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１ 単元・小単元 （２）家族の生活と健康 （７時間）イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康

２ 小単元の目標 被服の機能と着装、被服材料、被服管理などに関する基礎的な知識と技術

を習得させ、家族の衣生活を健康で快適に営むことができるようにする。

３ 本例における 生徒の衣生活への関心は極めて低い。流行の動向や自分らしさの表現に関

生 徒 の 実 態 する情報に対しては多少の興味は感じられるが、手入れや保管などの管理に

ついては家事を担う家族に委ねているのが現状である。

また、自分の行動を社会的な視野に立って評価する機会はほとんどなく、

被服資源の利用者としての立場で自己の衣生活を考えることは難しい。

４ 育 て た い 本単元では、生徒にとって身近である日常着をとおして、健康で快適な衣

資 質 ・ 能 力 生活を営むために最低限必要な基礎的知識と技術を身につけることを第一の

ねらいとした。その上で発展学習として、グループごとにテーマを設定し調

、 、べ学習を行うことにより 自己の衣生活や現代の衣生活の問題点に目を向け

「何がよりベターなのか、そのためにどうしたらよいのか」という問題解決

的思考を育成し、実践への意欲へつなげたい。さらに、各グループの調べ学

習の発表を聞くことにより 「よりよい衣生活」について広い視点から考え、

させたい。

【参考文献】

○「家庭科学習ノート」 （株）啓隆社

○「家庭基礎 生活の創造をめざして」 大修館書店

衣生活の管理と健康



- 72 -

５ 指導と評価の計画

【単元】 （２）家族の生活と健康

イ 衣生活の管理と健康

（ア）被服の機能と着装 （イ）被服材料の特徴と被服管理

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

１）被服の機能と着 ○被服の保健衛生的機 ・自己の一日を被服をとおし １

装 能、社会的機能につ て振り返る。

・被服気候 いて理解させる。 ・日常着の一つを取り上げ、

・保健衛生的機能 その着用目的についてグル

、 。・社会的機能 ○着用目的に応じた着 ープで話し合い 発表する

・ＴＰＯ 装について考えさせ ・着用目的に応じた着装につ

る。 いて家族の衣生活とかかわ

らせて考える。

２）被服材料の特徴 ○被服材料の性能と取 ・グループごとに日常着の被 １ ①被服材料の特徴と被服管

と被服管理 り扱い上の特徴につ 服材料を調べ、着用目的と 理に関心をもち、グルー

・繊維の分類と特徴 いて理解し、着用目 のかかわりについて意見交 プでの調べ学習に主体的

・取り扱い絵表示 的に合った被服材料 換し、発表する。 に取り組んでいる。

(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)・ドライクリーニン を選択できるように ・各グループの発表を聞き、

グ する。 被服材料の性能と着用目的

・洗濯条件 のかかわりを考える。

○被服材料の性能とか ・グループごとに日常着の手 １ ②被服材料の特徴と被服管

かわらせた適切な手 入れ法を調べて発表する。 理に関心をもち、グルー

入れと合理的な洗濯 ・各グループの発表を聞き、 プでの調べ学習に主体的

の条件を理解させる 被服材料の性能とかかわら に取り組んでいる。。

(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)せた適切な手入れ法につい

て考える。

・グラフを読みとり、合理的

な洗濯条件を考える。

３）発展学習 ○衣生活の今日的な課 ・グループで調べ学習のテー ２ ③衣生活の課題や在り方に

・衣生活の課題 題を見いだし、その マを決める。 関心をもち、グループで

・これからの衣生活 解決に向けて思考を ・新聞やインターネットなど の調べ学習に主体的に取

のあり方 深めさせる。 で、テーマに沿って調べ学 り組んでいる。

(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－( ))習を行い、｢現代の衣生活 2

(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)(授業観察記録)○これからの衣生活の の問題点｣、｢これからの衣

