
□学習指導案

科目名 家庭基礎

単元名 第２章 共に生きる Ⅲ．高齢者と生きる

本時の主題 １．高齢者の生活を見つめよう （本時３時間目／８時間）

指 導 観
我が国は、急速に高齢化が進んでおり深刻な状況になっている。そのため、高齢者の理解だけにとどまらず、

福祉の在り方を社会全体で考えていく必要がある。各自治体では、地域で安心して暮らせるまちづくりを目指

し、地域ぐるみで高齢者とその家族を支援するケア体制の整備に取り組んでいる。

厚生労働省においても「認知症サポーター100万人キャラバン」を推進していることから、本時は認知症につ

いて取り上げ、授業に「認知症サポーター養成講座」を取り入れることによって、認知症が身近で誰に 
でも起こりうる病気であることを生徒に理解させ、自ら地域の一員として何ができるかを考えさせたい。

本時の目標 １．認知症について正しい知識を身に付け、サポーターとして地域で何ができるかを考える。

２．他者と関わる力・コミュニケーション能力を身に付ける。

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

の確認

・本時の目標を確認する。

アンケート

・本時の目標を確認させる。

展

開

35
分

認知症とは

対応の仕方

接するとき

の心構え

評価規準【思考・判断】

自尊心を傷つけない対応の仕 
方を考えることができるか。

＜評価方法＞

・ワークシートへの記述・発表

＜Ａの例＞ 
・本人の言うことを否定しない

言葉掛けや対応が考えられる。

評価規準 【知識・理解】

・障害を理解した上での接し方 
や心構えをまとめることがで

きる。

＜評価方法＞

・ワークシートへの記述

＜Ａの例＞ 
・認知症の人の作っている世界

を受け入れ、言うことを否定

せず、その世界に合わせて対

応する。

・認知症について具体的に説

明し、イメージをしやすく

する。

＜Ｂを実現するための指導＞

・寸劇を通して、よくない対

応の仕方を示し、考えさせ

る。 
＜Ｃへの手立て＞ 
・どこがよくないのかを具体

的に自分の言葉で表現させ

適切な対応の仕方へ導く。

＜Ｂを実現するための指導＞

・予想される生徒の反応を三

択にし、それを基に考えさ

せる。

＜Ｃへの手立て＞ 
・「もの盗られ妄想」の例を

参考に考えさせる。

＜Ｂを実現するための指導＞

・偏見をもたず、認知症の人

や家族を温かい目で見守る

よう促す。 
＜Ｃへの手立て＞ 
・「対応の仕方」の基本を基

に考えさせる。

１受講前の認知症に対するイメージ

や知っていることを自由に書く。

○予想される生徒の反応

・同じことを何度も言う。 
・自分でできない。

・物忘れがはげしい。

２「もの盗られ妄想」への対応の仕

方を考える。

○予想される生徒の反応

・盗ってないと言い張り分からせる。

・放っておく。

３食事をしたことを忘れてしまう高

齢者への対応の仕方を考える。

○予想される生徒の反応

・本当は食べたので放っておく。

・本人の言うことを否定せず少し待っ

てもらう。

・本人の言うことを尊重し、もう一度

食べてもらう。

４心のバリアフリーを考える。

○予想される生徒の反応

・偏見をもたない。

・優しく接する。

ま

と

め

５

分

本時のまと

め

５受講後のアンケートとこれから

自分にできることをまとめる。

・自己評価をさせる。

□工夫している点

・授業で学んだことの理解を深めるために、認知症という症状をもった高齢者の対応を考えさせた。コミュニケーションや関

わり方もその人がもっている病気や状況に応じて変えなくてはならないことや、それを受け入れられるかどうかは高齢者の

体や心の変化を学ぶことによって身に付く。認知症サポーターの取組を理解し、興味をもたせることで、継続した意識付け

が可能である。



□学習指導案

科目名 家庭基礎

単元名 Ⅱ 育つ・育てる ４ 子育て支援を学ぶ 

本時の主題 ２．子どもの福祉 ( １３時間目／１５時間 )

