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１ 単元・小単元 （２）家族の生活と健康 （６時間）ウ 住生活の管理と健康ウ 住生活の管理と健康ウ 住生活の管理と健康ウ 住生活の管理と健康

２ 小単元の目標 住居の機能、住生活と健康・安全などに関する基礎的な知識と技術を習得

させ、家族の住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 「あなたは将来どんな家に住みたいですか 」という問いに、生徒は少なか。

生 徒 の 実 態 らず関心を示す。しかし、それは住居の外観や大きさ・間取りなどの限られ

た内容についてである。生徒にとって将来の住生活は現実性に乏しく、そこ

での自分や家族の生活を主体的に考えることは難しい。また、快適に住まう

ための視点も様々であるため、総合的にとらえて自分なりの価値観を確立す

ることは容易ではない。

４ 育 て た い 住生活は、住居をどのように設計し、どのように整備していくかだけでは

資 質 ・ 能 力 なく、どのように暮らしていくかという、住む人の生活観に大きく左右され

る。新しい住み方をつくりだしていくとき、まず大切なことは、一人一人が

住生活の主体者としての自覚をもつことである。

そのためには、これまで多くの人々が、それぞれの風土や文化に応じてよ

りよい住み方を願い、努力を重ねてきたことに学び、一人一人がどのように

住みたいかという考えをもつことが必要である。

本単元では、題材として「和室」を取り上げ、グループでの調べ学習を中

心としたテーマ学習で進めていく計画をした 「和室」は日本の風土や生活。

様式と密接にかかわり住居の洋風化が進む中においても廃れることなく、今

なお受け継がれている。生徒の家庭においても、ほぼ全員が使用している身

近な題材である 「和室」について様々な観点でテーマを設定し、調べ学習。

や意見交換を行う中で、自己の住生活や現在の住生活の課題に目を向けさせ

たい。また、各グループの発表を聞くことにより、快適に住まうための様々

な視点を考える手がかりとしたい。

【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
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５ 指導と評価の計画

【単元】 （２）家族の生活と健康

ウ 住生活の管理と健康

（ア）家族の生活と住居 （イ）住生活と健康・安全

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度

１ 「和室」の調べ ○「和室」をとおして ・ 和室」を題材として、グ ２ ①家族の住生活に関心をも） 「

学習 家族の住生活に関心 ループごとにテーマを決 ち、グループでの調べ学

・住生活の課題 をもたせる。 め、新聞やインターネット 習や意見交換に主体的に

・これからの住生活 ○住生活の課題を見い などで調べ学習を行い、発 取り組んでいる。

（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 ）のあり方 だし、これからの住 表用の資料を作成する。 ））））

生活のあり方を考え ・ 住生活の課題 「これか「 」、

させる。 らの住生活のあり方」とい

う観点でまとめる。

２）調べ学習の発表 ○住居の機能について ・ 和室の歴史 「和室の現 １「 」、

(１) 理解させる。 状」の発表を行う。

・住まいの機能 ○住居と気候・風土、 ・２つのグループの発表を聞

・気候・風土と住居 家族の人間関係との き、健康で快適に住生活を

かかわりについて考 営むために考えるべきこと

えさせる。 をまとめる。

・各グループの発表を聞き、

相互評価を行う。

３）調べ学習の発表 ○ライフステージや生 ・ 和室とライフステージ 、 １「 」

(２) 活様式と住居のかか 「和室と生活様式｣の発表

・ライフステージ わりについて考えさ を行う。

・起居様式 せる。 ・２つのグループの発表を聞

き、健康で快適に住生活を

営むために考えるべきこと

をまとめる。

・各グループの発表を聞き、

相互評価を行う。

４）調べ学習の発表 ○健康に配慮した快適 ・ 和室の素材 「和室と健 １「 」、

(３) な住居の条件を理解 康」の発表を行う。

・シックハウス させる。 ・２つのグループの発表を聞

・結露 き、健康で快適に住生活を

・日照 営むために考えるべきこと

・遮音 をまとめる。

・各グループの発表を聞き、

相互評価を行う。

５）調べ学習の発表 ○安全に配慮した快適 ・ 和室と高齢者 「これか １「 」、

(４) な住居の条件を理解 らの和室」の発表を行う。

・バリアフリー させる。 ・２つのグループの発表を聞

・環境共生住宅 ○地域環境のあり方や き、健康で快適に住生活を

自然環境と住環境の 営むために考えるべきこと

かかわりについて考 をまとめる。

えさせる。 ・各グループの発表を聞き、

相互評価を行う。

総時間数 ６
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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。題材として「和室」を取り上げ、

