
１ 単元・小単元 第４章 高齢者と生きる １．高齢期と加齢に伴う心身の変化（２時間）

２ 小単元の目標

擬似体験を通して高齢者に関する正しい認識をもたせ、加齢に伴う心身の

変化や現在の高齢者像をつかませる。

高齢者の生活課題に気付かせ、高齢者の気持ちや立場を思いやる心を養い

具体的支援の方法を考えさせる。

３ 本例における

生徒の実態

本校へ入学してくる生徒の中には生活体験が乏しく、学習に対しても消極

的で、基礎的な力が不足している者もいる。しかし、実習となると楽しんで

前向きに取り組む姿がみられ、繰り返しの指導に対して根気強く取り組むこ

とができ、少しずつではあるが自信を付けてきている。

本校では、２年より４コース制（和装・服飾・福祉・食物）をとっており、

１年次においては「家庭総合」「生活産業基礎」の基礎学習と、衣生活・食生

活に関連する「被服製作」「フードデザイン」の履修を通して基礎技術を身に

付けながら、自分の興味・関心について整理し、卒業後の進路を見通して最

も自分に向いているコースの選択ができるように指導している。

子どもや高齢者など福祉分野に興味・関心をもつ生徒が多い一方で、核家

族世帯が多く、同居していても生活の時間が合わないことや生徒自身の祖父

母も若いことなど高齢者の日常生活を身近に感じにくいこともあり、高齢者

について正しく認識がされていないという現状である。また、携帯電話をは

じめ便利な情報機器が氾濫する時代の弊害か、人との直接的な関わりを苦手

としている生徒も多いため、様々な場面でコミュニケーション力を付ける必

要があると思われる。

４ 育 て た い

資質・能力

日本の高齢化社会の様々な現状や課題について理解し、高齢者への関心を高

めることで高齢者に関する正しい認識をもたせたい。また、体験的な学習を

通じて具体的に高齢者の立場に立って心身の状態を理解させ、家庭や地域の

高齢者と関わっていくための能力や態度を養いたい。また、誰もが迎える高

齢期を充実したものにするには、どのような準備が必要かを具体的に考えさ

せ、生涯を見通して考える力を付けさせたい。

明日を拓く 高校 家庭総合 大修館書店

高校生のための生活データブック 大修館書店

明日を拓く高校家庭総合授業ノート 大修館書店

岐阜清流大会選手団サポートボランティア養成講座資料（岐阜大学特別支援教育）

ライフプランノート 校長協会家庭部会

【参考文献】



５ 指導と評価の計画

【単元】 第４章 高齢者と生きる

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間
関心・意欲・態度

１．高齢期と加齢に伴

う心身の変化

○擬似体験学習

○高齢期とはどのような

時期を指すのか学ばせ

る。

・自分がもつ高齢者のイメー

ジを挙げながら、高齢者の

意義や老化で現れる心身の

特徴について理解を深め

る。(高齢者への調査)

