
□学習指導案

科目名 生活デザイン

単元名 （１）人の一生と家族・家庭及び福祉 オ 子どもとの触れ合い

本時の主題 保育園実習に向けての準備

指導観

保育園実習を通して、保育への関心をもたせるとともに、子どもの生活と遊びについて学習させたい。子どもは自分

の意思を十分に表現できないので、周囲の者が子どもの気持ちに寄り添うことが保育には欠かせないことを認識させ、

子どもとの関わり方を考えさせたい。

本時の目標

・保育園実習の事前準備として、子どもとの交流場面をロールプレイすることを通して、どのような態度で子どもと接

したらよいか考える。

・子どもとコミュニケーションをとるために、子どもの気持ちに寄り添うことの大切さに気付くことができる。

過程 指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

5

分

本時の目標確

認

・保育園実習に向け、子どもとの関わり方につい

て考える授業であることを知る。

・本時は保育者として、子ども

との関わり方を考えること

を確認させる。

展

開

40

分

実習先の概要

交流場面のロ

ールプレイ

実習時の注意

点

○予想される生徒の反応

・自分が通っていた園と比較する。

・幅広い園児の年齢構成に驚く。

○予想される生徒の反応

・子ども役の生徒が恥ずかしがってしまい、役に

成りきれない。

・子どもの気持ちを考え、意識的に演じることが

できる。

○予想される生徒の反応

・子どもと同じ目線になる。

・一言一言ゆっくり、はっきりと話す。

・常に笑顔で接する。

・子どもの話を最後まで聞く。

・子どものいいところを見付け褒める。

○予想される生徒の反応

・自分の身なり一つでも、子どもに危険が

及ばないよう注意しなければならないことを

理解する。

評価規準

【関心・意欲・態度】

子どもの気持ちを考え、

子どもと心通わせる会話

表現を考えている。

＜評価方法＞

ワークシート

＜A の例＞

・役に成りきり、声の大き

さや言葉遣いにも注意

しながら意欲的に演じ

ることができる。

評価規準【思考・判断】

ロールプレイを基に、子

どもとのよりよい接し方

について考えることがで

きる。

＜評価方法＞

ワークシート

＜Ａの例＞

・子どもとの関わり方を保

育者の立場で、具体的に

考えようとしている。

・保育園の概要を知らせ、実習

に向けて意欲をもたせる。

＜Ｂを実現するための指導＞

・ワークシートにいろいろな会

話のパターンを考えさせ、ロ

ールプレイさせる。

＜Ｃへの手立て＞

・子どもの頃を思い出し、素直

な気持ちで接すればよいこ

とを助言する。

＜Ｂを実現するための指導＞

・演じ合った二人一組のペアで

感想を話し合い、気付いた点

をまとめさせる。

＜Ｃへの手立て＞

・子どもの目線に立って考える

よう助言する。

・安全面で注意しなければなら

ない点について確認させる。

ま

と

め

5

分

本時のまとめ ・本時の授業を振り返り、保育園実習に向けての

意気込みをまとめる。

・本時の学習内容を確認させ、

自己評価と感想をまとめさ

せる。

□工夫している点

２二人一組で高校生役と子ども役になり、自己

紹介からおもちゃ作りまでの会話をロール

プレイする。

３ロールプレイを行ってどのような態度で子ど

もと接したらよいか、気付いた点や注意した

い点について、発表し合う。

４保育園実習で、園児と接する際に配慮しなけ

ればならない点について知る。

１実習先の保育園について、特徴、保育方針、

園児の年齢構成等を知る。

・保育実習の事前指導にロールプレイを取り入れ、園児とのコミュニケーションのもち方について理解させた。



□学習指導案

科目名 生活デザイン

単元名 （２）消費や環境に配慮したライフスタイルの確立 イ ライフスタイルと環境

本時の主題 私たちができること

指導観

・身近な生活の中から、地球温暖化など環境問題に配慮する製品の選択、購入、使用方法や生活の仕方などを点検させ、

どこに問題があるのか、どう改めたらよいのかなど、環境負荷の少ない生活の工夫について考えさせたい。また、社

会全体が一体となった取組や、グリーン購入の推進など様々な取組が進められていることを理解させ、企業の取組な

どを意識して購入できるような実践的な態度を育てたい。

本時の目標
・環境チェックから環境問題を身近な問題として考えることができる。

・日常生活を見直し、環境への取組の必要性を理解させ、環境負荷の少ない生活を目指す工夫や改善策を考える。

過程 指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

5

分

本時の目標確

認

・本時の目標を確認させる。

展

開

40

分

環境チェック

シート

環境ラベル

環境に優しい

生活

○予想される生徒の反応

・自分の日常生活の問題点を知る。

・環境保全は、日常生活の中で簡単に取り

組めることを知る。

○予想される生徒の反応

・見たことはあるマークでも、意味ははっ

きり知らない。

・様々な商品にマークが付いていることを

知る。

・使っているノートやファイルにもマーク

が付いていることを知る。

○予想される生徒の反応

・必要なものを必要な量だけ買う。

・再利用できる容器、詰め替えて利用でき

る商品を選ぶようにする。

評価規準

【関心・意欲・態度】

環境問題に関心をもち、積極的

に関わろうとする意欲をもって

いる。

＜評価方法＞

ワークシート

＜Ａの例＞

・環境チェックシートを基に生活

の中で具体的にどのような取

組ができるか提案できる。

評価規準【知識・理解】

環境マーク・ラベルの意味を理

解し、企業等の環境への取組を理

解している。

＜評価方法＞

定期考査

＜Ａの例＞

・マークについて正しい理解と

知識をもっている。

評価規準【思考・判断】

グリーンコンシューマーを目

指して、環境負荷の少ない生活を