グループごとにテーマを決め、調べ学習や意見交換を行うことにより、現代の住生活の課題に目を向け、健康で

快適に住むための条件を考えることをねらいとした。さらに、全体の前で発表することにより、さまざまな観点

からこれからの住生活のあり方について思考を深めたい。

＜テーマ例＞ ・和室の歴史 ・和室の現状 ・和室とライフステージ ・和室と生活様式

・和室の素材 ・和室と健康 ・和室と高齢者 ・これからの和室 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

①テーマに沿って、住生活 ・授業観察記録

の課題やこれからの住生 ・ワークシート１「調べ

活のあり方について思考 学習の記録」

を深めている。

（ワークシート１ー（３）（ワークシート１ー（３）（ワークシート１ー（３）（ワークシート１ー（３）

（４ ）（４ ）（４ ）（４ ）））））

②住居と気候風土、家族の ①グループで調べたことや ①住居は家族の生活の場と ・授業観察記録

人間関係とのかかわりに 意見交換の内容をわかり しての機能をもつことを ・ワークシート２「グル

ついて考えている。 やすく発表することがで 理解している。 ープ発表の記録」

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

（相互評価の結果）（相互評価の結果）（相互評価の結果）（相互評価の結果）

）（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①

③住居とライフステージ、 ①グループで調べたことや ②ライフステージやライフ ・授業観察記録

生活様式とのかかわりに 意見交換の内容をわかり スタイルによって住居へ ・ワークシート２「グル

ついて考えている。 やすく発表することがで の要求は変化することを ープ発表の記録」

きる。 理解している。 ・ペーパーテスト（ワークシート２－②）（ワークシート２－②）（ワークシート２－②）（ワークシート２－②）

授業実践例１（相互評価の結果） ペーパーテスト）（相互評価の結果） ペーパーテスト）（相互評価の結果） ペーパーテスト）（相互評価の結果） ペーパーテスト）（（（（

）（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①

④健康で快適な住居につい ①グループで調べたことや ③健康に影響する住環境要 ・授業観察記録

て、建築建材をはじめ、 意見交換の内容をわかり 素について理解してい ・ワークシート２「グル

さまざまな住環境とのか やすく発表することがで る。 ープ発表の記録」

かわりから考えている。 きる。 ・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２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）

）（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①

⑤快適な住居について、高 ①グループで調べたことや ④安全に影響する住環境要 ・授業観察記録

齢者の生活や自然環境と 意見交換の内容をわかり 素について理解してい ・ワークシート２「グル

のかかわりから考えてい やすく発表することがで る。 ープ発表の記録」

る。 きる。 ・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２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）（ワークシート２－②） （相互評価の結果）

）（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①（ワークシート２①
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６ 授業実践例
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎

ウ 住生活の管理と健康ウ 住生活の管理と健康ウ 住生活の管理と健康ウ 住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 調べ学習の発表（２ 「和室とライフステージ 「和室と生活様式」 （４時間目／６時）） 」

指 導 観 住居は様々な年齢・立場の人がともに住んでおり、快適感は各家族の住要求や家族のライフスタイル、ライ

フステージに大きく影響される 「和室とライフステージ」の発表では、和室を好む年齢層や各ライフステー。

ジにおける和室の利用法などから、ライフステージごとの住要求を考えさせたい 「和室と生活様式」の発表。

では、洋室と和室のちがいや住生活の変遷に目を向けることにより、住空間と家族のライフスタイルのかかわ

りを考えさせい。

以上２つのグループの発表により 「よりよい住まい方」についての視点を広げ、自分なりの価値観を確立、

するための一助としたい。

本時の目標 ライフステージや生活様式と住居のかかわり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 ・発表グルー ・発表グループのテーマを知る。 ・発表者と聞き手の心構えを