あり方について様々 生活のあり方｣の観点でま

な観点から考えさせ とめる。

る。 ・調べ学習の自己評価をす

る。

・調べたことをグループごと ２

に発表する。

・各グループの発表を聞き

｢衣生活の課題｣、｢これか

らの衣生活のあり方｣の観

点でまとめる。

・各グループの発表を聞き、

相互評価を行う。

総時間数 ７
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＜学習の進め方について＞

本単元では、グループでの調べ学習を中心に学習を進めていく計画をした。前半は、日常着を取り上げ、毎時

間のテーマに応じて、簡単な調べ学習・意見交換・発表・全体でのまとめと進めていくことにより基礎的な知識

の習得をねらいとした。さらに発展学習として「衣生活の今日的課題 「これからの衣生活のあり方」という観」

点からグループごとにテーマを設定し、調べ学習や意見交換を交えて資料を作成し、全体の前で発表することに

より、健康で快適な衣生活を営むために様々な観点から思考を深めることを目指した。

＜テーマ例＞ ・流行について ・ユニバーサルデザイン ・クリーニング ・死蔵衣料

・高齢者と被服 ・既製服の選び方 ・和服について ・洗剤の種類 など

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

①ＴＰＯに応じた被服の選 ①被服の機能には、保健衛 ・ワークシート１「被服

択について、自分や家族 生的な機能と社会的機能 の機能」

の衣生活とかかわらせて とがあることを理解して ・ペーパーテスト

考えている。 いる。

授業実践例１（ワークシート－（１ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（１ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（１ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（１ ） ペーパーテスト））））） （（（（

②着用目的に合った被服の ②日常着に用いられている ・授業観察記録

選択について、被服材料 被服材料の性能と取り扱 ・ワークシート２「被服

の性能とかかわらせて考 い上の特徴を理解してい 材料と着装」

えている。 る。 ・ペーパーテスト

（ワークシート－（２ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（２ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（２ ） ペーパーテスト）（ワークシート－（２ ） ペーパーテスト））））） （（（（

①洗濯条件と洗浄力の関係 ③被服材料の性能とかかわ ・授業観察記録

を示すグラフから洗濯に らせた適切な手入れ法を ・ワークシート３「被服

おける適切な条件を読み 理解している。 の手入れ」

とり、ワークシートにま ・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）

とめている。

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

③テーマに沿って、現代の ・授業観察記録

衣生活の問題やこれから ・ワークシート４「調べ

の衣生活のあり方につい 学習の記録」

て考えを深めている。

（ワークシート－４（３）（ワークシート－４（３）（ワークシート－４（３）（ワークシート－４（３）

（４ ）（４ ）（４ ）（４ ）））））

④家族の衣生活を健康で快 ②グループで調べたことや ・授業観察記録

適に営むために必要なこ 意見交換した内容をわか ・ワークシート５「グル

とを様々な観点から具体 りやすく発表することが ープ発表の記録」

的に考えている。 ができる。

（ワークシート－５（２ ） 相互評価の結果）（ワークシート－５（２ ） 相互評価の結果）（ワークシート－５（２ ） 相互評価の結果）（ワークシート－５（２ ） 相互評価の結果））））） （（（（

（ （ ））（ （ ））（ （ ））（ （ ））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
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６．授業実践例
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎

イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康イ 衣生活の管理と健康単 元 名 （２）家族の生活と健康

