
小学校 家庭

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨

（１） 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住などについての基礎的な理解と技能を養うとと

もに、それらを活用して課題を解決するために工夫し創造できる能力と実践的な態度の育成を

一層重視する視点から、子どもたちの発達の段階を踏まえ、学校段階に応じた体系的な目標や

内容へと改善を図る。

（２）社会の変化に対応し、次のような改善を図る。

① 少子高齢化や家庭の機能が十分に果たされていないといった状況に対応し、家族と家庭に

関する教育を重視する。

② 食育の推進を図るため、食事の役割や栄養・調理に関する内容を一層充実する。

③ 持続可能な社会の構築の視点から、消費の在り方及び資源や環境に配慮したライフスタイ

ルの確立を目指す指導を充実する。

（３）体験から知識及び技能を獲得し、実際に活用する能力と態度を育成するために、実習や観察、

調査などの実践的・体験的な学習活動をより一層重視するとともに、学習した知識・技能を生

かして自分の生活の課題を解決するために考え工夫するなどの問題解決的な学習をより一層充

実する。

（４） 学校における学習と家庭や社会における実践との結び付きに留意して内容の改善を図る。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

① 教科の目標の改善

・基本的な考え方は現行学習指導要領どおりとし、生涯にわたる家庭生活の基盤となる能

力及び生活をよりよくしようとする実践的な態度を育成する観点から、次の のよう

に改善された。

「基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け」（新学習指導要領全体の表記と統一）

「家庭生活を大切にする心情をはぐくみ」

（衣食住などの生活の営みの大切さに気付くことを重視して、新しく付加）

「家族の一員として生活をよりよくしようとする実践的な態度を育てる」

② 学年の目標の改善

・家庭科で育成する資質や能力を主に、次の３つの側面から具体的に示した。

学年目標（１）・・・家庭生活への関心や意欲

学年目標（２）・・・基礎的・基本的な知識及び技能

学年目標（３）・・・生活をよりよくしようと工夫する能力と実践的な態度

（２）内容の改善

① 内容構成の基本的な考え方と改善

・中学校との体系化（系統性・連続性）を図り、生涯にわたる家庭生活の基盤となる能力

と実践的な態度を育成する観点から、現行の８つの内容を４つの内容に再構成した。

・課題選択となっていたものや内容が広がりやすいものは、内容を整理又は軽減した。

＜例＞・住まい方の学習における小・中学校の内容を整理し、「暑さ・寒さ、通風・換

気及び採光」について小学校で全員に学習させることとした。

・現行学習指導要領の「内容８ 家庭生活の工夫」の内容を軽減し、「内容Ａ 家

庭生活と家族」の中の１つの指導事項とした。

② ガイダンス的な内容と学習全体を貫く視点の設定

・第４学年までの学習を踏まえ２学年間の学習の見通しを立てさせるため、ガイダンス的

＜小学校家庭科＞

「Ａ 家庭生活と家族」

「Ｂ 日常の食事と調理の基礎」

「Ｃ 快適な衣服と住まい」

「Ｄ 身近な消費生活と環境」

◆ 家 庭

＜中学校技術・家庭科（家庭分野）＞

「Ａ 家族・家庭と子どもの成長」

「Ｂ 食生活と自立」

「Ｃ 快適な衣服と住まい」

「Ｄ 身近な消費生活と環境」



小学校 家庭
な内容として【内容Ａ項目⑴】「自分の成長と家族」を設定し、第５学年の最初に履修

させることとした。また、家族の一員として成長する自分を自覚し家庭生活を大切にす

る心情をはぐくむことを目指し、学習全体を貫く視点として「自分の成長」を設定した。

③ 社会の変化に対応する視点からの内容の改善

・少子高齢化の視点から、家族の一員として成長する自分を肯定的にとらえ、家庭生活と

家族の大切さに気付くことを重視し「自分の成長と家族」の項目を設定

・食育の推進の視点から、体に必要な栄養素の種類と働きを中学校から移行

・我が国の伝統的な日常食としての米飯とみそ汁の理解

・持続可能な社会の構築の視点から「身近な消費生活と環境」の内容の設定（身近な物の

選び方や買い方、環境に配慮したものの活用などについて実践的な学習を設定）

（３）言語活動の充実

・言葉を豊かにし、知識・技能を活用して生活の課題を解決する能力をはぐくむ視点から、

次のように言語活動の充実について規定された。

３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度及び平成２２年度の第５学年及び第６学年の家庭の指導に当たっては、現行小