入 プのテーマ ・２つのグループの発表を聞き 「住生活の課 確認する。、

５ の確認 題 「よりよい住生活のあり方」の観点で ・相互評価、自己評価の方法」、

分 自分の考えをまとめることを確認する。 について確認する。

・調べ学習の ※調べ学習の発表○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

発表「和室 １ 調べ学習の発表をする。 ＜Bを実現するための指導＞ライフステージやライライフステージやライライフステージやライライフステージやライ

とライフス ・発表のポイントになる点を確認する。 ○「和室」をテーマにこの単フスタイルによって住居フスタイルによって住居フスタイルによって住居フスタイルによって住居

テージ」 ・ 住生活の課題 「よりよい住生活のあり 元で押さえるべき内容が調「 」、 への要求は変化することへの要求は変化することへの要求は変化することへの要求は変化すること

展 方」の観点で自分の考えをまとめる。 べ学習で実現できるよう、を理解している。を理解している。を理解している。を理解している。

＜評価方法＞ 各班の調べ学習の内容につ

○予想される生徒の反応 ペーパーテスト いて班別指導を行うが、発

・子どもの成長に応じて住居への要求が変化 表で不十分な内容について

していくことに気付く。 は発表後教師が適切に指導

・高齢者に対応した住居が必要になってくる する。

開 ことに気付く。 ○現代の様々な住居の間取り

・高齢者に対応した住居のあり方について具 図（新聞広告等）を資料と

体的にわかる。 して活用する。○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

・家族の変化に対応できる住まいの必要性が ○ライフステージ別の住居へ住居とライフステー住居とライフステー住居とライフステー住居とライフステー

わかる。 の要求例や、ライフスタイジ、住居と生活様式とのジ、住居と生活様式とのジ、住居と生活様式とのジ、住居と生活様式との

ルと住居との関係の例等をかかわりについて考えてかかわりについて考えてかかわりについて考えてかかわりについて考えて

・調べ学習の ２ 調べ学習の発表をする。 提示する。いる。いる。いる。いる。

発表「和室 ・発表のポイントになる点を確認する。 ＜評価方法＞ ○現在の自分の家族の状況を

と生活様式 ・ 住生活の課題 「よりよい住生活のあり ワークシート あてはめ、今後の変化を考」 「 」、

方」の観点で自分の考えをまとめる。 えさせるなど具体的な場面

の例 を想定して考えさせる。A

○予想される生徒の反応 ○現在の自分の住生活や ○発表については、プレゼン

・生活様式の変化とともに住居が変化してき 将来の住生活を見つ テーションや実物見本、統40

分 たことに気付く。 め、よりよい住まい方 計データーなどを活用し、

・椅子座と床座の特徴がわかる。 について自分の考えを 聞き手にわかりやすく伝え

・家族のライフスタイルに合う住居の必要性 具体的に述べている。 る方法を考えさせる。

に気付く。 ○ライフステージや生活

様式と住生活のかかわ ＜Ｃへの手だて＞

りを考え、将来の実践 ○班別学習に意欲を示さない

へ結びつく記述があ 生徒に対し、生活場面を想

る。 定させ、考えを誘導する。

○発表は班で一人一役で行う

よう指導する。

ま ・快適に住ま ・快適に住まうためには、家族のライフスタ

と うための視 イルやライフステージを考慮しなければな

め 点の確認 らないことを確認する。

５

分
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□工夫している点（グループでの調べ学習にあたって）

○住居分野の学習に入る前に、学習の進め方・目標について説明し、グループのテーマ決定まで行っておく。

○テーマ決定後、班長と調べ学習の進め方について打ち合わせを行う （調べる内容、意見交換の内容、資料の収集法、まと。

め方など）

「和室とライフステージ」

・現代の様々な住居の間取り図を集め、どのような家族構成に向く住居かを話し合わせる （広告等を分類）。

・和室はどの年代の人に好まれるか、和室のメリットはどのような点かを考えさせることにより、各ライフステージにおけ

る住居への要求を考えさせる。

「和室と生活様式」

・和室と洋室の違いについて話し合い、椅子座と床座の特徴をまとめさせる。

・住居の洋風化の現状、洋風化が進んだ理由から、今後どのようになっていくのか、変わらないもの、変わっていくものを

考えさせる。

○発表用の資料については、各生徒の手元に残る資料として必ずプリントを作成させ、それ以外の資料については、グルー

プで考えて準備することにした （実物見本、統計データなどを示し、具体的で説得力のある発表になるよう指導した ）。 。

□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 ・住居とライフステージ、住居と生活様式との ・住居とライフステージ、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