本時の主題 被服の機能と着装 （１時間目／７時）

指 導 観 「着る」という行為は、人が生きていく上で、抜きには考えることができないものである。しかし、生徒た

ちは日頃の基本的な生活を十分な自覚をもって送っているとは言えない。そこで、題材として高校生の日常着

を取り上げ、生徒の生活レベルで考えさせることにより、日常性に埋没しがちな「着る」という行為を再認識

させたい。その上で 「なぜ着るのか」を保健衛生的・社会的視点からしっかり認識させることにより、次の、

被服の衛生・管理へとつなげたい。

本時の目標 ・日常着をとおして被服の保健衛生的機能、社会的機能について理解させる。

・着用目的に応じた着装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 教師の指導過程

「 」 、導 ・本時の目標 ・資料 衣服の色でカラーヒーリング を読み

入 を確認する 被服の様々な役割を知る。

５ ・本時の課題を知る。

分

・自分の衣生 ＜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

活を振り返 １ 自分の一日を着用した被服をとおして振 ○導入に衣生活に関する新聞被服の機能には、保健被服の機能には、保健被服の機能には、保健被服の機能には、保健

る り返る。 記事や過去のホームプロジ衛生的な機能と社会的機衛生的な機能と社会的機衛生的な機能と社会的機衛生的な機能と社会的機

・活動場面ごとの被服を思い出す。 ェクトを取り上げる。能があることを理解して能があることを理解して能があることを理解して能があることを理解して

○一日の生活の中で着用するいる。いる。いる。いる。

展 ○予想される生徒の反応 ＜評価方法＞ 衣服について、具体的な場

・下着、パジャマ、制服、作業着、体操服、部 ペーパーテスト 面を想定して考えさせ、個

活のユニフォーム、普段着などを思い浮かべ 々に何のために着用してい

る。 るのか考えさせる。

○冠婚葬祭の被服やスポーツ

・被服の着用 ２ 被服の着用目的を考える。 ウェアー等の実物や写真を

目的を考え ・日常着の一つを取り上げ、その着用目的に 提示し、ＴＰＯの意味を考

開 る ついてグループで意見交換をし 発表する えさせる。、 。

・各グループの発表を聞き、被服の着用目的 ○高校生には馴染みの少ない

についてまとめる。 被服の実物見本や写真を用○評価規準【思】ｰ①○評価規準【思】ｰ①○評価規準【思】ｰ①○評価規準【思】ｰ①

意する。TPOに応じた被服のTPOに応じた被服のTPOに応じた被服のTPOに応じた被服の

選択について、自分や家選択について、自分や家選択について、自分や家選択について、自分や家○予想される生徒の反応

族の衣生活とかかわらせ族の衣生活とかかわらせ族の衣生活とかかわらせ族の衣生活とかかわらせ・被服には様々な機能があることに気付く。

て考えている。て考えている。て考えている。て考えている。・被服の機能には、保健衛生的機能と社会的機

能があることがわかる。 ＜評価方法＞

・被服気候のしくみについて理解する。 ワークシート（１）40

分 ・着用目的に

応じた着装 ３ TPOに応じた着装について考える。 ＜Ｃへの手だて＞

を考える ・TPOに応じた着装について、自分や家族 の例 ○制服の着用目的から考えさA

の衣生活とかかわらせて具体的に考える。 ・ＴＰＯについて、さま せる。

・社会生活を営む上で、TPOに応じた着装 ざまな場面を想像し、 ○実物見本や写真など具体的

の必要性を考える。 家族や自分の生活とか な教材・教具から、生活場

かわらせて積極的に考 面を引き出し、着用目的や

○予想される生徒の反応 えている。 ＴＰＯに応じた着用の必要

・日常生活の場面ごとに被服を選択しているこ ・ＴＰＯに応じた服装の 性に気付かせる。

とに気付く。 選択について、その重 ○ペーパーテストで理解が浅

・ＴＰＯの意味を知る。 要性を認識し、生活で いと判断させる場合は個別

・自分や家族の衣生活において、ＴＰＯを考え の実践につなげようと 指導する。

た着装について具体的に思い浮かべ、社会生 している。

活におけるその重要性に気付く。

ま ・本時の学習 ・被服の着用目的を理解し、着用目的に応じて

と 内容をまと 被服を選択することが必要であることを確認

め める する。

５

分
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□工夫している点

○単元計画

・衣生活を営む上で最低限必要な知識・技術を精選し、前半の３時間に位置付けた。

・後半の４時間は、発展学習としてグループでテーマを設定し、調べ学習及びその発表を行う計画を立てた。調べ学習や意

見交換を行う中で、問題解決的思考の育成や実践への意欲につなげることをねらいとした。

○学習指導案

・衣生活への興味・関心を高め、発展学習につなげることをねらいとして、毎時間の導入として衣生活に関する新聞記事や

過去のホームプロジェクトを取り上げることにした。

・グループでの意見交換を設定することにより、様々な価値観にふれ、主体的に考えさせることをねらいとした。

・題材として、生徒が毎日着用している日常着を取り上げ、生活レベルで考えることができるようにした。

□実践後の評価結果

学習の活動における 「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 ・ＴＰＯに応じた被服の選択について、その ・ＴＰＯに応じた被服の選択に評価規準【思】ｰ①評価規準【思】ｰ①評価規準【思】ｰ①評価規準【思】ｰ①

