
小学校・家庭科
学習指導要領の改訂及び

新教育課程編成・実施のポイント

平成30年12月
大分県教育委員会

改訂の経緯
◇今の子供たちが活躍する時代
→生産年齢人口の減少，グローバル化の進展
技術革新

◇一人一人が持続可能な社会の担い手として，
個人と社会の成長につながる新たな価値を生み
出していくことが期待される。

◇人工知能（ＡＩ）は飛躍的な進化を遂げ，人工
知能が自ら知識を概念的に理解し，思考し始め
ている。

◇一方で人工知能に思考の目的を与えたり，目的
のよさ，正しさ，美しさを判断できるのは人間
の最も大きな強み。

中央教育審議会答申において
“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という
目標を学校と社会が共有し，連携・協働しながら，新しい
時代に求められる資質・能力を子供たちに育む「社会に
開かれた教育課程」の実現を目指し，学習指導要領等
が，学校，家庭，地域の関係者が幅広く共有し活用でき
る「学びの地図」としての役割を果たすことができるよう，
次の６点にわたってその枠組みを改善するとともに，各
学校において教育課程を軸に学校教育の改善・充実の
好循環を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の実現を
目指すことなどが求められた。
①何ができるようになるか
（育成を目指す資質・能力）
②何を学ぶか
（教科を学ぶ意義と教科等間・学校段階間のつなが
りを踏まえた教育課程の編成）

③どのように学ぶか
（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の
改善・充実）

④子供一人一人の発達をどのように支援するか
（子供の発達を踏まえた指導）
⑤何が身に付いたか
（学習評価の充実）
⑥実施するために何が必要か
（学習指導要領の理念を実現するために必要な方
策）

学校教育＝子供たちが様々な変化に向き合い，
他者と協働して課題を解決していくことや，
様々な情報を見極め知識の概念的な理
解を実現し，情報を再構成するなど新た
な価値につなげていくこと，複雑な状況
の変化の中で，目的を再構築することが
できるようにすることが求められる。

学校教育＝子供たちが様々な変化に向き合い，
他者と協働して課題を解決していくことや，
様々な情報を見極め知識の概念的な理
解を実現し，情報を再構成するなど新た
な価値につなげていくこと，複雑な状況
の変化の中で，目的を再構築することが
できるようにすることが求められる。

予測困難な時代

解説Ｐ.１～２
説明

ポイント1
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ポイント２－①

改訂の基本方針について
解説Ｐ.２～４

【改訂の基本的な考え方】 ア 「社会に開かれた教育課程の重視」
イ 知識及び技能の習得と思考力，判断力，表現力等の育成のバランスを重視する
ウ 道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実

【改訂の基本方針】
○育成を目指す資質・能力の明確化
・「生きる力」をより具体化し，教育課程を通して育成
を目指す資質・能力を
ア 何を理解しているか，何ができるか
（生きて働く「知識・技能」の習得）
イ 理解していること・できることをどう使うか
（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現
力等」の育成）

ウ どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送
るか
（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か
う力・人間性等」の涵養）
の三つの柱に整理。
・知・徳・体にわたる「生きる力」を子供たちに育むた
めに「何のために学ぶのか」という各教科を学ぶ意
義を共有しながら授業の創意工夫や教科書等の教
材の改善を引き出していくことができるようにするた
め，全ての教科等の目標及び内容を三つの柱で再
整理。

○「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業
改善の推進
・子供たちが，学習内容を人生や社会の在り方と結
び付けて深く理解し，これからの時代に求められる
資質・能力を身に付け，生涯にわたって能動的に学
び続けられるようにする。
→学習の質を一層高める授業改善の取り組みを
活性化

イ 授業の方法や技術の改善のみを意図するもので
はなく，児童生徒に目指す能力を育むための授業
改善の視点である。
エ １回の授業で全ての学びが実現されるものでは
なく，単元や題材など内容や時間のまとまりの中で
実現を図る。
オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせるこ
とが重要になる。児童生徒が学習や人生において
「見方・考え方」を自在に働かせることができるよう
にすることに，教師の専門性の発揮が求められる。
カ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題が
ある場合には，その確実な習得を図ることを重視。

説明（１）

－２－

解説Ｐ.４～５

○教育内容の主な改善事項
〔言語能力の確実な育成〕
〔理数教育の充実〕
・必要なデータを収集・分析し，その傾向を踏まえて
課題を解決するための統計教育の充実
(小：算数 中：数学)