学校学習指導要領第２章第８節に規定にかかわらず、その全部又は一部について新学習指導要

領第２章第８節の規定によることができる。

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

・全部又は一部について新学習指導要領によることができる。

（２）学習指導上の留意事項

・目標及び内容を２学年まとめて示している教科については、特に、平成２２年度の指導に当

たっては翌年度を見通した適切な指導計画を作成して指導し、平成２３年度の指導に当たっ

ては、前年度における指導内容を踏まえて適切な指導計画を作成して指導する。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

① 新学習指導要領による場合

・内容がＡ～Ｄの４つの内容で構成されていることを踏まえ、中学校技術・家庭科の内容

につながる基礎的・基本的な事項を明確にして指導する。

・教科書等の指導内容と新学習指導要領の内容との関連を明確にした上で指導する。

② 現行学習指導要領による場合

・平成２２年度の第５学年の指導計画については、平成２３年度（完全実施）を見通した

指導計画とする。（ガイダンスについては平成２２年度の第５学年から実施するので、

平成２１年度中に指導計画を整備する。）

・新学習指導要領の内容を卒業までに学習できるように２年間を見通した指導計画を作成

し指導する。特に、中学校から移行した五大栄養素の基礎的事項の学習や、「暑さ・寒

さ、通風・換気及び採光」などの指導事項については、漏れのないように留意して指導

計画を作成し、確実に指導を行う。（校区の中学校に指導内容について確実に引き継ぐ。）

（２）授業時数

・以下のとおりとし、授業時数については現行学習指導要領から変更されていない。

＜第５学年＞ ６０時間 ＜第６学年＞ ５５時間

・衣食住などにかかわる生活の様々な言葉を実感を伴って理解する学習活動の充実

・自分の生活における課題を解決するために言葉や図表などを用いて生活をよりよ

くする方法を考えたり、説明したりするなどの学習活動の充実

【内容Ａ項目⑴】自分の成長と家族について、次の事項を指導する。

ア 自分の成長を自覚することを通して、家庭生活と家族の大切さに気付くこと。
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（別紙）

３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点 ・ 強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項

