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生活産業基礎平成１６年度シラバス

教 科 家 庭 単位数 ２単位 学科・学年・コース・組 生活文化科１年 １・２組

生活産業基礎 （実教）使用教科書

○○○○副 教 材 等

「生活産業基礎」はこんな科目です （科目の概要と到達目標）

この科目は、家庭に関する学科に入学したみなさんが最初に学ぶ専門科目です。私たちの生活を支える

衣食住や保育・介護などのヒューマンサービスにかかわる産業と生活とのかかわり、生活産業と職業に関

する学習を通して、将来のスペシャリストへの夢の実現へ向けてがんばる気持ちを高め、家庭に関する学

科でのこれからの３年間の高校生活を、生き生きと充実したものにする科目です。

「生活産業基礎」の学習に当たっては、体験的・主体的な学習活動をとおして、生活と産業とのかか

わりについて理解し、生活に関連する職業などに関心を高めるとともに、必要な知識と技術を進んで習得

しようとする意欲と態度が育つことを目指しています。

あなたはこの科目でこんな力を獲得できます

生活と産業とのかか 生活と産業とのかかわ これらの学習を通し 学習プランに従い、生

わり、生活産業の意 りや生活産業と職業に て、職業生活が自己実 活関連分野のスペシャ

義と役割、生活産業 関する体験的・主体的 現につながることを理 リストとして必要な知

に関心を持ち、それ な学習活動を計画し実 解し、家庭に関する学 識と技術を進んで習得

らについての知識を 践するとともに、その 科のより専門的な学習 しようとする意欲をも

得ます。 成果を自分で的確に表 と卒業後の進路につい って実践し、自己実現

現し評価します。 て考え、具体的な学習 に向けて努力します。

プランを立てます。

関心を持ち、わかるようになる 将来を見通す意欲を高める

「生活産業基礎」の学習の特徴
１ 社会人講師（生活産業で活躍する卒業生など）の講話や産業現場等の見学、就業体験、各種調査な

どにより、生活産業の種類や特徴、関連する職業などについて具体的に体験的に理解します。

２ 体験実習や調査は主にグループごとで行い、情報収集の方法や、討議、分析と考察、情報発信の方

法など、みなさんが計画を立て、主体となって学習できるよう支援します。

３ 職業資格の取得や将来のスペシャリストを目指した学習プランを立て、学習の進行に伴い手直しを

しながら、専門科目への学習に向けて意欲を一層高めます。

、 。４ ２年生からの類型の特徴について学習し 自分の進路と対応した類型を選択できるよう支援します

「生活産業基礎」の評価
１ 評価は「関心・意欲・態度 「思考・判断 「技能・表現 「知識・理解」の４つの観点から行い」 」 」

ます。

２ 定期考査、学習プリントやレポートなどの提出物、ロールプレイングなどの表現活動、学習状況な

どから、総合的に評価します。

３ 体験実習や調査への取り組み状況や成果物について、自己評価や相互評価をします。

強調しておきたいこと
１ この科目を学習していく中で、夢を実現するためにはどのような勉強が必要なのか確認していきま

しょう。

２ 体験実習や調査は主にグループ単位で行います。グループ内の一人一人が協力して積極的に取り組

み自分の考えを表現する力をつけましょう。
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学習の計画

月 学 習 内 容 学 習 活 動 ・ ね ら い 実 験 ・ 実 習 な ど 発展学習・考査など

４ 第１章 「生活産業基礎」を ・生活産業基礎を学ぶ目的を理解する アンケート実施：生活産業関連。
学ぶに当たって ・自分の生活とのかかわりから生活産 職業について

１「生活産業基礎」を学ぶ 業とはどのようなものか理解する。 講演：地域のスペシャリストに
目的 ・ 生活産業」の従事者に求められる資 よる講演「
２「生活産業」とは 質や職業観について考える。 実習：調べ学習「専門科目とス
３「生活産業」で働く人 ・家庭科の専門科目の関連を理解して ペシャリスト」、
に求められること ３年間を見通した学習プランを立て 実習：従事者への聞き取り調査
４「生活産業」のスペシ る。
ャリストへの道