１ ①加齢に伴う心身の変化に関

心をもち、思いやりを持っ

て接しようとしている。

（ワークシート１－（１）（２））

○擬似体験を通して加齢

に伴う心身の変化につ

いて理解させる。

○高齢期の心身の変化に

対して、私たちにはど

のようなことができる

か考えさせる。

・擬似体験を通して、高齢者

の身体の状態を理解し、精

神的ストレスが出ることを

知る。

・高齢者の気持ちを理解し、

私たちができること（支援

方法）について考える。

１ ②意欲的に擬似体験に取り組

み、高齢者の心身の特徴を

理解しようとしている。

（ワークシート２－（１））

２．高齢期の生活と家

族・社会のつなが

り

○高齢期の生活について

学ばせる。

○高齢期の生活自立に伴

う課題・問題点につい

て考えさせる。

・高齢者の生活に関心をもち

高齢期の生活実態や生活自

立に伴う問題点について考

え、意見を述べることがで

きる。

１ ③高齢期の生活に関心をも

ち、高齢者の自立を考える

ことは自分の将来に繋がる

問題であると捉え、適切に

関わろうとしている。
（ワークシート３－（１）（４））

３．高齢期の生活設計

と課題

○高齢期の経済生活の実

態を確認させる。

○日本の公的年金制度に

ついて学ばせる。

○高齢者の将来に備えた

生活設計について考え

させる。

・高齢者の経済生活の実態や

医療保険制度のしくみを理

解し、課題を見い出しなが

ら将来の高齢期の迎え方

（生活設計）について考え

る。

１

４．高齢期の豊かな過

ごし方

○高齢期を豊かに過ごす

ためには、どのような

ことが必要か考えさ

せる。

○高齢者のもつ技術、知

恵から様々なことを

学ばせる。

・高齢期を豊かに過ごすため

に今できることは何かを考

える。また、高齢者とのコ

ミュニケーションの取り方

について考え、施設訪問、

ボランティアの場に生かす

力を付ける。

１ ④高齢者の生活を将来の自分

の生活と関連付けて捉えよ

うとしている。

（ワークシート５－（１）（２））

５．人口の高齢化と高

齢者福祉

○高齢化の現状と背景、

高齢社会の課題を考

えさせる。

○日本の高齢社会の特徴

を理解し、外国と比較

し考えさせる。

・高齢化の現状と背景、高齢

社会の課題を国際比較しな

がら考える。

１

○高齢者を支援する社会

システムを理解し、高

齢者のとっての福祉

はどうあるべきか考

えさせる。

・高齢者にとっての高齢者福

祉について考える。また高

齢者の自立支援のために何

ができるか考えを深める。

１



６．介護の必要な高齢

者への支援

○高齢者の生活を支援す

るための社会保障、社

会福祉制度について理

解させる。

・高齢者の社会的支援の様々

な制度を知り、介護保険の

仕組みを理解する。

１

○高齢化に伴う家族・社

会の抱える今後の課題

について考えさせる。

・家族や社会、地域の抱える

課題を探り、高齢者を支援

する地域サービスに関心を

もち自分の住む地域の支援

対策を調べまとめる。

１ ⑤高齢者を支援する地域社会

の福祉サービスに関心をも

ち、自分の住む地域の支援

対策について関心をもって

いる。

（ワークシート７－２（２））

７．介護に対する考え

方と心構え

○介護に対する考え方を

深めさせる。

○高齢者の心理について

考えを深めさせる。

・高齢者に対する介護の特徴

や問題点を生活動作の擬似

体験を通して高齢者の心理

を理解する。

１ ⑥高齢者の介助や介護に関心

をもち、意欲的に取り組ん

でいる。

（ワークシート８－１(２)（３））

○高齢者を介護すると

き、どのようなことに

配慮したらよいか考え

させる。

（片手麻痺体験）

・介護の心構えとコミュニケ

ーションの取り方を知る。

１ ⑦高齢者とのコミュニケーシ

ョンの取り方について関心

をもっている。

（ワークシート８－２（２））

８．介助を通した高齢

者との触れ合い

○介助体験（実習）

○日常生活の介助方法を