・ＴＰＯに応じた被服の選択 重要性を認識し、自分や家族の衣生活とか ついて、自分や家族の衣生活

。について、自分や家族の衣 かわらせて積極的に考えている。 とかかわらせて考えていない

生活とかかわらせて考えて

いる。

生徒の状況 ・ＴＰＯに応じた被服の選択 ・ＴＰＯについて さまざまな場面を想像し ・意欲的に考えていない。、 、

について、具体的な場面を 家族や自分の生活とかかわらせて積極的に ・自分や家族の生活に結びつけ

想像している。 考えている。 ることができない。

・ＴＰＯに応じた被服の選択 ・ＴＰＯに応じた服装の選択について、その

について、自分の考えが述 重要性を認識し、生活での実践につなげよ

べられている。 うとしている。

記 述 例 ・ＴＰＯにあわせて服を選ぶ ・ＴＰＯという言葉は聞いたことがあった。 ・冠婚葬祭などＴＰＯに合わせ

ことは大切だと思った。冠 家族の生活を考えてみると自然に行われて て服を選ぶ。

婚葬祭などではしっかりと いることが多い。冠婚葬祭の時は特に大事 ・ぼくはあまり服にはこだわり

した服装をしなければいけ だし、それ以外でも社会ではすごく大切だ ません。それはそれでいいと

ないと思った。 と思う。着る物で人を判断することは良く 思っています。

・服はいろいろ考えて着なけ ないと思うけど、マナーや相手の気持ちを

ればいけないと思った。冠 考えてＴＰＯに合わせてしっかりとした服

婚葬祭や大切な場所では、 を選ばなければいけないと思う。学校や会

恥ずかしくない服を着たい 社の面接試験でしっかりとした服装をする

と思う。 ことの重要さがわかった。これから実行し

ようと思う。

・ＴＰＯというと冠婚葬祭しか思い当たらな

かったけど、もっと広い意味で使われてい

ることをはじめて知った。学校に行く時、

家でくつろぐ時、寝る時、季節などいろん

な場面すべてのことを考えると、いつも自

然に服を選んでいる。それはどうしてかを

考えてみると、制服のように決められてい

るものもあるけれど、ほとんどはそのとき

の目的にあわせて着やすい服を選んで着て

いる。自然にやっていることでも本当はす

ごく大切なんだということがわかった。こ

れからはいろいろ考えて選んでみようと思

った。
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□授業後の課題と改善

＜単元計画について＞

・本単元では、前半の３時間で基礎的な内容を学習し、後半４時間は発展学習としてグループでの調べ学習・発表という形

式で進めることにした。前半・後半ともに内容を欲張りすぎたため、中途半端になってしまったことが一番の反省点であ

る。前半では、生徒の活動が少なくなってしまったこと、後半では、ポイントが絞りきれず内容の深まりに欠けたことが

課題としてあげられる。次の２通りの方法を検討して今後改善していきたい。

①前半の基礎的内容をさらに精選するとともに、発展学習のまとめ方・資料作り・発表方法をあらかじめ簡単な形式に

統一しておく。

②住居分野と同様に、単元をテーマ学習で統一し、基礎的な内容もテーマ学習の中で扱う。

・前半の３時間では、授業の導入として、衣生活に関する新聞記事や過去のホームプロジェクトをとりあげた。生徒は比較

的関心を示し、発展学習への動機付けになった。その時間のねらいに応じた題材を選ぶことと短時間で要点をまとめるこ

とが大切である。

・基礎的な内容を扱う学習では、題材として「高校生の日常着」をとりあげた。生徒が自分の生活レベルで考えることがで

きた点、また、３時間の学習を系統的に行うことができた点において効果があったといえる。しかし、それだけに終始し

てしまいがちになり、家族の衣生活へと発展させて考えるまでに至らなかった生徒が多かった。

・発展学習では簡単な実験を扱ったグループがあった。生徒なりの工夫があり、発表を見ている生徒も興味を示していた。

発表方法も紙上やパワーポイント以外に工夫することが大切である （参考資料の提示・教師のアドバイス等）。

＜評価について＞

・最も課題となった点は、調べ学習の個人評価についてである。調べ学習の記録を個人でまとめ、その記述により評価を行

ったが、活動状況を文章で客観的に評価をすることが難しかった。補助簿等の作成を今後考えたい。

・発展学習では、調べ学習や意見交換をとおして「衣生活の課題をみつける」→「問題解決的思考を身に付ける」→「実践

への意欲につなげる」ことをねらいとした。しかし、２時間の調べ学習でそこまでねらうことは難しかった。 また、テー

マによっては、問題解決的思考や実践への意欲に直結しないような内容もあった。したがって、調べ学習では【思考・判

断】よりも【興味・関心】の観点を重視して評価することが望ましいと感じた。

＜生徒の感想より＞

・発展学習で僕たちのグループは死蔵衣料について調べた。衣服が直接的に環境とかかわっていることがわかったが、実際

に自分たちがこれからの生活でできることは少ないし、どこまでみんながやれるのかは疑問だと思う。

・流行について調べてみてすごく楽しかった。ファッションに興味はないけれど、どのように流行が生まれてくるかなどが

わかった。グループで「流行と自分の個性」について話し合いをしたけれど、みんなそれぞれの考えがあって、結局何が

いいのかよくわからなかった。

・今回いろいろなグループの発表を聞いて、すごくおもしろかった。とくに実験をやったグループはわかりやすかったしす

ごいと思った。僕たちのグループは、既製服のサイズを本やインターネットで調べてＢ紙に書いただけだったので、もっ

と発表の仕方を考えればよかったと思った。

・グループでの調べ学習はもっと時間がほしかった。話し合いのときもみんながあまり意見を出してくれなくて、まとめる

