
□学習指導案
科目名 家庭総合
単元名 （２）子どもや高齢者との関わりと福祉 ア 子どもの発達と保育・福祉

本時の主題 （ア）子どもと関わる

指導観
子どもの発達と生活や福祉について理解させ、子どもの健全な発育を支えるための親としての役割や地域・
社会の役割についても認識させ、子どもと関わることの重要性を考えさせたい。
実際に子どもと触れ合う機会をもたせることで、子どもの発達の姿について理解させ、保育に関心をもたせ
たい。

本時の目標 ・パネルシアターをグループ全員で協力し意欲的に発表することができる。
・子どもに積極的に関わりコミュニケーションを図ることができる。

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

はじめの会 ・園長先生からの挨拶を聞く。 
・代表生徒が挨拶をする。

本時の目標を確認する。
実習における注意事項を確認
させる。

展

開

パネルシアター
の発表

触れ合い遊び 

評価規準【技能・表現】
パネルシアターの発表に

意欲的に取り組んでいる。

＜評価方法＞
作品・発表態度・園児の
反応

＜Ａの例＞ 
・創意工夫したパネルシア

ターで、大きな声で笑顔
で発表し、園児の関心を
集めている。

評価規準
【関心・意欲・態度】

楽しく参加し、園児と上
手にコミュニケーションを
図ることができる。
＜評価方法＞

参加態度
＜Ａの例＞ 
･自分から積極的に園児と
関わり声掛けをし、思い
やりの気持ちをもって接
している。

グループごとにそれぞれの部
屋に別れ、担当の保育士の先
生に従いパネルシアターを実
演させる。

<Ｂを実現するための指導>
・園児が関心をもつように声

の大きさや、話し方ななど
を助言する。

<Ｃへの手立て＞ 
・発表に参加するように促す。
・園児が関心をもつように具

体的な話し掛けの言葉を助
言する。

絵本の読み聞かせや手遊び
などを通して園児とコミュ
ニケーションを取るよう促
す。 

<Ｂを実現するための指導>
・ふれあい遊びの内容を教え 

参加を促す。 
<Ｃへの手立て＞ 
・触れ合い遊びの内容や園児

への具体的な接し方を助言
する。

１グループごとでパネルシアター
を発表する。
（年少・年中・年長）

○予想される生徒の反応
・練習したとおりパネルシアターを実

演できる。
・声が小さく聞こえにくい。
・笑顔が作れない。
・子どもの反応が予想と違い戸惑う。

２給食を園児と一緒に取り、コミ
ュニケーションを図る。 

○予想される生徒の反応
・園児とすぐに仲良くなれ、楽しく

触れ合い遊びに参加する。
・園児と距離を感じる生徒がいる。

ま
と
め
10
分

終わりの会 ・代表生徒が挨拶をする。

□工夫している点

・パネルシアターの製作を通し、年齢に合わせた児童文化財について理解させ、グループごとで製作をしたパネルシアターを
発表することで参加意欲を高めさせた。 

・実習先と連携し、事前指導をしっかりと行い充実した保育実習ができるよう事前準備には特に配慮した。
・実習風景を許可を得てビデオで撮影し、実習後の授業で活用するようにした。