・自然災害に関する内容の充実(小中：理科)
〔伝統や文化に関する教育の充実〕
〔体験活動の充実〕
・生命の有限性や自然の大切さ，挑戦や他者との協
働の重要性を実感するための体験活動を充実
（小中：総則）

〔外国語の充実〕
・小学校において，中学年で「外国語活動」を，高学
年で「外国語科」を導入
・小,中,高等学校一貫した学びを重視し，外国語能力
の向上を図る目標を設定するとともに，国語教育と
の連携を図り日本語の特徴やよさに気付く指導の
充実

○生徒や学校，地域の実態を適切に把握し，教育の目的や
目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点
で組み立てていくこと（カリキュラム・デザイン）
○教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと
（ＰＤＣＡサイクル）

○教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保す
るとともにその改善を図っていくことなどを通して，教育課
程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質
の向上を図っていくこと（内外リソースの活用）

【改訂の基本方針】
○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進
・各学校においては，教科等の目標や内容を見通し学
習の基盤となる資質・能力（言語能力，情報活用能力，
問題発見・解決能力等）や現代的諸課題に対応して
求められる資質・能力の育成のためには，教科等横
断的な学習を充実することや，「主体的・対話的で深
い学び」の実現に向けた授業改善を，単元や題材など
の内容や時間のまとまりを見通して行うことが求めら
れる。 →学校全体として，児童生徒や学校，地域の
実態を適切に把握し，教育内容や時間の配分，必要
な人的・物的体制の確保，教育課程の実施状況に基
づく改善などを通して，教育活動の質を向上させ，学
習効果の最大化を図る。

説明（２）

ポイント２－②

「カリキュラム・マネジメント」三つの側面「カリキュラム・マネジメント」三つの側面
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と，学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し，
社会と連携･協働しながら，未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の方向性

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など，新しい時代に求め
られる資質･能力を育成

知識の量を削減せず，質の
高い理解を図るための学習
過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目「公共
（仮称）」の新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し，目標や内容を
構造的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については，些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっ
ており，そうした点を克服するため，重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養

「学習指導要領改訂の基本方針をまとめると･･･（中教審答申補足資料より）

－４－



ポイント２４

移行期間中の留意点

○移行措置の内容
平成３０年度及び平成３１年度の第５学年及び第６学年の家庭科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節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新小学校学習指導要領第２章第
８節の規定によることができる。

○指導計画作成上の留意点

〈現行学習指導要領で教育課程を編成・実施する場合の留意点〉
平成３１年度の第５学年については，全面実施となる平成３２年度を見通して，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，２学年間を見通した指導計画を作成する。

－３７－

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

小学校

５年 ６年

５年 ６年

５年 ６年

○小学校学習指導要領の改訂及び新教育課程編成・実施のポイント（家庭科）

ポイント３

改訂の趣旨 解説P.５～６

【成果】
○普段の生活や社会に出て役立つ，

将来生きていくうえで重要であるなど，児童生徒の学習への関心や有用感が高い

【課題】
○家族の一員として協力することへの関心が低い
○家族や地域の人々と関わることが十分ではない
○家庭での実践や社会に参画することが十分ではない
○家族・家庭生活の多様化

消費生活の変化
グローバル化
少子高齢社会の進展
持続可能な社会の構築等

→今後の社会の急激な変化に主体的に対応すること

【目標とする資質・能力】
○実践的・体験的な活動を通して，家族・家庭，衣食住，消費や環境等についての科学的な理解を図り,それらに

係る技能を身に付けるとともに，生活の中から問題を見出して課題を設定し,それを解決する力や，よりよい生活の
実現に向けて，生活を工夫し創造しようとする態度等を育成することを基本的な考え方とする。

説明

－５－



ポイント４

改善の要点 目標の改善
解説P.12

－６－

【目標の改善】
○教科目標は,育成を目指す資質・能力を三つの柱により明確にし,全体に関わる目標を柱書きとして示すとともに,(1)
として「知識及び技能」を,(2)として「思考力,判断力,表現力等」を,(3)として「学びに向かう力,人間性等」の目標を示
す。
○質の高い深い学びを実現するために,技術・家庭科の特質に応じた物事を捉える視点や考え方（見方・考え方）を
働かせることを示す。

説明

（小学校家庭科 目標）
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験

的な活動を通して，生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。

(1) 家族や家庭，衣食住，消費や環境などについて，日常生活に必要な基礎的な
理解を図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにする。