指導観

核家族や共働きが増えている中で、夫婦で子育てをしていくことが難しくなっている。しかし、生徒は子育て

に地域や社会の助けが必要であると想像しにくい。そこで、様々な家族形態を作り、子どもが病気になったこと

を仮定し、各家庭でどのような対応に迫られるのかをロールプレイすることで、社会や地域と家庭がどのように

つながっているのかを実感し、夫婦が安心して子育てできる社会になるには、どのような支援や環境が必要なの

かを考えさせたい。

本時の目標 模擬家族でのロールプレイを通じて、家族構成や夫婦の就労形態によって問題点が異なり、各家庭によって必
要な支援が異なってくること、夫婦だけでは子育てが難しいことに気付かせ、子育てには広く地域や社会の支援
が必要であることを理解させる。

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

模擬家族の家族形
態やライフスタイ
ルについて確認

模擬家族の家族形態やライフスタイルにつ
いて確認する。

本時の家族会議のテーマ【課題】が分かる。

・事前に家族構成やライフスタ
イルについては説明し確認さ
せる。

・本時の家族会議のテーマを知
らせる。

展

開

35
分

模擬家族会議①

模擬家族会議②

子育てのための支援
やサポート

評価規準【技能・表現】
<評価方法>
ワークシート・行動観
察
＜Aの例＞ 
・自分や家族の設定

を理解し、家族員
で課題の解決に向
かってこれまで学
習した内容を踏ま
えた話合いができ
る。 

・自分の役になりきれるよう、
名札を用意する。

・ロールプレイの際の注意点を
伝える。

・課題の解決に向けて話合いを
するように伝える。

・会議の議事録を取るように伝
える。

〈Ｂを実現するための指導〉
・これまでの学習を振り返らせ

る。 
・課題の解決に向かって話合い

をするように助言する。

〈Ｃへの手立て〉 
・家族のライフスタイルを確認

させる。
・家族の課題を明確にさせる。

・問題点に対して、解決するた
めの手立てを話し合うよう
に促す。 

・家族構成によって、出てくる
問題点が異なることが分か
るように、板書の工夫をして
理解させる。

・資料集や各市町村が配布して
いる子育て支援の冊子、厚生
労働省のHPの資料から、自分
たちの家族で出た問題点を
解決できる支援を探すよう
促す。

１各家族ごとに、家族会議を行う。 

○予想される生徒の反応
・母親(父親)が仕事を休んで病院に連れて

行けばいい
・祖父母に頼んでみる。
・近所の人にお願いする。

２二つ目の課題を知り、更に話合いを

進める。

○予想される生徒の反応
・介護休暇を取る。 
・夫婦のどちらかが、仕事を辞める。
・祖父母に助けてもらう。

３各家族で出た問題点や、あったらい
いなと思うサポートを発表する。

○予想される生徒の反応
・仕事は辞められない→介護休暇・職場に

保育園
・金銭面の心配→金銭面での社会的なサポ

ート
・夫婦だけでは難しい→家族や地域や社会

の手助け
・不安→メンタル的なサポート

４国や地域社会の子育て支援体制につ
いて調べる。

○予想される生徒の反応
・様々な支援体制があることに驚く。 
・知らないと損なものがある。

ま
と
め

５
分

本時のまとめ

自己評価

１時間を振り返り、国や地域社会がどのよ

うに子育てに関わることができるのかをま

とめる。

本時の自己評価をする。

評価規準【思考・判断思】
<評価方法>ワークシー
ト
＜Aの例＞ 
・夫婦だけでなく、家

族や国・地域社会で
子どもを育てていく
ことの大切さを理解
している。

〈Ｂを実現するための指導〉
・国や地域社会はどのような支

援ができるのか振り返るよ
うに促す。 

〈Ｃへの手立て〉 
・夫婦だけでは、子育ては難し

いことに気付かせる。

□工夫している点

・判断が必要な場面を作り、どのような解決方法があるのかを考えさせた。
・実際に自分の住んでいる市町村にどのような支援があるのかを調べ、地域や社会において子育てを支援する取組がなされて

