪の毛 目 耳髪の毛 目 耳

歯 骨歯 骨歯 骨歯 骨

内臓 筋肉内臓 筋肉内臓 筋肉内臓 筋肉

トイレが近くなる。血圧血圧血圧血圧

身長が縮む、腰が曲がる。
関節がかたくなる。

家の敷居の段差は？ 階段の上り下りは？ 被服の特徴は？ 食べ物の好みは？ 家の中の掃除は？家の敷居の段差は？ 階段の上り下りは？ 被服の特徴は？ 食べ物の好みは？ 家の中の掃除は？家の敷居の段差は？ 階段の上り下りは？ 被服の特徴は？ 食べ物の好みは？ 家の中の掃除は？家の敷居の段差は？ 階段の上り下りは？ 被服の特徴は？ 食べ物の好みは？ 家の中の掃除は？

心理面の変化 知能の変化

・老化は（ ）が大きい。どうしてか？

【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②（２）ＶＴＲをみて、家族の高齢者に対する接し方を考えよう。
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ワークシート３＜高齢者になってみよう～食事の介助～＞ 【技】ｰ① 【知】ｰ②ワークシート３＜高齢者になってみよう～食事の介助～＞ 【技】ｰ① 【知】ｰ②ワークシート３＜高齢者になってみよう～食事の介助～＞ 【技】ｰ① 【知】ｰ②ワークシート３＜高齢者になってみよう～食事の介助～＞ 【技】ｰ① 【知】ｰ②

（１）二人一組となり、一人は高齢者、一人は介助者になって食事の介助実習をしてみよう。

【技】ｰ①
１ 実習の前に・・・

（ ） 。 、 。①食べ物を飲み込む 嚥下 しくみを知る ②口に麻痺があり うまく動かない状態を知る
のど仏に指を当てて 唾を飲み込んでみる 口を開けたまま唾を飲み込んでみる。、 。

２ 二人一組になり、ヨーグルトを使用して介助実習をしよう。
★食事介助実習する時の注意★

・相手の口に、一度にたくさん詰め込まない。◎高齢者役の人は、利き手の肘にサポーターをし、
・少量ずつ口に入れ、飲み込んだことを確認す白内障体験めがねを着用する （片麻痺・視力低下）。

る。

・食欲をそそるような言葉がけをする。

・箸やスプーンが歯や歯茎に当たらないように

する。

①介助されたときの感想
・よかった所 ・悪かった所

②介助したときの感想
・よかった所 ・悪かった所

③残存機能がある場合の介助はどうしますか。

【知】ｰ②【知】ｰ②【知】ｰ②【知】ｰ②（２）高齢者の自立を支援するための介助の方法や配慮についてまとめよう。
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ワークシート４＜親の扶養から高齢社会を考える＞ 【関】ｰ② 【技】ｰ②ワークシート４＜親の扶養から高齢社会を考える＞ 【関】ｰ② 【技】ｰ②ワークシート４＜親の扶養から高齢社会を考える＞ 【関】ｰ② 【技】ｰ②ワークシート４＜親の扶養から高齢社会を考える＞ 【関】ｰ② 【技】ｰ②

【関】ｰ②【関】ｰ②【関】ｰ②【関】ｰ②（１）ロールプレイング

［登場人物］ 明美の母親 ■ ■ 寅次郎 ■ 次郎の母親
（ 歳） 父親（ 歳） （ 歳）68 72 82

明美 弘 桃子 次郎
妻 歳 夫 歳 姉 歳 姉の夫（ 歳）（ ） （ ） （ ）40 40 45 52

子 子 子 子
［ロールプレイングの進め方］
①プリントをよく読み、役のイメージをふくらませる。

話し合いにあたっては、自分の立場（プリント内容）をきちんと相手に話す。
②次の順序で話し合いをする。

( )桃子と弘…桃子が弘に話（寅次郎を引き取ってほしい旨）を切り出す。1

( )弘と明美…弘は明美に話を持ちかけるが、明美も話があるという・・・。2

( )桃子・弘・明美・ 次郎）の話し合い。3 （
→３人（４人）の結論を出す。→３人（４人）の結論を出す。→３人（４人）の結論を出す。→３人（４人）の結論を出す。

( )寅次郎を交えて話し合う（寅次郎は、結論が出たのを受けて初めて意見を述べる 。4 ）
→最終的な結論を出す。→最終的な結論を出す。→最終的な結論を出す。→最終的な結論を出す。