(2)  日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，様々な解決方法を考え，
実践を評価・改善し，考えたことを表現するなど，課題を解決する力を養う。

(3) 家庭生活を大切にする心情を育み，家族や地域の人々との関わりを考え，
家族の一員として，生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度を養う。

柱書

知識及び技能

思考力,判断力,表現力等

学びに向かう力,人間性等

次ページに
続く

これまでの第５学年と第６学年の目標は，教科の目標としてまとめて示す。

解説P.12～13

－７－

【目標の前文】
○生活の営みに係る見方・考え方を働かせる

家庭科が学習対象としている家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，「協力・協働」，「健康・快
適・安全」，「生活文化の継承・創造」，「持続可能な社会の構築」等の視点で捉え，生涯にわたって，自立し共に活
きる生活を創造できるよう，よい生活を営むために工夫すること。

◎「生活の営みに係る見方・考え方」に示される視点は，家庭科で扱う全ての内容に共通する視点であり，相互に
関わり合う。

◎取り上げる内容や題材構成等によって，いずれの視点を重視するのかを適切に定めることが大切。

説明

前ページから
続く

主として捉える視点について
は，大きい丸で示している。
取り上げる内容や題材構成等
により，どの視点を重視する
のかは異なる。

（小学校家庭科における視点）

「協力・協働」→
「家族や地域の人々との協力」

「生活文化の継承・創造」→
「生活文化の大切さに気付こと」

次ページに
続く



－８－

家庭、技術・家庭ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて（報告）資料２－１平成28年8月26日 前ページから
続く

次ページに
続く

前ページから
続く

－９－



ポイント５

改訂の要点 内容の改善
解説P.８～９

説明（１）

－１０－

次ページに
続く

《内容構成の改善》
○小・中・高等学校の内容の系統性の明確化

・小・中・高等学校の内容の系統性を明確にし，各内容の接続が見えるようにした。
・現行の四つの内容を三つにした。

○空間軸と時間軸の視点から学校段階別に学習対象を整理
・空間軸の視点では，「家庭」，「地域」，「社会」という空間的は広がりから，学習対象を捉える。
・時間軸の視点では，「これまでの生活」，「現在の生活」，「生涯を見通した生活」という時間的な広がりから学習対
象を捉える。

◎小学校の場合 ： 空間軸の視点＝主に自己と家庭
時間軸の視点＝現在及びこれまでの生活

○学習過程を踏まえた育成する資質・能力の明確化
・各内容の各項目は，原則として，指導事項をア，イで構成 ア 「知識及び技能」の習得

イ 「思考力・判断力・表現力等」の育成

〈現行の小学校家庭科〉

「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」

〈小学校家庭科〉
〈中学校技術・家庭（家庭分野）〉

「Ａ 家族・家庭生活」
「Ｂ 衣食住の生活」
「Ｃ 消費生活・環境」

家庭、技術・家庭ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて（報告）資料３－１平成28年8月26日

－１１－

前ページから
続く



ア「知識及び技能」
の習得

ア「知識及び技能」
の習得

イ「思考力・判断力・
表現力等」の育成

イ「思考力・判断力・
表現力等」の育成

新旧対照表P１６５

ポイント６

「Ａ 家族・家庭生活」のねらい及び指導上の配慮事項
解説P.20

【改訂の要点】

小・中・高等学校の内容の系統性を図り，少子高齢社会の進展に対応

○ガイダンスの履修について
「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアについては，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もたせるた

めのガイダンスとして，第５学年の最初に履修させる。

○「Ａ家族・家庭生活」の（１）のアを履修する際は，生活の営みに係る見方・考え方について触れ， 「Ａ家族・家庭生
活」，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」の学習と関連させて扱う。

○「家族・家庭生活の課題と実践」について
「Ａ家族・家庭生活」の(4)については，実践的な活動を家庭や地域などで行うことができるよう配慮し，２学年間で
一つ又は二つの課題を設定して履修させることとしている。その際，「Ａ家族・家庭生活」の(2)又は(3)，「Ｂ衣食住の
生活」，「Ｃ消費生活・環境」で学習した内容との関連を図り，課題を設定できるようにする。

○幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わりを新設された。

説明

－１２－

ねらい
課題をもって，家族や地域の人々と協力し，よりよい家庭生活に向けて考え，工夫する活動を通して，自分の成長を

自覚し，衣食住などを中心とした生活の営みの大切さに気付くとともに，家族・家庭生活に関する知識及び技能を身
に付け，日常生活の課題を解決する力を養い，家庭生活をよりよくしようと工夫する実践的な態度を育成する。