いることを理解できるよう配慮した。



□学習指導案

科目名 家庭基礎

単元名 Ⅰ 装う 2 衣服を着る意味を考える

本時の主題 ３．衣服の社会生活機能 （ 1時間目／１時間 ）

指導観 生徒はファッション雑誌や芸能人の影響を受け、移り変わる流行に敏感である。衣服で自分の個性を表現すること
が比較的得意であると感じる。しかし、TPOに応じた着方を考え、その中で個性を表現していくことは苦手である。
自分の着たいものを着ることが「かっこよさ」だと考え、周囲になじまなかったり不快に感じさせる場面があること
に気付きにくい。そこで、設定した場面に着ていく服をグループで交流することを通じて、人により様々な感じ方が
ある中で、TPOに応じた衣服の選択について考える力を養いたい。

本時の目標 設定した場面に応じ衣服を選択する活動を通じて、人によりその印象に対する感じ方が異なることに気付き、TP
Oに応じて衣服を選択することの大切さについて考えを深める。

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

ＴＰＯの意味を確
認させる。

ＴＰＯの意味を確認する。 ・本時の目標を確認させる。

展

開

40
分

好きなデザインの
切り抜き 

一般的な着装マナ
ー

TPOに応じた衣服
の選択

評価規準【思考・判断】
一般的な着装マナーを理解し、

自分が気に入っている衣服であ
っても時と場合によっては通用
しないことを理解できる。
<評価方法>
ワークシート
＜Aの例＞
・具体的に変えたほうがいい部分
を考え提案することができる。

評価規準【思考・判断】
TPOに応じた着方をする際に大
切にしたいことについて考えを
深めている。
<評価方法>
ワークシート
＜Aの例＞ 
・自分の着たいものをただ選択す

るのではなく、不快感を与えな
い着方を考えることが大切。

・気に入っている部分を具体的
に記入させる。何を基準に服
を選んでいるか確認させる。

・場面によって服装を変える必
要があることに気付かせる。

＜Bを実現するための指導＞
・一般的な着装マナーと比較さ

せ、ヒントを与える。
＜Cへの手立て＞ 
・着装のマナーとして違反と思

われる所を挙げさせる。

・着装のマナーについて説明
し、場面に応じた服装を心掛
けることの大切さに気付か
せる。

・雑誌を準備して、グループご
とに３の活動を参考に、各場
面に合う服装を話し合いな
がら選択させる。

＜Ｂを実現するための指導＞
・一般的な着装マナーを振り返

らせる。
＜Ｃへの手立て＞ 
・具体的な場面を設定し、その

場所にふさわしい服装の必
要性を考えさせる。

1好きな衣服の切り抜きをプリントに貼り、ど
のような所が気に入っているのかを記入する。

○予想される生徒の反応
・デザイン ・色 ・ブランド ・素材

2結婚式・葬儀・就職試験の時に自分の
好みの服は着ていけるだろうか、その
服を着用するには、どこをどのように
変える必要があるのかグループで話
し合う。 

○予想される生徒の反応
・シャツの色を変える。・ジャケットを羽織る。 
・スカートが短い 。 ・装飾品を外す。 
・着替えをしないと難しい。・一般的な着装マ

ナーが分からないのでできない。

3一般的な着装マナーを知り、それと照らし合
わせて自分の選択したものを振り返ること
ができる。

○予想される生徒の反応
・自分はいいと思っていてもマナーに反する部分

があった。
・着方にもマナーがあることを初めて知った。

4結婚式・葬儀・就職試験、それぞれの場面に
応じた衣服を雑誌から切り抜き貼っていく。

○予想される生徒の反応
・3の活動を参考にマナーに反しない服装の選択が

できる。

ま
と
め
５
分

本時のまとめ ・ＴＰＯに応じた着方をする際に、大切にしたい

ことを考える。

□工夫している点

・雑誌を使用することで、手軽に衣服を探すことができ、イメージをつかみやすくした。
・グループで話し合いをすることで着装について交流できるよう配慮した。