工夫することについて考えるこ

とができる。

＜評価方法＞

ワークシート

＜Ａの例＞

・グリーンコンシューマーを目

指し、学習したことを生活に

生かそうとしている。

＜Ｂを実現するための指導＞

・グループで班長を決めて、

話しやすい雰囲気を作る。

＜Ｃへの手立て＞

・机間指導をして助言する。

・いろいろな環境ラベル、マ

ークの付いた商品を準備

し、生徒の意欲を高める。

＜Ｂを実現するための指導＞

・グループで班長を決めて、

話しやすい雰囲気を作る。

＜Ｃへの手立て＞

・机間指導をして助言する。

・一人一人の行動は小さくて

も、常に意識して継続的に

行えば、地球を守ることに

つながることを意識させ

る。

＜Ｂを実現するための指導＞

・グループで班長を決めて、

話しやすい雰囲気を作る。

＜Ｃへの手立て＞

・机間指導をして助言する

ま

と

め

5

分

本時のまとめ ・本時の授業を振り返り、グリーン購入を

心掛けることの大切さを確認する。

・本時の学習内容を確認させ、

自己評価と感想をまとめさ

せる。

□工夫している点

２環境に関する様々なマーク・ラベルに

ついて、意味を理解する。

３グリーンコンシューマーの 10 原則を

理解し、どのような実践ができるか具

体的な例を 考え発表する。

１環境チェックシートを使って自分の行

動を点検し、その結果をグループで話

し合う。

・身近な自分の生活において取り組めることを意識させるため、環境チェックシートを用いた。

・企業の取組がどのように生かされているかを環境マークやラベルを使って理解させた。

・環境に配慮した生活は身近な所から始められることを理解し、ホームプロジェクトへつなげる。



□学習指導案

科目名 生活デザイン

単元名 （５）住生活の設計と創造 エ 住生活のデザインと実践

本時の主題 一人暮らしのアパート探しをしよう。

指導観

高校生にとって、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。そこで、近い将来一

人暮らしをする生徒は少なくないことから、新築や家賃など上辺だけの情報に捉われるのではなく、住居を選択するに

当たって様々な視点から考えられるような態度を養いたい。

本時の目標
・自分の望むアパートを調査させる。【技能・表現】

・一人暮らしをするときのアパート探しで注意する点を考えさせる。【思考・判断】

過程 指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

5

分

本時の目標

確認

検索方法を

知る

・本時の目標を知る。

・インターネットでの物件の検索方法と情報の見方

を知る。

本時の目標を確認させる。

展

開

40

分

１人暮らし

のアパート

探し

アパート選

択の際に注

意する点

１一人暮らしを始めるとき、どんなアパー

トに住みたいか考える。

○予想される生徒の反応

・新しくきれいなアパートがよい

・家賃が安いところ

・駅に近く、交通の便がよいところ

２インターネットのアパート物件検索サイ

トを利用して、自分の望むアパートを探し

その情報を整理しまとめる。

＜調査すること＞

・所在地 ・家賃、管理費など ・築年数

・間取り ・最寄り駅 ・設備 ・周辺環境

・初期費用

○予想される生徒の反応

・インターネットから必要な情報を得ること

ができる。

３自分の選んだ物件について発表する。

○予想される生徒の反応

・発表された物件と自分が探した物件につい

て何が違うか気付く。

４一人暮らしをするときのアパート探しで

注意する点を考える。

○予想される生徒の反応

・物騒な世の中だから、セキュリティの整っ

たところがよい。

・いろいろ条件を付けていくと、どんどん家

賃が上がっていくので、優先するものを幾

つか決めなければならないと感じた。

・実物を見てみないと、分からないことが多

いから、見に行くことが大切だと思う。

評価規準【技能・表現】

自分の望むアパート

を探し、その情報や

選んだ理由などをま

とめることができる。

＜評価方法＞

ワークシート

＜Aの例＞

・自分の住みたいアパ

ートについての情報

がしっかり調べてあ

り、整理し、ワーク

シートにまとめられ

ている。

評価規準【思考・判断】

アパートを選択する

際に注意する点を考

えることができる。

＜評価方法＞

ワークシート

＜Ａの例＞

・見掛けの新しさや家

賃が安いなどだけで

はなく、多くの視点

から考えることがで

きる。

＊この物件を選んだ理由、イ

ンターネットの情報だけでは

分からないことをまとめさせ

る。

＜Ｂを実現するための指導＞

・検索条件を指定すると、物

件が絞りこまれることを説

明する。条件を指定しすぎ

ると選べる物件が少なくな

ることを知らせる。

・初めにインターネットの情

報の見方を説明する。

＜Ｃへの手立て＞

・支援をしながら検索を行わ

せる。

＜Ｂを実現するための指導＞

・物件を選択するときに最も

重視した点について友人の

発表を聞く。 
＜Ｃへの手立て＞

・物件を選ぶとき何を一番重

視したかを確認させる。

ま

と

め

5

分

本時のまと

め

・アパートを選ぶ際に注意する点がたくさん

あることを知り、情報を見極める目をもつ

ことが大切であることを理解させる。また

様々な視点から考えることの必要性を知ら

せる。

□工夫している点

・住居を探す際に、アパートの間取りや家賃を見ながら、自分の住みたいアパートを選択させることで、実際に住むことを想定

させ、興味・関心をもたせることができる。また、初期費用や家賃など実際必要な費用を知ることで、住居を借りることの大

変さを知ることができる。インターネットが使用できなければ、広告や賃貸アパート情報の掲載されている雑誌などでもよい。
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