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１ 単元・小単元 （１）人の一生と家族・家庭 ア 青年期の自立と家族・家庭 （７時間）

２ 小単元の目標

生涯発達の視点で青年期の課題を理解させ、男女が協力して、家族の一員としての役割

を果たし家庭を築くことの重要性について考えさせるとともに、家庭や地域の生活を創造

するために自己の意思決定に基づき、責任をもって行動することが重要であることを認識

させる。

３ 本例における

生徒の実態

本校では、家庭基礎を１年生で２単位履修している。職業学科の特性として、就職希望

の入学生が大半を占め、実習や資格取得に学校生活の多くの時間を費やしている。多くの

生徒が意欲的に学習に取り組んでいる反面、中には何となく高校に入学し、具体的な将来

への見通しや目的意識に乏しい生徒もみられる。単元の最初にライフプランを立てさせた

ところ、青年期をどのように過ごしたいか、将来どのような職業に就きたいか、２０年後、

３０年後、５０年後に自分や家族がどんな人生を送りたいのか、具体的な記述に乏しく、

自分の人生を主体的に考えようとする意欲がまだ十分に育っていないことが分かる。

青年期の課題については、８割の生徒が「職業・収入」という経済面を挙げており、経済

的自立を一番の生活課題と捉えていることも分かる。よりよい人生を送るために、どのよ

うに職業的自立を果たしたいと考えているか実態調査を行った結果、最も多かったのが

「専門性を生かせる職業に就きたい」（約６割）という回答であった。これは「高い収入

を得たい」（約５割）という回答を上回っており、職業を収入源としてのみ捉えているの

ではなく、職業を通じて自分の能力を生かし、よりよい人生にしたいという意欲をもって

いるように感じとれる。

４ 育 て た い

資質・能力

将来、自分がどのような家庭を築き、どのような職業に就き、どのような人生を送りた

いのか、よりよい人生を主体的に創り上げていく意欲を育てたい。そのために、生徒の意

識調査結果や文部科学省ホームページ資料等を活用し、実例を示すことで、より具体的に

将来について考えさせたい。ライフプランを意義あるものにするためにも、キャリアプラ

ンニングを通じて、主体的に職業的自立について考え取り組む力を付けさせたい。言語活

動の充実として、身近な家族や先輩から「働く人へのインタビュー」をし、体験から感じ

取ったことを言葉で伝えてもらうことにより、職業に就くことを更に身近に捉えさせた

い。



５．指導と評価の計画

【単元】 第１章 人の一生と家族・家庭 （ア）青年期の自立 （イ）生活と意思決定

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間
関心・意欲・態度

(ア)青年期の自立

・人生の中の青年期

・家族と家庭について

・家庭生活と社会との

関わり

○人の一生を、生涯発

達の視点で捉え、青年

期の課題について考

えさせる。

・ライフプランを立て

青年期を含む各ライ

フステージの生活課

題を考える。

２ ①青年期をどのように

過ごすべきか考えよ

うとしている。
ワークシート１-(3)

○家庭の機能と家族の

変化、男女が協力し

て家族の一員として

の役割を果たし、家

庭を築くことの大切

さを理解させる。

・サザエさん一家、日

航ジャンボ機・墜落

事故資料（父親が家

族に宛てた遺書）等

を例に、家族形態の

変化や家庭の在り方

を考える。

２

○家庭生活と社会との

関わり（法律）につ

いて理解させる。

・家族をめぐる法律と

その移り変わりにつ

いて考える。

１ ②家庭と社会との関わ

り（法律）について

考えようとしてい

る。

ワークシート３-(1)

(イ)生活と意思決定

・職業選択を考える

・ワーク･ライフ･バラ

ンスと人生

○自立した生活を営む

ために、生活課題に

対して適切に意思決

定し、生涯を見通し

て行動していくこと

の大切さを理解させ

る。

・職業意識調査、身近

な働く人へのインタ

ビューを通して生涯

を見通した職業選択

の在り方を考える。

・ワーク･ライフ･バラン

スの考えを取り入れ

るなどして人生につ

いて主体的に考える。

２

③ワーク･ライフ･バラ

ンス、キャリアプラ

ンニング等について

主体的に考えようと

している。
ワークシート５-(2)

総時間数 ７



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

評価方法等思考・判断・表現 技能 知識・理解

①各ライフステージ

の発達課題につい

て理解している。

（ペーパーテスト）

・ワークシート１

「これからの人生を

展望しよう」

・ペーパーテスト

①生涯発達の視点から

青年期をどのように

過ごすべきか自分の

考えをまとめている。

ワークシート１-(2)