５ 第２章 社会の変化と生活産 ・生活を支える産業の意義と役割を理
業 解する。

１生活と産業とのかかわり ・社会の変化とライフスタイルとの関 実習：調べ学習「価値観」の
２社会の変化とライフスタ 連について関心を持つ。 変化
イルの変化 ・ 豊かさ」とは何かを考え、価値観の「
３産業構造の変化と生活産 現状について理解する。
業の発展 ・産業構造の変化を理解する。 実習：調べ学習「各分野ごと

第３章 生活産業と職業 ・各分野ごとの発展状況を調べ発表す の発展状況」
第１節 食生活関連分野 る。

の産業と職業 ・食に関する意識や価値観の多様化、 実習：地域マップ作成（食関連
１食生活の変化と生活産 外食の増加などの実態を把握する。 産業）
業のかかわり

６ ２食生活関連産業と職業と ・食生活関連産業の種類を理解し、各 実習：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ「販売・サー 中間考査
資格 職業の業務内容や特徴について体験 ビス」 外食産業の施

的に理解する。 実習：商品開発、メニュー開発 設見学

７ ・食生活関連産業に関心を持ち、必要 実習：調べ学習「食生活産業 講演：食生活
第２節 衣生活関連分野の産 な資質に気付く。 の職業と資格」 産業従事者 卒（

業と職業 ・衣生活関連産業の意義と役割を理解 業生）
１衣生活の変化と生活産業 する。
とのかかわり ・人々のファッションに対する関心が 実習：調べ学習「身近な衣料

」高まっている実態を理解する。 品のリサイクルや廃棄

８ 生活産業現場見学 生活産業現場
見学レポート

９ ・マーケティングリサーチ等を基に、 実習：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ「販売・サー 期末考査
商品の企画や生産、販売方法に関心 ビス」 講演：衣生活

２衣生活関連産業の職業と を持ち、必要な資質に気付く。 実習：調べ学習「衣生活産業 産業従事者 卒（
資格 の職業と資格」 業生）

10 第３節 住生活関連分野の産 ・住生活関連産業の意義と役割を理解 実習：テーマ別学習 ハウジングセ
業と職業 する。 ンター

１住生活の変化と生活産業 ・人々の住意識の実態を理解する。 見学
とのかかわり ・住宅のリフォームなどに関心を持ち 実習：調べ学習「住生活産業
２住生活関連産業の職業と 事例研究する。 の職業と資格」
資格 ・住生活関連産業に関する資格や職業

についてまとめ発表する。

11 第４節 ヒューマンサービス ・高齢者福祉サービス、保育所や児童 実習：地域マップ作成（ﾋｭｰﾏﾝｻｰ
関連分野の産業と職業 福祉サービス等の意義や役割につい ﾋﾞｽ関連産業）

１社会の変化とヒューマン て理解する。
サービス

12 ２ヒューマンサービス関連 ・ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ関連分野の職業や資格に 実習：ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ「従事者疑似 中間考査
分野の職業と資格 ついて関心を持ち特徴をまとめ発表 体験」 講演：衣生活

する。 実習：調べ学習「住生活産業 産業従事者 卒（
・ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ従事者に必要な資質や勤 の職業と資格」 業生）
労観・職業観を高める。

１ 第４章 職業生活と自己実現 ・自分の適性を知り、将来の職業に必 実習：作文「将来のスペシャ
１職業生活と生きがい 要な資質や能力を理解する。 リストに向けて」

・将来のスペシャリストを目指した学
習プラン作成のための、進路設計に
ついて理解する。

２ ２将来の生活と学業 ・自己実現に合わせた専門科目の学習 実習： 学習プラン 立案 再「 」 （
への関心を深める。 検討）

、「 」・自己課題を明確にさせ 学習プラン
を手直しして総括する。

３ まとめと反省 ・１年間の学習を反省し、２年生の学 年間の反省・感想 学年末考査
習の目標を決める。