【記録】【記録】【記録】【記録】
①自分の役割 ②自分の立場

③各自の主張

夫 妻

姉 （姉の夫）

④３人（４人）の結論（理由も） ⑤父親の感想（理由も）

⑥ロールプレイングを終えての感想

【技】ｰ②【技】ｰ②【技】ｰ②【技】ｰ②（２）親の扶養から高齢社会を考えた場合、どのようなことを感じましたか。
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ワークシート４【資料】 ＜ロールプレイング「親の扶養から高齢社会を考える」＞

役柄１ 《 弘 》４０歳 役柄２ 弘の姉《 桃子 》４５歳役柄１ 《 弘 》４０歳 役柄２ 弘の姉《 桃子 》４５歳役柄１ 《 弘 》４０歳 役柄２ 弘の姉《 桃子 》４５歳役柄１ 《 弘 》４０歳 役柄２ 弘の姉《 桃子 》４５歳
・ある流通関係会社の従業員で課長です。 ・あなたは最近、週に４日ほどパートタイムの仕事に出
・家族は、妻（明美）と２人の子どもの４人です。 るようになりました。
・去年、３ＬＤＫのマンションを購入し、６０歳の定年 ・夫（次郎）は５２歳で中堅会社の部長です。

まで２０年のローンを組んでいます。 ・夫と２人の子ども、あなたの父親（寅次郎）の５人で
・あなたの父親（寅次郎・７２歳）は、あなたの姉（桃 社宅に住んでいます。

子）夫婦と住んでいます。 ・夫の母親（８２歳）は、田舎で１人暮らしをしていま
・ところが昨日、姉から電話で父親を引き取ってくれな したが、先月、風邪をこじらせて肺炎になり入院し

いかといってきました。しかし、以前、あなたが結婚 ました。近々退院する予定ですが、もう高齢で病後
してからしばらくの間 父親と同居していたのですが ということもあり、１人にしておくことは無理だと、 、
妻との間がうまくいかず、結局、父親は姉夫婦が引き 思っています。
取ったといういきさつがあります。 ・母親も同居したがっているのですが、夫が転勤族で社

・今度の件は事情をよく聞いてみないとなんともいえな 宅住まいということもあり、２人の親と同時に暮ら
いのですが、再び我が家でいざこざを起こしたくない すのは無理です。
という気がしています。 ・いろいろ考えた結果、あなたの弟（弘）の家に父親を

○あなたの妻には、まだこの件を話していません。 引き取ってもらうのが一番いいということになりま
○子どもたち（小５年生、中学３年生）が大きくなって した。

部屋も狭くなってきたので、家のスペースにゆとりは ・弟には、昨日、電話でこの件は話してありますが、今
ありません。 日、これから会ってしっかりと頼むつもりです。

○住宅ローンが重い上に これから教育費もかかるため ○夫は１人っ子で他に兄弟はいません。今は単身赴任中、 、
経済的余裕はありません。 ですが、土日は帰ってきます。

（ ） 、○２人の子どもは高校 公立と私立 ２年生と３年生で
これから受験が続くので、多額の出費があり、経済
的にゆとりはありません。

役柄３ 弘の妻《 明美 》４０歳 役柄４ 弘の父 《寅次郎》７２歳役柄３ 弘の妻《 明美 》４０歳 役柄４ 弘の父 《寅次郎》７２歳役柄３ 弘の妻《 明美 》４０歳 役柄４ 弘の父 《寅次郎》７２歳役柄３ 弘の妻《 明美 》４０歳 役柄４ 弘の父 《寅次郎》７２歳
・あなたは最近、自宅の近くに部屋を借りてピアノ教室 ・あなたは今、娘（桃子）夫婦と一緒に住んでいます。

を開きました。 ・娘の夫（次郎）は転勤族で、以前は家族全員で転居し
・夫（弘）は４０歳、ある流通関係企業の従業員で課長 ていましたが、子どもが高校に入ってからは単身赴

です。 任しています。
・家族は、夫と２人の子ども（小５年生、中学３年生） ・最近はこの地域にも慣れ、俳句仲間との交流などで充

の４人です。 実して暮らしています。
・去年、３ＬＤＫのマンションを購入し、夫の定年まで ・娘とは言い争いもしますが、まあまあうまくいってい

２０年のローンを組んでいます。 ます。自分ではここが終（つい）の住みかだと思っ
・結婚当初、夫の父親（寅次郎・７２歳）と同居してい ています。

ましたが 折り合いが悪く 数年後に父親は夫の姉 桃 ・以前、息子（弘）夫婦と一緒に暮らしたことがありま、 、 （
子）夫婦のもとで暮らすようになりました。 したが、嫁（明美）との折り合いがうまくいかず、