学ばせる。

○様々な介助を体験し

て、介護で大切なこと

は何かを考えさせる。

・介助される高齢者の心身の

状態、状況を理解しながら、

その人に適した介助方法を

考え介助計画を立てる。

１

○共に暮らしていく社会

の一員として、高齢者

と触れ合う機会をもた

せる。

○介助実習を通して高齢

者に対する心構えやコ

ミュニケーションの重

要性を理解させる。

・対象者に合わせた介護方法

や、コミュニケーションの

取り方ができ、介助する側、

される側の両面で感じたこ

とをまとめ、発表する。

１

９．充実した高齢期を

送るために

○高齢者の生活自立を支

えるために家族や地

域、社会の果たす役割

について考えさせる。

○充実した高齢期と生活

の質を高めることにつ

いて考えさせる。

・高齢者が暮らしやすい社会

実現のために必要な制度や

役割を総合的に考え、充実

した質の高い高齢期を迎え

るために今できることをま

とめ発表する。

１

総 時 間 数 １４



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

思考・判断・表現 技能 知識・理解 評価方法等

①加齢に伴う心身の変化の特

徴を理解するとともに、個

人差が大きいことを理解し

ている。

（ワークシート１－（３））

ワークシート１「高齢期と加

齢に伴う心身の変化～高齢期

の意義と特徴～」

行動観察

調査

発表

①老化に対する理解と適切

な支援について考えてい

る。
（ワークシート２－（２））

ワークシート２「高齢期と加

齢に伴う心身の変化～疑似体

験～」

行動観察

ペーパーテスト

研究授業

②高齢期の生活の現状と生活

自立に伴う問題について具

体的に考えている。

（ワークシート３－（３））

②高齢期の生活実態や生活自

立に伴う問題点や課題につ

いて理解している。

（ワークシート３－（２））

ワークシート３「高齢期の生

活と家族・社会のつながり」

③高齢者に必要な社会保障制

度や地域環境について調べ

考えている。
（ワークシート４－（１）（２））

④将来自分が高齢期を迎えた

際、どのような社会であっ

て欲しいかを考えている。
（ワークシート４－（４））

③公的年金制度の体系や医療

保険について、理解してい

る。
（ワークシート４－（３））

ワークシート４「高齢期の生

活設計と課題～公的年金制度

医療保険制度～」

レポート

①高齢者との交流（地域ボラ

ンティアや施設訪問など）

を通して、高齢者とコミュ

ニケーションを図ること

ができる。

（ワークシート５－(３)(４)）

④高齢期を豊かに過ごすため

に、健康管理や社会参加が重

要であることを理解してい

る。

（ワークシート５－（１））

ワークシート５「高齢期の豊

かな過ごし方～高齢者の知恵

から学ぶ～」

新聞レポート

②日本の高齢社会の課題に

ついて、外国と比較しなが

ら自己の考えまとめてい

る。

（ワークシート６－１（３））

⑤日本の高齢社会の現状と背

景、特徴、高齢者福祉の理念

について理解している。

（ワークシート６－１(１)(２)）

ワークシート６－１「人口の

高齢化と高齢者福祉～他国と

の福祉制度の比較～」

⑤高齢者にとっての高齢者福

祉について深く考えること

ができている。
（ワークシート６－２(２)(３)）

ワークシート６－２「人口の

高齢化と高齢者福祉～高齢者

にとっての福祉～」



⑥高齢者への社会的支援とし

ての社会保障制度や社会福

祉制度について、介護保険な

どの基礎的な知識を身に付

け理解している。

（ワークシート７－１(１)(２)）

ワークシート７－１「介護の

必要な高齢者への支援～介護

保険のしくみ」

⑥高齢化に伴い、家族や社会

の抱える課題を探るととも

に、その課題解決の方策を

考えている。

（ワークシート７－１(３)(４)）

ワークシート７―２「介護の

必要な高齢者への支援～地域

サービス・サポート～」

新聞レポート

⑦高齢者の介護の特徴や問題