・住居とライフステージ、住居と かかわりから 住生活の課題を的確にとらえ 住居と生活様式とのかか、 、

生活様式とのかかわりについて よりよい住まい方について積極的に考えてい わりについて考えていな

考えている。 る。 い。

生徒の状況 ・自分や自分の家族とのかかわり ・現在の自分の住生活や将来の住生活を見つめ ・自分や家族の住生活を見、

から住生活をとらえている。 よりよい住まい方について自分の考えを具体 つめることができていな

・ライフステージや生活様式と住 的に述べている。 い。

生活のかかわりを考え、自分な ・ライフステージや生活様式と住生活のかかわ ・ライフステージや生活様

りの価値観が記述されている。 りを考え 将来の実践へ結びつく記述がある 式と住生活のかかわりを、 。

考えていない。

記 述 例 ・ライフステージを考えて家の間 ・家庭科の授業の中でライフステージという言 ・ライフステージを考えて

取りを考えることが大切だとい 葉を何回か聞いていて、なんとなくわかって 家を建てることが大切だ

うことがわかった。家族の人数 いたけど、今日の発表を聞いて、ライフステ と思った。

や子どもの成長に合わせて住み ージを考えなければいけない理由が一番はっ ・いろいろな生活様式があ

やすい家にしていくことが必要 きりわかった。家に住んでいるのは自分だけ ることがわかった。

だと思った。 ではないので、一人一人の家族が住みやすい

・生活様式の変化に合わせて家も かを考えなければならないし、家族が年をと

変わってきた。全体的に住居は って変わっていくので、家もそれに合わせて

洋風化されてきたけど、畳は今 住みやすくすることが大事だと思った。僕は

も残っていて日本の生活に欠か 将来大きい家に住みたいと思っているけど、

せないものだということをあら 大きいというだけでは住みやすいとは言えな

ためて感じた。 いので、自分の家族に合った家を考えたい。

そして、子どもが成長した時はリフォームな

どで住みやすくしたいと思った。

・僕はこの発表を聞いて、日本の生活様式がど

のように変わってきたかよくわかった。僕は

洋風の家に住みたいけど、見た目だけで決め

るのはよくないと思った。やっぱり日本のよ

さはあるし、日本の生活様式に合った和風住

宅もすごいと思う。家族の年齢や好みやいろ

いろなことを考えて、その時その時に合う暮

らし方を自分たちで考えていくことが大切だ

ということがわかった。これからどんなに洋

風化されても畳はなくなってほしくないし、

土足の生活だけはいやだと思った。これから

も日本のよさはそのまま残していきたい。
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□授業後の課題と改善