①青年期の発達課題を

踏まえライフプラン

を立てることができ

る。

ワークシート１-(1)

②具体的な事例や事象

を通して家族・家庭

の在り方について自

分の考えをまとめて

いる。

ワークシート２-(1)

②家族形態の変化と

現代の家族の特徴

について理解して

いる。

（ペーパーテスト）

・ワークシート２

「家族・家庭を考え

る」

・発表内容

・ペーパーテスト

②関連資料を参考に、

将来の望ましい家族

像を具体的にイメー

ジし、発表すること

ができる。

ワークシート２-(2)

③家庭と社会との関

わり（法律）につ

いて理解してい

る。

（ペーパーテスト）

・ワークシート３

「家族・家庭と法律

について」

・ペーパーテスト

③生涯を見通した職業

選択の在り方につい

て、身近な働く人へ

のインタビューを通

し自分の考えを具体

的にまとめている。

ワークシート４-(3)

・ワークシート４

「職業に就くことを

考えよう」

・発表内容

研究授業

③ワーク･ライフ･バラ

ンスの考えを取り入

るなどして、人生を

具体的にイメージし

表現することができ

る。

ワークシート５-(1)

・ワークシート５

「～ワーク･ライフ

バランス～人生を

展望しよう」



６ 学習指導案

科 目 名 家 庭 基 礎

単 元 名 人の一生と家族・家庭

本時の主題 職業に就くことを考えよう （ ６時間目／７時間 ）

指 導 観

対象としたクラスは授業に対する意欲が高く、前向きに学習に取り組んでいる。反面、深刻な低学力に悩む生徒も

何人か含まれ、分かりやすい授業、基礎力の培われる授業を心掛けていくことの必要性を強く感じている。

この単元での１時間目「ライフプランを立ててみよう」のワークシートにより生徒の実態をみると、青年期の課題と

して８割の生徒が、職業・収入という経済面を挙げている。フリーターやニートなどの社会問題を踏まえ、自分自身は

きちんと就職し、安定的に収入を得たいと望んでいる様子が感じ取れる。ただ、職業や収入が自立に一番必要という点

は十分自覚していても、具体的にどのように職業に就き、どのように人生を送りたいのかというビジョンはあまり構築

されていない。

親など身近な働く人の姿を見て働くことの大変さは感じ取っているようで「高校時代にできるだけ資格を取りたい」

と考えている生徒もいる。本時の授業では、よりよい人生を主体的に考えていく意欲を育てることを目標に、身近な働

く人へのインタビュー等を通し、職業的自立の実現に向けて、これから将来に向けてどのようなことに取り組んでいっ

たらいいか前向きに考えさせたい。

本時の目標 身近な働く人へのインタビュー等を通し、職業に就くこと、生涯を見通した職業選択の在り方について考える。

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

・前時のライフプランを振り返

り、青年期の生活課題と本時

の目標確認をする。

１．青年期の生活課題の第１位は「職業

に就くこと」であることを確認する

展

開

40

分

職業に就く

ことについ

て

働くことの

意義につい

て

○評価規準【思考・判断・表

現】－ ③

生涯を見通した職業選択

の在り方について、身近な

働く人へのインタビューを

通し自分の考えを具体的に

まとめている。

〈評価方法〉

・ワークシート４-(3)