１ 改訂の趣旨

（１）工夫し創造できる能力と実践的な態度の育

成の一層の重視

①発達の段階を踏まえた中学校との体系化

（２）社会の変化への対応

①家族と家庭に関する教育の重視

②食育の推進

③持続可能な社会の構築

（３）実践的・体験的な学習活動、問題解決的な

学習の一層の充実

（４）家庭・地域社会との連携

Ⅱ 目標及び内容

１ 改訂の要点

（１）教科の目標の改善

①「基礎的・基本的な知識及び技能」

②「家庭生活を大切にする心情をはぐくみ」

③「生活をよりよくしようとする」

（２）内容の改善

①中学校の内容との体系化

「内容Ａ 家庭生活と家族」

「内容Ｂ 日常の食事と調理の基礎」

「内容Ｃ 快適な衣服と住まい」

「内容Ｄ 身近な消費生活と環境」

②ガイダンス的な内容の設定

・「Ａ⑴ 自分の成長と家族」

③家族と家庭に関する教育の充実

・学習全体を貫く視点「自分の成長」の設定

④食生活に関する内容の充実

・五大栄養素について、中学校から移行

⑤主体的に生きる消費者としての態度の育成

・「Ｄ 身近な消費生活と環境」の設定

⑥言語活動の充実

２ 具体的な改善の内容

内容Ａ「家庭生活と家族」

【項目⑴】「自分の成長と家族」（新設）

＜ガイダンスとしての役割＞

・第５学年の最初に履修させる。

＜学習全体を貫く視点としての役割＞

・Ａ～Ｄの学習と関連させて取り扱う。 
【項目⑵事項ア】

「自分の分担する仕事ができること。」

・仕事と手伝いの違いを明記した。（分担して

実行する仕事と手伝いでは意識に違いがある

ことに気付くようにし、一時の思いつきや興味

で終わることなく、分担した仕事に責任をもっ

て継続的に実行できるようにする。）

・分担しようとする仕事の内容や手順を調べ

て実践し、実践後に振り返る。仕事の様子

はどうか、もっとよい方法はないか、新しく

できることはないかなどの視点から見直し

て、自分の仕事の改善につなげる。

＜「生活をよりよくしようと工夫する能力」とは＞

・よりよい生活を目指して課題を解決する能力

・家庭生活における身近な課題を様々な角度から考える思

考力、考えたことを基に課題の解決を図るための判断力、

自らの考えを的確に表す表現力など

・中学校技術・家庭科（家庭分野）の内容との系統性や連

続性を重視し、生涯にわたる家庭生活の基盤となる能力

と実践的な態度を育成する。（小学校では、家族の一員

としての自覚をもち、生活における自立の基礎を培う。）

＜「実践的・体験的な活動」とは＞

・目的をもって、衣食住や家族の生活などに関する学習

対象を観察する、触れる、聴く、味わうことなどを通

した直接体験や情報の収集、製作や調理などの実習、

インタビューや実験等の実感を伴った理解の助けとな

る活動（家庭科の学習方法の特質を示している。）

＜「基礎的・基本的な知識及び技能」とは＞

・中学校段階との系統性、一貫性を考慮した上で、日常

生活に必要なもの、応用・発展できるもの、生活にお

ける工夫・創造につながるもの

＜内容Ａ～Ｄの示し方について＞

・Ａ～Ｄは学習の順序を示すものではなく、地域や学校、

児童の実態に応じて題材の構成を工夫し、弾力的に学習

指導ができるようにする。

＜内容Ａ～Ｄの関連について＞

・Ａを、Ｂ・Ｃ・Ｄとかかわらせたり、ＤをＢやＣとかか

わらせたりして具体的に学習することにより、家庭生活

を衣生活・消費生活などと分化してとらえるのでなく、

総合的にとらえることができるようにする。

＜「自分の成長を自覚する」とは＞

・これまでの自分の生活を振り返ることによって、家族に支

えられて成長してきたことに気付くとともに、「してもら

う自分」から「できる自分」へと成長していることに気付

き、これからの自分の成長について展望すること。

＜学習全体を貫く視点として扱う場合の配慮事項＞

・２学年間を見通して、学期や学年の区切りなどの適切な

時期に、成長した自分が実感できるように他の内容と関

連させた題材を効果的に配列する。その際、１時間も２

時間もこのことに時間を割くということではなく、自分

の成長への気付きが段階的に深まるようにする。

例・第５学年の最後に、食に関する題材と組み合わせ

て、「５年生が終わるけれど、どんなことができる

ようになったかな。」と学習の成果を振り返る。

・各題材の導入時には「この題材でできるようになり

たいこと」を、終了時には「できるようになったこ

と」を明らかにし、学習の成果を振り返る。

・第６学年の終わりの学習で、家庭生活をよりよくするた

めの課題を中学校の内容と結び付けてとらえられるよ

うにし、中学校への円滑な接続を図る。
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内容Ｂ「日常の食事と調理の基礎」