。 、 、 、「 」ことがたいへんだった 他のグループの発表は いろいろ調べてあって ためになることがあったけど よりよい衣生活

について考えることが難しかった。なんかピンとこなかった。

衣生活の管理と健康
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ワークシート１＜被服の機能＞ 【思】ｰ①ワークシート１＜被服の機能＞ 【思】ｰ①ワークシート１＜被服の機能＞ 【思】ｰ①ワークシート１＜被服の機能＞ 【思】ｰ①

【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①○次にあげる場面であなたは何を着ますか？

学 校 友達と遊ぶ時

寝る時 家の中でくつろぐ時

夏の暑い日 冬の寒い日

結婚式や葬式

○ＴＰＯとは？

○ＴＰＯを考えた着装について、自分や家族の衣生活とかかわらせて考えよう。
【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①

衣生活の管理と健康



- 78 -

ワークシート２＜被服材料と着装＞ 【思】ｰ②ワークシート２＜被服材料と着装＞ 【思】ｰ②ワークシート２＜被服材料と着装＞ 【思】ｰ②ワークシート２＜被服材料と着装＞ 【思】ｰ②

ワークシート２「被服材料と着装」

【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②○繊維の特質と着用目的のかかわりについて考えよう。

①制服のズボンは毛とポリエステルの混紡であるが、毛 ％のものとどう違うか。100

②カッターシャツは綿とポリエステルの混紡であるが、綿 ％のものとどう違うか。100

③ジーンズと下着は同素材であるが、布の風合いが違うのはなぜか。

衣生活の管理と健康



- 79 -

衣生活の管理と健康

ワークシート３＜被服の手入れ＞ 【技】ｰ①ワークシート３＜被服の手入れ＞ 【技】ｰ①ワークシート３＜被服の手入れ＞ 【技】ｰ①ワークシート３＜被服の手入れ＞ 【技】ｰ①

○次の｢洗濯の条件と洗浄力の関係を示すグラフ｣を読みとり、洗濯における適切な条
件についてまとめよう。

＜考察＞
・洗剤使用量

・水の温度

・洗濯時間

・洗濯物の量
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ワークシート４＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ③ 【思】ｰ③ワークシート４＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ③ 【思】ｰ③ワークシート４＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ③ 【思】ｰ③ワークシート４＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ③ 【思】ｰ③

調べ学習の記録

（１）グループのテーマを決めよう。

【関】ｰ③【関】ｰ③【関】ｰ③【関】ｰ③（２）調べる内容・手順・手だて、自分が担当したことを記入しよう。

【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③（３）衣生活の課題を考えよう （グループでの意見交換の内容も含めて。 ）

（ ） 。（ ）４ これからの衣生活のあり方を考えよう グループでの意見交換の内容も含めて
【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③【思】ｰ③

（５）調べ学習についての自己評価をしよう。
｢はい｣･･４ ｢どちらかと言えばそう思う｣･･３ ｢どちらかと言えばそう思わない｣･･２ ｢いいえ｣･･１

① 調べ学習を通して衣生活に関心をもつことができましたか。
② 調べ学習や資料作成を積極的に行うことができましたか。
③ グループでの意見交換の時、積極的に自分の意見を述べることができましたか。
④ 調べ学習や意見交換を通して衣生活の課題を考えることができましたか。
⑤ 調べ学習や意見交換を通してこれからの衣生活のあり方を考えることができましたか｡
⑥ 調べ学習を通して健康で快適な衣生活を営むための条件がわかりましたか。
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ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ②ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ②ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ②ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ②

グループ発表のまとめ

グループ テーマ
衣生活の課題
衣生活のあり方

②ア イ ウ エ オ コメント 【技】ｰ【技】ｰ【技】ｰ【技】ｰ
① 評

価

【思】ｰ④【思】ｰ④【思】ｰ④【思】ｰ④わかったこと、疑問に思ったこと、もっと知りたいことなど

②

感想

※評価について

ア･･資料は工夫されていたか イ･･発表はわかりやすかったか
ウ･･衣生活の課題がわかったか エ･･衣生活のあり方がわかったか
オ･･快適な衣生活について思考を深めることができたか
※各項目とも４段階で採点

４：とてもよい ３：よい ２：あまりよくない １：よくない

※コメントには、よかったところなどを具体的に書こう。