・発表内容

〈Ａの例〉

・よりよい人生を実現する

ために、将来への見通し

を持って職業に就くこと

を考えている。

・将来のために今から取り

組んでいくことについて

考えている。

〈Ｂを実現するための指導〉

・ＫＪ法による各グループから

の意見、まとめを通し具体的

に職業に就くためにどんなこ

とが大切かお互いに考えられ

るようにする。

・身近な家族や先輩へのインタ

ビューを通し、働くことにつ

いて、より身近に感じられる

ようにする。

〈Ｃへの手だて〉

・職業への意識調査やデータ

を通し、職業に就くことの

課題を実感できるようにす

る。

・専門科の具体的取組を提示す

ることで、職業学科でこれか

らどのように学んでいくべき

か考えられるようにする。

２．身近な働く人へのインタビューを発表

し働くことへのイメージをもつ

○予想される生徒の反応

・家族へのインタビューを通し、職業に就く

ことを身近にイメージする。

３．１年A組の職業意識調査結果やデータを

見て職業に就くことの課題も考える

○予想される生徒の反応

・職業を意識し、行動していくことの大切さ

を実感する。

４．職業に就くためにはどんなことが大切だ

と思うかグループで話し合い、付箋を黒板

の分類に従って貼っていく。

○予想される生徒の反応

・よりよい人生を送るために、いい職業に就

きたいが、それにはどんなことが大切か考

える。

５．本科とつながりの深い高山市内の４社の

３年生の産業現場実習の様子を見て、実際

に働くことの意義を考える。

○予想される生徒の感想

・先輩の体験実習の姿や先輩へのインタビュー

を通して、働くことの意義を実感する。

まとめ 本時のまとめ よりよい人生を送るために職業選択の大切さ ・次時の予告



ま

と

め

５

分

本時のまとめ 、それを実現するために大切なことなど、自分

の意見をまとめる。

□工夫している点

・本領域では、平成２５年度からの新教科書において「人生における職業」「キャリアプランニングと職業選択」「雇用と課題」

等、キャリア教育の内容が新たに加えられている。家庭科として、よりよい人生を主体的に考えていく意欲を育てるために、どの

ようにこの内容を指導に組み入れていくかを考え、授業実践を行った。ライフプランから見た職業選択について考えさせることで

生涯の見通しをもって学習に取り組めるようにし、また、職業に就くことについて身近な人（家族・先輩等）へのインタビューを

取ることにより、身近な課題として捉えられるよう工夫した。

・生徒の意識調査結果やデータを提示することで、より実態に沿った授業展開ができるよう留意した。

・研究授業クラスは、学年の中でも特に基礎学力の点で課題を抱えている。言語活動の充実を図る方法として、以下の内容に重点を

置いた。

（１）インタビューを通し、体験から感じ取ったことを言葉で伝えて理解を深め合う。（コミュニケーション）

（２）話し合いやＫＪ法により、互いに自分の考えを伝え合い、互いの考え方を発展させる。

（３）自分の言葉で自分の考えをまとめ、発表等により自己表現をする。

□実践後の評価結果

学習活動における

具体の評価規準（Ｂ）

「十分満足できる」と

判断される状況（Ａ）

「努力を要する」と

判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準【思考・判断・表現】－ ③

生涯を見通した職業選択の在り方

について、身近な働く人へのインタ

ビューを通し自分の考えを具体的に

まとめている。

・生涯を見通した職業選択の大切さと

その意義を実感し、身近な働く人の

実例を基に、自分の考えを自分の言葉

で具体的にまとめている。

・生涯を見通した職業選択の大切

さを実感することができず、自

分の考えを具体的にまとめるこ

とができない。

生徒の状況
・職業選択に関するデータや、先輩

へのインタビューを通して、職業

に就くことについて自分の考えを

もち、自分の言葉でまとめること

ができる。

・働くこと、将来の職業選択を前向き

に捉え、よりよい人生を実現するた

めに大切なことは何か、自分の考え

を自分の言葉で具体的にまとめてい

る。 

・働くことに対して実感をもてず

職業に就くことについて考える

ことができない。

記 述 例
・先輩の現場での姿は、さすが３年

生だと思った。働く現場では様々

な技能を身に付けることが必要だ

と分かった。

・働くことは楽しいだけでなく大変

な面もあるので、今からきちんと

考えていきたい。

・収入を得るために正しい職業選択

を考えたい。
53％

・社会人としての礼儀や挨拶、また専

門知識や技術など、働くためには大

切なことだと思った。

・自分が就きたい職業について、早い

うちから目標をもち、それに向かっ

て努力することが大切だと思った。

・一日一日を無駄にせず、毎日少しず

つでも、夢に向かって近づけるよう

がんばりたい。
47％

・未記入

・働くことがよく分からない

０％

□授業後の課題と改善

本時は言語活動の充実を図る方法としてインタビュー、ＫＪ法、自分の考えのまとめと発表の３つに重点を置いた授業展開を行っ

た。インタビューは家族と先輩の両者から取り、幅広い層から意見を聞くことで自分の考えを深められるよう留意した。

KJ法のグループは、生徒への意識調査の結果を基に同じテーマを選んだ生徒同士で話合いができるよう班分けを行ったが、テーマ

が明確化されていたこともあり、話合いがスムーズに進んだと思う。ＫＪ法は生徒から意見がどんどん出てくるので、それをまとめ

る時間がもっと必要だと感じた。また、授業全体を通して、生徒の意見をできる限り引き出していく工夫があらゆる場面で必要では

ないかと感じた。最後の感想を書くのに時間がかかり、発表時間が充分取れない点が残念だった。