【項目⑴事項ア】（新設）

「食事の役割を知り、日常の食事の大切さに気

付く。」

・家庭の食事や給食について振り返り、おいしか

ったことや楽しかったことを話し合ったり、な

ぜ食べるのかについて考えたりする活動などを

通して理解できるようにする。

【項目⑵事項ア】「栄養素の種類と働き」

・五大栄養素の名称や働きを覚えることだけ

に重点を置かず、栄養を考えて食事をとる

ことの大切さが分かるように配慮する。

【項目⑵事項イ】

「食品は主に含まれる栄養素により３つのグル

ープに分けられる」

・グループの主な食品と主な栄養素を関連付

けて指導する。

【項目⑵事項ウ】「一食分の献立」

・食品の組合せに重点を置き、自分が考えた

献立の工夫や栄養のバランスについて発表

したり話し合ったりする活動を取り入れる。

【項目⑶事項ア】「調理に関心をもち」

・食材やその調理過程、でき上がった料理の

味や食べ方などに関心をもち、意欲的に調

理の計画に取り組むように配慮する。

【項目⑶事項イ】「配膳」

・食器の位置に配慮し、我が国の伝統的な配

膳の仕方があることが分かるようにする。

【項目⑶事項エ】「米飯及びみそ汁の調理」

・我が国の伝統的な日常食であることに触れ

る。

【内容の取扱い】食育の充実について明記

・食に関する指導については、家庭科の特質

に応じて、食育の充実に資するよう配慮す

ること。

内容Ｃ「快適な衣服と住まい」

【項目⑴事項ア】「着方を工夫できる」

・学習したことを活用し着方を工夫する能力

をはぐくむために、遠足や宿泊学習などの

具体的な場面を想定し、気象条件や活動内

容に合わせて衣服を選び、実際に確かめて

みる活動などを行う。

【項目⑵事項ア】「仕方が分かり工夫できる」

・工夫する視点を明確にした。

・何がどこにあるか

・必要な物がすぐに取り出せるか

・空間を有効に使えるか

【項目⑵事項イ】（新設）

「季節の変化に合わせた生活の大切さに気付き」

・健康の視点から自然を生かした住まい方の

大切さが分かるようにする。

「快適な住まい方を工夫できる」

・「暑さ・寒さ、通風・換気及び採光」につ

いて、すべての児童に学習させ、学んだこ

とを基に工夫し、実践できるようにする。

【項目⑶事項イ】「製作し、活用できる」

・製作した物を日常生活で活用することを通して

布製品を評価する力を高めるようにする。

・室内の空気調節（夏季の通風又は冬季の換気）について

は、中学校で繰り返して学習しないので、小学校で全員

に確実に指導する。（中学校では、家族の安全に重点を

置いた室内環境の整え方を学習する。）

・「暑さ・寒さ」については、地域によって暑さ・寒さへ

の対処が必要となる度合いが異なるので、いずれかに重

点を置いて題材を構成する。

・衣服は身体に最も近い環境であり、住まいはそれをさら

に外側から取り巻く環境である。人間を取り巻く環境を

快適に整えることへの関心を高め、衣服と住まいを関連

付けて学習できるように、衣と住を合わせた内容構成に

した。

・基礎的・基本的な知識及び技能の定着を図るため、学習

の場面を変えて繰り返し学習できるようにする。

例・項目⑶で飾りとしてのボタン付けを実習した後、再

度、項目⑴で手入れとしてのボタン付けの学習を行

う。手入れとしてのボタン付けの場合は、ボタンホ

ールがあってボタンを付けるようにする。

例・布製品を評価する力を高めるために、製作した物を実

際に使ってみて、自分や家族の感想を発表し合い、相

互に評価し、よりよい活用や改善の方法を探る活動な

どを工夫する。

・食品には複数の栄養素が含まれていることから、必ずし

もいずれかのグループに厳密に分類しなくてもよい場

合があることに配慮して指導する。（児童が混乱しない

ように、教科書通りに教える。）

例・「主にエネルギーのもとになる」グループの食品に

は米や麦、油などがあり、主に炭水化物又は脂質が

多く含まれることが分かるようにする。

・食育については、学校においては、家庭科などの食に関

する指導を中核として、学校の教育活動全体で一貫した

取組を推進する。

・食生活を家庭生活の中で総合的にとらえるという家庭科

の特質を生かし、食育の充実を図る。

＜食に関する内容を家庭科で学ぶ意義＞

①食に関する内容が学習指導要領に示されており、教科

として全ての児童が学習できること。

②内容が発達の段階を踏まえているので、小学校の時期

に必要な学習ができること。

③教科書があり、指導内容が明確で適切な教材を使った

学習ができること。

＜「食事の役割」とは＞

①健康を保つ

②体の成長や活動のもとになる

③人と楽しくかかわる

④和やかな気持ちになる

⑤規則正しい食事が生活のリズム

をつくる

⑥朝食を食べることにより学習や

活動のための体の準備ができる

・中学校での日本食品標準成分表や食事摂取基準、食品群