＜単元計画について＞

・時間配分については、調べ学習の時間が短く（計画では２時間 、放課後等の作業が多くなってしまった。調べ学習の時間）

を１時間増やし、発表を１時間で３グループ行うほうがよかった。

「 」 、 。 、・ 和室 を題材として取り上げたが 日本の歴史や気候・風土と住居のかかわりを考える上で取り組みやすかった また

日本の文化を見直し、これからの住生活を考えるという点でも効果があった。さらに、共通した観点で調べ学習を行った

ことにより、各グループの発表につながりが感じられ、思考の深まりにつながったといえる。しかし 「和室がもっともよ、

い」という結論に導くための題材ではないということをあらかじめ確認しておくことが大切である。

・本単元は、グループでの調べ学習や意見交換を中心としたテーマ学習の形式で進めていった。生徒が興味に応じた内容を

選び、主体的に学習に取り組むことができたことはよかった。しかし、テーマが広すぎて内容が絞りきれなかった班や生

徒の興味と教師の意図する内容に差があった班など、様々な反省点もあった。テーマの決定や調べる内容等、事前にかな

り綿密な打ち合わせが必要であることを痛感した。

・今回のテーマ学習では、グループでの調べ学習や意見交換をとおして、自分とは異なる価値観にふれることをねらいのひ

とつとした。価値観の違いを認識することはある程度できたが、価値観の違いはどのような点にあるかまで深めることが

できるとさらに学習効果が高まると思われる。

・各グループの発表については、それぞれに工夫ができていた。しかし、調べた内容が多すぎて、時間が足りない班やうま

くまとまらない班もあった。発表後に教師がポイントを明確にし、補足説明することが大切である。

＜評価について＞

・最も課題となった点は、衣生活分野と同様、調べ学習の個人評価についてである。今回は事前の学習プリントと調べ学習

の記録により評価を行ったが、調べる内容により活動場所が異なっていたり、放課後に活動するなど、教師が活動状況を

把握しにくく客観的な評価をすることが難しかった。

・各グループの発表についての評価は、あらかじめ決めておいた評価項目ごとに行った。その際、生徒同士の相互評価を参

考とした。評価項目については、今後再検討する点が多々あった。

・本単元での主となる評価は、各グループの発表を聞いての感想である。感想を評価することはかなり難しかった。テーマ

学習のねらいとした「住生活の課題をとらえる 「よりよい住まい方について考える」という２つの観点から評価をした」、

が、もう少し細かい規準を決めておくことが必要である。

＜生徒の感想より＞

・よりよい住まいについて考えていくといろいろなことを考えなければならないことがわかった。ひとつひとつのことには

すごく興味がもてたけれど、考えなければならないことが多すぎて結局どうしたらいいのかわからなかった。でも、和室

のよさを知ることができたことはよかったし、今までで一番印象に残る授業だった。

・今まで考えたことがないようなことをたくさん考えさせられる授業でした。僕たちは「和室の歴史」について調べました

が、他のグループの発表と比べて調べ方が少しいい加減だと思ったし、いろいろ話し合いもしたけれどあまり意見が出な

かった。もっとひとつのことに集中して調べればよかったと思いました。みんなを納得させる発表ができなかったことが

残念でした。

・僕たちのグループは「和室と高齢者」について調べた。正直言って僕はこのテーマに興味がもてなかったし、調べる内容

もよくわからないまま進んでいった。できればもっと自由に、将来自分が住みたい家を考えてみたかった。でも、全部の

発表を聞いて、今までの自分の考えだけではいい住み方はできないことがわかった 「夢の家」ではなく、本当に家族が暮。

らしていく家を考えることは難しいけど大切なことだということがわかった。
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ワークシート１＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①ワークシート１＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①ワークシート１＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①ワークシート１＜調べ学習の記録＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ①

「和室」について調べよう

（１）グループのテーマを決めよう。

【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①（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①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①（３）住生活の課題を考えよう （グループでの意見交換の内容を含めて）。

４）これからの住生活のあり方～健康で快適に住むための条件～を考えよう。（

【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①（グループでの意見交換の内容を含めて）

（５）調べ学習について自己評価をしよう。
1｢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 調べ学習に積極的に取り組むことができましたか。

② 調べ学習を通して住生活に関心をもつことができましたか。

③ 発表用の資料作成を積極的に行うことができましたか。

④ 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。

⑤ 調べ学習や意見交換を通して住生活の課題を考えることができましたか。

⑥ 調べ学習や意見交換を通してこれからの住生活のあり方を考えることができましたか｡

⑦ 調べ学習を通して健康で快適な住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②～⑤ 【技】ｰ①ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ②～⑤ 【技】ｰ①ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ②～⑤ 【技】ｰ①ワークシート５＜グループ発表の記録＞ 【思】ｰ②～⑤ 【技】ｰ①

グループ発表のまとめ

グループ テーマ
住生活の課題
住生活のあり方

【技】ｰ①【技】ｰ①【技】ｰ①【技】ｰ①ア イ ウ エ オ コメント

① 評

価

【思】ｰ②～⑤【思】ｰ②～⑤【思】ｰ②～⑤【思】ｰ②～⑤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･･住生活のあり方がわかったか

オ･･快適な住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。

住生活の管理と健康