学習指導案

科目名 家庭総合

単元名 （４）生活の科学と環境 イ 衣生活の科学と文化

本時主題 （イ）衣生活の自立と管理

指導観

平織り・綾織りのコースターとアクリルたわしの製作を通して、１枚の布は織ったり、編んだりすることによってできて

いることを理解させる。また、三原組織の特徴や、織物と編み物の違い、繊維の種類と特徴についても考察させ、被服材料

についての理解を深める。不要になった布製品を再利用してコースターを作成させたり、アクリルたわしを使ってミニホー

ムプロジェクトを実施し、資源・環境に配慮した活用についても考えさせたい。

本時の目標
・三原組織のコースター又はアクリルたわしを適切に仕上げることができる。【技】

・織物と編み物の違いや特徴について考えることができる。【思】

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

・平織り（綾織り）コースター、又はアクリ

ルたわしを完成させ、織物と編み物の違い

や特徴について考えることが目標である

ことを確認する。

・平織り（綾織り）コースターかアク

リルたわしかを選択させて製作さ

せる。（本時はその２時間目であり

前半の 20 分で完成させるよう指

導）

展

開

4

0

分

衣服素材

の種類

・織物

・編み物

＜平織りコースター＞

・厚紙の型から作品を静かに外し、隣同士の

縦糸を根元で結ぶ。余分な糸をはさみで切

りそろえる。

＜アクリルたわし＞

・編み始めの糸の始末をする。

○予想される生徒の反応

・織物は余り伸びないが、編み物はよく伸び

る。

・編み物の方が体にフィットする。

・綾織りは斜めに模様ができる。

・平織りはしっかりしている。

・編み物は１本の糸からできている。

評価規準【技能・表現】

三原組織のコースター又はアク

リルたわしを適切に仕上げること

ができる。

＜評価方法＞

製作品

＜Ａの例＞

・作品が完成しており、糸の始末も

確実にできている。

・仕上げがきれいである。

評価規準【思考・判断】

織物と編み物の違いや特徴につ

いて考えることができる。

＜評価方法＞

学習プリント

＜Ａの例＞

・平織りは単純な織り方だったが、

糸の交錯が多いのでしっかりし

た布になることが分かった。綾織

りは斜めの模様ができる。制服と

同じ織り方だと気付いた。

・編み物は１本の糸から布になって

いる。よく伸びるので伸縮性が大

きいことが分かった。空気をたく

さん含むので温かい。

・前時の授業までの製作状況を把握し

ておく。進度の遅い生徒を中心に机

間指導をするよう配慮する。

＜Ｂを実現するための指導＞

・糸の始末の仕方を実際に示しながら

完成に導く。

＜Ｃへの手立て＞

・机間指導をして個別に対応する。

・平織りコースターを製作した生徒と

アクリルたわしを製作した生徒を

混ぜてグループにして、お互いの作

品が観察できるよう配慮する。

＜Ｂを実現するための指導＞

・完成した作品の織物と編み物を比較

して考察するよう机間指導を行う。

・作成段階の違いにも気付かせる。

＜Ｃへの手立て＞

・机間指導をして個別に対応する。

・不織布などは実物を見せて実際触っ

てみたりすることで織物や編み物

と違うことに気付かせる。

ま
と
め
５
分

本時のま

とめ

・繊維の性質や布の構造は、布の性能にも影

響する。次回は繊維の種類と特徴について

学習することを確認する。

□工夫している点

・手作りの型で簡単にできる織物と編み物の実習を通して、それぞれの布の特徴や三原組織の名称、不織布について具体例を観察しながら理

解できるよう工夫した。また、不要になった布製品を再利用して織物を作ったり、アクリルたわしを使ってミニホームプロジェクトを実施

させたりすることで、後に扱う資源や環境に配慮した活用について関連付けることができる。

２完成した作品を観察し、平織りと織物の

違いや特徴を考察し、発表する。

３織物と編み物の特徴、具体例について知

る。また、不織布についても理解する。

１平織りコースター又はアクリルたわし

の仕上げ方を理解し、作品を完成させ、

糸の始末をする。



□学習指導案

科目名 家庭総合

単元名 （４）生活の科学と環境 ア 食生活の科学と文化

本時の主題 （ウ）食生活の文化

指導観 日常の食事や行事食における食の歴史や文化などについて理解させ、必要な知識と技術を習得させるととも
に、食文化を継承し食生活を創造的に実践することができるようにする。

本時の目標 ・日本の季節の行事食を理解する。
・地域に伝わる料理を覚えるために、意欲的に調理実習に参加する。

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

・本時の目標の確認する。
ヘルスメイト（食生活改善推進委員）

の方から行事食や地域に伝わる食文
化について学ぶ内容について知る。

・本時の目標を確認させる。

展

開

40

分

行事食について

調理実習

１季節に関する地域の行事食を知る。
○予想される生徒の反応

・知っている行事食を答える。
・行事は知っているが、それに関係す

る料理を食べたことがない。

２郷土料理の調理実習をする。
○予想される生徒の反応

・意欲的に調理に取り組んでいる。

・何をしたらいいのか分からない生徒
がいる。

○予想される生徒の反応

・「地産地消」の意味が分からない。
・旬の食材を知っている。

評価規準【知識・理解】
日本の季節に関する行事

食を理解している。
＜評価方法＞

ワークシート・テスト

＜Ａの例＞
・季節の行事と食の関連を

理解し、自分の家庭を振

り返ることができる。

評価規準【知識・理解】
地域に伝わる料理を覚
えるために、調理実習

に意欲的に参加してい
る。
＜評価方法＞

実習態度
＜Ａの例＞

・自ら進んで調理実習に参

加している。

・今も受け継がれている地域
の行事や行事食に関する資

料を示し、関心を高めさせ
る。

＜Ｂを実現するための指導＞

・分からないところは資料を
見て調べるよう助言する。

＜Ｃへの手立て＞

・資料を見ながら具体的に指
示し行事食を確認させる。

・行事食として受け継がれて
いるものの中には、食材が
手に入らなかったり、味付

けが合わなくなったもの等
があるが実習を通してその
味や作り方を知り、受け継

ぐことの意味を考えさせる。
＜Ｂを実現するための指導＞
・今できる作業を教え、参加

するよう促す。
＜Ｃへの手立て＞
・レシピのプリントを確認さ

せ、具体的にできることを
指示し参加を促す。

・地産地消や旬産旬消を意
識することで、地域の食
文化を受け継ぐことにつ

ながることを理解させ、
ホームプロジェクトへと
つなげさせる。

ま
と

め
5
分

本時のまとめ ・ワークシートに記入し、授業を振り
返り自己評価をする。

□工夫している点

・食生活改善連絡協議会のヘルスメイト（食生活改善推進委員）を講師に招き、「地域に伝わる食文化」をテーマに調理
実習を実施することで地域の行事食や食文化を直接学ぶことができる。実習だけでなく、行事にまつわる話や地域の特

産物などの話を聴くことができ、生徒の興味・関心が高まり、理解も深まる。
・食文化は時代と共に変化し受け継がれていくことを生徒に伝えるため、アレンジしたり、食べやすくしたりするなど生

徒のアイディアを生かしたものを作ることで調理に対する意欲につなげる。

３試食しながら食についての話を聞く。
（地産地消・旬産旬消にも触れる）