別摂取量の目安などの学習につなげる内容として、小学

校では五大栄養素の基礎的事項を扱う。 

＜五大栄養素＞

・炭水化物

・脂質

・たんぱく質

・無機質

・ビタミン



小学校 家庭

内容Ｄ「身近な消費生活と環境」

【項目⑴事項ア】「物や金銭の大切さに気付き」

・家庭で扱う金銭は家族が働くことによって

得られた限りあるもので、物や金銭が自分

と家族の生活を支えていることから、それ

らを有効に使うことの重要性に気付くよう

にする。

【項目⑴事項イ】「適切に購入できる」

・身近な物を実際に購入する場面を想定し、

日常生活で実践できるよう配慮する。

【項目⑵事項ア】

「物の使い方などを工夫できる」

・工夫する視点を明確にした。

・長く大切に活用する

・無駄なく使い切る

・他の用途に再利用する

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 道徳との関連（新設）

・道徳教育の目的に基づき、家庭科の特質に応

じて適切な指導をする。

２ 実習の指導（※現行と変更点なし）

・調理に用いる食品については、生の魚や肉は

扱わないなど、安全・衛生に留意すること。

３ 言語活動の充実と家庭科（新設）

（１）生活の中の様々な言葉を実感を伴って理解す

る学習活動の充実

・「健康」「快適さ」などの生活に関連の深い

言葉が、児童自身の中で実感を伴った明確な

概念として形作られるようにする。

・生活の中で生きた言葉となるよう配慮し、人

が生活を営むことのよさやその価値に触れ、

生活への感性を高めていくことができるよう

にする。

（２）課題を解決するために言葉や図表などを用い

て生活をよりよくする方法を考えたり、説明し

たりするなどの学習活動の充実

Ⅳ 移行期間中の留意事項

※現行学習指導要領による場合

・平成２２年度の第５学年の指導計画について

は、ガイダンスも含めて新学習指導要領の内

容を卒業までに履修できるように、２年間を

見通して作成し、確実に指導する。

・現代の消費生活が環境と深くかかわっていることから、

消費生活と環境に関する学習を統合し１つにまとめた。

・物や金銭の活用の視点から生活を見つめ、限りある物や

金銭が大切であることに気付くことができるようにする。

・自分の生活が身近な環境に与える影響に気付き、主体的

に生活を工夫できる消費者としての素地を育てる。

・他の内容との関連を図り、生活で使う身近な物などを取

り上げ、児童や家族の生活と結び付けて考え、実践的に

学習できるようにする。

例・調理実習や生活に役立つ物の製作の学習で使う用

具や材料について、計画を立てて購入したり、無駄

なく使うための工夫を考えさせたりする。

・整理・整頓の学習で出た不用な物を持ち寄り、物の

使い方や購入の仕方について振り返ったり、清掃の

学習ではごみの分別や減量の仕方を工夫させたりする。

・日常生活に必要な基礎的な知識や技能を身に付け、生活

をよりよくしようとする態度を育てることは、生活習慣

の大切さを知り、自分の生活を見直すことにつながる。

・家庭生活を大切にする心情をはぐくむことは、家族を敬

愛し、楽しい家庭を作り、家族の役に立つことをしよう

とすることにつながる。

・中学校から移行した五大栄養素の基礎的事項の学習や、

「暑さ・寒さ、通風・換気及び採光」などの指導事項な

ど、漏れのないように確実に指導する。

・安全・衛生に関することは、引き続いて「はどめ」とし

て残した。中学校で生鮮食品の扱い方について学習する

ので、そのことを学んでいない小学校の段階で、生の魚

や肉を扱うのは安全・衛生上よくない。

・生の魚や肉を総合的な学習等で扱う場合があるが、その

活動を通してねらうものが違う。例えば、総合的な学習

の時間でカレーの肉の扱いを大人が行っても、総合的な

学習の時間のねらいは達成できる。しかし、家庭科では

一人一人の児童に実習を通して、技能（調理操作）を身

に付けさせることをねらっている。

・他教科等において児童が食品を扱う際には、家庭科での

扱いを踏まえるようにする。

例・「沸騰」という言葉を日常的に使っていても、沸騰

した状態を具体的にイメージできる児童は少ない。ほ

うれん草を沸騰したお湯の中でゆでて味わってみる

という活動を通して、「ほうれん草をおいしくゆでる

ことができた」という感動とともに、「沸騰」という

言葉が、児童の生活の中で初めて実感を伴う生きた言

葉となる。

例・「衣服の手入れ」の学習で、まず家庭での洗濯につ

いての問題点を児童の具体的な生活経験と関連付け

ながら家族へのインタビューなどから探ったり、汚れ

た靴下を試し洗いしたりすることで課題をつかむよ

うにする。次に、その課題を追究する場面で、比較実

験や調べる活動を行い、その結果から分かったことや

考えたことを図表やグラフ、言葉にまとめ、それを発

表し合い活用の仕方を考える学習活動を行う。 