を理解している。

（ワークシート８－１（４））

ワークシート８－１「介護に

対する考え方と心構え～要介

護者の心理～」

⑦介助される人が残存機能を

生かして、自立した生活を

送るために必要な事柄につ

いて考えている。
（ワークシート８－２(１)(３)）

③高齢者介護の心構え（残存

機能を生かす、互いを知

る、サインを読み取る、声

を掛ける）ことを身に付け

ることができる。

（ワークシート８－２（２））

ワークシート８－２「介護に

対する考え方と心構え～介護

体験（片手麻痺援助）から学

ぶ～」

⑧介助する立場、介助される

立場を理解・判断して、高

齢者と適切に触れ合うこと

ができている。

（ワークシート９－１（２））

④日常生活の介助（移動・食

事介助等）を具体的に行う

ことができる。

（ワークシート９－１（３）(４)）

ワークシート９―１「介助を

通した高齢者との触れ合い～

適した介助方法～」

行動観察（実習）

⑤介助する人とされる人（高

齢者）それぞれの立場にた

ち、感じたことをまとめ発

表することができる。

（ワークシート９－２（４））

⑧その人にあったコミュニケ

ーションの方法を理解して

いる。

（ワークシート９－２（３））

ワークシート９－２「介助を

通した高齢者との触れ合い～

コミュニケーションの重要性

～」

行動観察（実習）

⑨高齢者の生活自立支援のた

めに、地域環境を整備する

など自分や家族、地域など

が果たす役割について深く

考えることができている。
（ワークシート１０－（２））

⑥充実した高齢期を迎える

ためには生活の質を高め

ることが大切であること

を理解し、自分たちが今で

きることについてまとめ

て発表することができる。
（ワークシート１０－（３））

ワークシート１０「充実した

高齢期を送るために～私たち

が今できること～」

ペーパーテスト



６ 学習指導案
科 目 名 家 庭 総 合
単 元 名 高齢者と生きる

本時の主題 １．高齢期と加齢に伴う心身の変化 （２時間目／１４時間）

指 導 観

人はこの社会の中で一生を様々な人と関わって過ごす。また、今の社会状況や日々の生活に追われながら

ゆとりもないまま過ごしている現状があり「誰もが老いること」を忘れて暮らしがちである。ライフステー

ジの最終章として高齢期を捉え、将来自分も老いる身として真剣に向き合い、それまでにどのような生き方

をしていくことが高齢期の充実や心身の健康維持につながっていくのか、考える機会としたい。高齢者の心

身の変化や高齢者福祉を理解し、地域や身近な高齢者に対して積極的に関わろうとする態度を育てたい。

本時の目標

白内障の疑似体験を通して、高齢者の見えにくい状態や精神的ストレスを理解させ、支援方法についても考

察させる。

体験から感じたことや学んだ事を生徒同士で伝え合うことで、コミュニケーション力を身に付けさせる。

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

本時の目

標の確認

身体変化の現状を理解しながら疑似体験を行

い、高齢者の生活の中での不便さやストレス

を感じながら支援方法について考えることが

目標であることを知る。

・老眼は生徒達の祖父母の年

齢頃から初期の加齢現象であ

ることも知らせながら本時の

目標を確認する

展

開

40

分

視力低下

の症状の

理解

疑似体験

(白内障)

関わり方

と支援方

法の確認

○予想される生徒の反応

・老眼：近くが見えない

白内障：濁って見える

○予想される生徒の反応

・見にくい・疲れる・見えないことは不自由

である・個人差がある・大きく太い字が見

やすい・提示資料以外がどのように見える

のか観察する。

○予想される生徒の反応

・判別しやすい色としにくい色に気付く。

・背景色によって見え方が異なることが理解

できる。

○予想される生徒の反応

・書いてコミュニケーションを取るときには、

字を大きくはっきり書く。(文具や配色の判

断する)