・夫と子どもたちは、たまに夫の父親に会いに行きます 自分から望んで娘夫婦のところにきた経緯があり、
が、あなたと夫の父親との行き来はありません。 嫁とは、今でも感情のもつれがあります。

、 、 （ ）・あなたの母親（６８歳）は１人で暮らしています。あ ・しかし 先月 田舎で１人暮らしをしていた婿 むこ
なたは１人娘なので、ゆくゆくは母親を引き取って暮 の母親（８２歳）が、風邪をこじらせて肺炎になり
らしたいと思っています。母親もその日を楽しみにし 入院しました。近々退院する予定ですが、高齢で病
ている様子です。 後ということもあり、１人にしておくことは無理そ

・このことは夫も了解しているので、今日このことにつ うです。
いて、具体的に話を進めようと思っています。 ・婿も１人っ子なので、ゆくゆく母親を引き取ることに

○子どもたちが大きくなってきたので、家のスペースに なったとき、自分はどうなるのだろうと不安な毎日
ゆとりはありません。 を送っています。

○住宅ローンが重い上に、教育費もかかるため経済的余 ・最近、老人ホームや高齢者の福祉行政の新聞記事など
裕はありません。 にも目がとまるようになりました。

役柄５ 桃子の夫《 次郎 》５２歳役柄５ 桃子の夫《 次郎 》５２歳役柄５ 桃子の夫《 次郎 》５２歳役柄５ 桃子の夫《 次郎 》５２歳
・あなたは中堅会社の部長です。
・妻（桃子）と２人と子ども、あなたの妻の父親（寅次

郎）の５人で社宅に住んでいます。
・あなたの母親（８２歳）は、田舎で１人暮らしをして

◆留意点◆いましたが、先月風邪をこじらせて肺炎になり入院し
ました。近々退院する予定ですが、もう高齢で病後と

☆４～５人１組のグループをつくる。いうこともあり、１人にしておくことは無理だと思っ
☆話し合いはグループごとに同時進行。ています。母親も同居したがっているのですが、社宅
☆４人グループは、役柄１～４で実施する。住まいということもあり、２人の親と同時に暮らすの
☆５人グループは役柄５を追加する。は無理です。
☆大まかな人間関係と、各役柄を説明した上・いろいろ考えた結果、今一緒に暮らしている父親を、

でこのプリントを役柄毎に切り離して配布妻の弟（弘）の家に引き取ってもらうのが一番いいと
する。いうことになりました。

☆各演技者に役柄をよく理解してから、ロー・妻の弟には昨日、妻から電話でこの件を話してありま
ルプレイングをスタートさせる。すが、今日妻が弟と会って頼んでくることになってい

ます。
○あなたは１人っ子で他に兄弟はいません。

（ ） 、○２人の子どもは高校 公立と私立 ２年生と３年生で
これから受験が続くので、多額の出費があり、経済的
にゆとりはありません。

○最近は子どもの学校のこともあり、単身赴任が多くな
りました。家には土日に帰っています。

高齢者の生活と福祉
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ワークシート５＜たがいに大事、コミュニケーション＞ 【思】ｰ③ワークシート５＜たがいに大事、コミュニケーション＞ 【思】ｰ③ワークシート５＜たがいに大事、コミュニケーション＞ 【思】ｰ③ワークシート５＜たがいに大事、コミュニケーション＞ 【思】ｰ③

（１）高齢者とのコミュニケーション

①あなたがもし次のような立場に立ったら、どう感じますか。言葉にしてみよう。

現在の年齢または近い未来で ５０年後の自分を想定して

電車で座っていたら、目の前におばあさんが乗っ おしゃれをして出かけたら、電車で若者から席をゆ

てきた。 ずられた。

バスを降りるとき、自分の前のおじいさんがぐずぐ バスを降りるとき、小銭を出すのにまごついてしま

ずしてなかなか降りられない。 い、後ろで若者がイライラしている気配がする。

自分は子どもにお菓子を与えたくないのに、祖父母 孫にお菓子を買って行ったら、孫の親から「甘いも

がいつも甘い物を与えてしまう。 のを与えないで」といわれた。

② ①で、個人の存在に尊厳をもったまなざしを向けることができました
か？ 世代を越えてのコミュニケーションは、豊かな人間関係や信頼関係
をつくるうえで重要である。私たちが、高齢者とつきあう上で配慮しな

【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③ければならないことはどんなことか。

高齢者の生活と福祉