・暗い時に外へ出ることは危険を伴うため、

一人で外出しないように配慮する。

評価規準【関心・意欲・態

度】②

意欲的に擬似体験に

取り組み、高齢者の心

身の特徴を理解しよ

うとしている。

＜評価方法＞

ワークシート､行動観察

A の例

・感想や考えを互いの意

見を尊重しまとめてい

る。

・高齢者にとって見やす

い表示とはどのようなも

のか総合的に考えてい

る。

評価規準【思考・判断】①

老化に対する理解と

適切な支援について

考えている。

＜評価方法＞

ワークシート・発表

A の例

・高齢者が置かれている

心身の状況を知り、高

齢者への配慮方法や生

活環境の在り方を考え

て記述できている。

<B を実現させるための指導>

・前時のワークシートより、

老眼と白内障の症状につい

て発表するよう促す。

・限られた時間内でグループ

全員が白内障眼鏡を正しく

装着し体験するよう指示す

る。

＜Ｃへの手立て＞

・実際に白内障を患われた方

の視界であることを伝え、

高齢者の立場になって気持

ちを考えさせる。

<B を実現させるための指導>

・配色の異なる「非常口」と

「歩行者用信号」の表示を

提示し考察させる。

・体験学習を通して高齢者へ

の気持ちに配慮し、どのよ

うな関わり方や支援ができ

るか考えさせる。

＜Ｃへの手立て＞

・想像以上の見にくさを確認

させ、高齢者の心情を考え

させる。

高齢者になった自分を想

像し、どのような支えが

あるとよいか考えさせる。

ま

と

め

5

分

本時のま

とめ

次時の予

告

高齢者の多くの人が患う白内障は私たちが思って

いた以上に見えにくく、疲労感を感じるということ

を理解したことで、今後コミュニケーションを取る

際には高齢者の方の気持ちに配慮することと、生活

環境を整えることの大切さを確認する。

・自己評価をさせる。

□工夫している点

・実際に白内障を患い治療された人から助言をいただき、症状と同じ状態に近づけた体験用具を研究し製作した。

・人との関わりをもたせやすくするため、ペアでの体験とグループ内で意見をまとめる場をそれぞれ設け、他者の意見にも耳

を傾けながら自分の考えも伝えやすい場として設定させた。

１．高齢者がかかりやすい「視力低

下」について確認する。

２．体験の方法を知り、「字の見え方」

について 確認し、グループ内で意

見をまとめる。

３．体験の方法を知り「色の見え方」に

ついてグループ内で意見をまとめる。

４．高齢者との関わり方や支援の方

法について考える。



□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【関心・意欲・態度】②

・意欲的に擬似体験に取り組み、高齢者

の心身の特徴を理解している。

・他者の意見にも耳を傾けながら意欲的に疑

似体験に取り組んでいる。高齢者の心身の特

徴の理解を深め、グループとしての意見をま

とめようとしている。

・体験も受け身であり、自分の

考えや思いを持ちながらも、

グループ内で積極的に関わろ

うとしない。

生徒の状況 ・白内障めがねがどのように見えるのか

興味・関心をもって観察している。

・思っていた以上に見えない状態や見に

くさを感じる中で見やすい状態を判断

している。

・判別しやすい色としにくい色に気付き、

背景の色によって見やすい色が変わる

ことに関心をもっている。

・見えないことの不自由さ、見え方には個人

差があることも確認している。

・高齢者にとって見やすい表示とはどのよう

なものか総合的に考えている。

・字の大きさや色に対し、見や

すさや見にくさを体験から感

じながらも、自分の思いを他者

と関わらず、言葉で伝えること

ができていない。

記 述 例 ・小さい字や細い字は見にくい。大きく

はっきり書くと見やすいことが分かっ

た。

・背景色によって見にくい色、見やすい

色があることに気付けた。

・見えない状態は目も気持ちも疲れるこ

とが分かった。

・見えないことは不自由であり、疲れを感じ

ることにつながることに気付けた。

・高齢者にとって見やすい表示は私たちも含

めて誰にでも見やすいものであると思った。

・自分が見にくいものであっても他の人には

見えるということが分かり、それが個人差で

あると分かった。

・見にくかった。

・目が疲れた。

・未記入

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】①

・老化に対する理解と適切な支援につい

て思考・判断ができる。

・高齢者のおかれている心身の状況を知り、

高齢者への配慮方法や過ごす環境の在り方

を総合的に考えて記述できている。

・高齢者への配慮のしかたが

具体的に考えられない。

生徒の状況 ・書いてコミュニケーションを取るとき

には、字を大きくはっきり書く。(文具

や配色の判断する)

・暗い時に外へ出ることは危険を伴うた

め、一人で外出しないように配慮する。

・個人差はあってもかなり見えにくい状態で

あることに気付けた。

・高齢者がおかれている心身の状況を知り、

高齢者への配慮方法や過ごす環境の在り方

を考えて記述できている。

・自分が思っていた以上に見に

くさを感じることはできてい

る。高齢者の心情を積極的に

多場面から考えられない。

記 述 例 ・高齢者と交流するときには、見やすく

大きい字で表示したいと思う。

・ゆずる気持ちでありたい。例えば、電

車やバスなどで席を譲ったり、歩行者

用道路で道を譲ったりしようと思う。

・私たちが時間に余裕をもって行動し、高齢

者のスローな行動にもいらいらしないで見

守ることもボランティア精神の一つである

と思った。

・生活の中で目にするものがどのように見え

るのかもっと理解し、私たちがこれから学校

活動の掲示物を制作するときなども、誰もが

見やすい文字・色に心掛けたい。

・高齢者は大変だと思った。

・高齢者には優しくしないとだ

めだと思う。

・未記入

□授業後の課題と改善

・限られた授業時間で体験できるための、白内障眼鏡の研究をした。黄色がかった色の表現やぼやけて見にくい状態を作る

ことができた。視覚に敏感な生徒は目が疲れやすく，不調を訴える場合があったため，生徒の様子を十分に観察しながら体

験させる必要がある。手作りグッズということもあり、生徒の興味・関心を更に強めることができた。消極的な生徒も見え

方に個人差がある体験であったことで自分の意見をグループで伝えやすくなり、発言できていた。体験のまとめとして標識

を提示したが、時間が迫り自分たちの生活の場での発展の促しがやや薄くなってしまった。授業後、高齢者に興味・関心が

強い生徒は看板やポスター、掲示物が高齢者がどのように見えるのかと疑問を感じ相手の立場にたって考えること、人を思

いやる気持ちの育ちが見られた。

・生徒がいつも受け身の授業にならないようにどう展開していくべきか授業研究・工夫をしていきたい。