ポイント７

「Ａ 家族・家庭生活」の指導のポイント・留意点
解説P.21～23

☆ここでは，これまでの自分を振り返るとともに，ＡからＣまでの各内容の学習と
関連させ，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や，家庭生活が家族の協力によって
工夫して営まれていることに気付くことをねらいとしている。

（内容の取扱い）
（1）のアについては，ＡからＣまでの各内容の学習との関連を図り，日常生活における様々な問題につい
て，家族や地域の人々との協力，健康・快適・安全，持続可能な社会の構築等を視点として考え，解決に向
けて工夫することが大切であることに気付かせるようにすること。

（指導計画の作成）
第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」から「Ｃ消費生活・環境」までの各項に配当する授業時数及び各項目の
履修学年については，児童や学校，地域の実態等に応じて各学校において適切に定めること。その際，「Ａ
家族・家庭生活」の（1）のアについては，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持たせ
るために，第５学年の最初に履修させるとともに，「Ａ家族・家庭生活」，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費
生活・環境」の学習と関連させるようにすること。 ←ガイダンス
※例えば，小学校入学時からの自分を振り返り,自分の回りでどのような衣食住の生活が営まれていたか,そ
れらは自分の成長にどのように関わってきたかについて話し合う活動が考えられる。また、家庭科の目標に
挙げた生活の営みに係る見方・考え方に触れるようにする。例えば，「どのような家庭生活を送りたいか」
と問えば「健康に」，「快適に」，「安全に」といった見方・考え方につながる発言が生まれる。こうした
発言を内容Ａ～Ｃの学習につなげていく。

説明

－１３－

(1) 自分の成長と家族・家庭生活
ア 自分の成長を自覚し,家庭生活と家族の大切さや家庭生活が家族の協力によ

って営まれていることに気付く。

○「家族」に「家庭生活」
が追加。
○「協力」の視点となる,
「家庭生活が家族の協力
によって営まれているこ
と」が追加。

ポイント８

「Ａ 家族・家庭生活」の指導のポイント・留意点
解説P.23～26

☆ここでは，家庭生活と仕事について，課題をもって，家庭の仕事と生活時間に
関する基礎的・基本的な知識を身に付け，家族の一員として生活時間の使い方を
考え，家庭の仕事の計画を工夫することができるようにすることをねらいとして
いる。

（内容の取扱い）
(2)のイについては，内容「Ｂ衣食住の生活」と関連を図り，衣食住に関わる
仕事を具体的に実践できるように配慮すること。
※例えば，衣食住や家族に関わる仕事について，Ｂ(6)「快適な住まい方」の
整理・整頓や清掃の仕方を取り上げ，効率よく整理・整頓や清掃を行うために，家族と協力して分担するた
めの実践計画を考え，工夫する活動などが考えられる。なお，児童の家庭の状況を十分配慮し，家庭との連
携を図るようにする。

○アについては，家族の仕事の分担と生活時間の有効な使い方を関連付けて扱うように配慮する。例えば，家
庭の仕事については，家庭での家族の仕事を観察したり，インタビューしたりするなどの活動を取り入れる
ことが考えられる。また，生活時間については，自分と家族の生活時間の使い方を比較するなどして，家族
の生活や家庭の仕事と関連付けて，自分の生活時間の使い方を見直す活動などが考えられる。

説明

－１４－

(2) 家庭生活と仕事
ア 家庭には，家庭生活を支える仕事があり，互いに協力し分担する必要が

あることや生活時間の有効な使い方について理解すること。
イ 家庭の仕事の計画を考え，工夫すること。

○「自分や家族の生活」が
「家庭生活」に変更。家庭
の仕事の分担について「互
いに協力し」及び分担する
「必要があること」を理解す
ることとして追加。
○イは,「思考力,判断力,表現
力等」について示したもの
であり,アで身に付けた「知
識及び技能」を活用し，家族
との協力や，健康・快適・安
全などの視点から，家庭の仕
事の計画を考え，工夫するこ
とができるようにすることを
意図している。



ポイント９

「Ａ 家族・家庭生活」の指導のポイント・留意点 解説P.26～27

☆ここでは，家族や地域の人々との関わりについて，課題をもって，家族と
の触れあいや団らん及び，地域の人々との協力の大切さを理解し，家族や地
域の人々とのよりよい関わりを考え，工夫することができるようにすること
をねらいとしている。

（内容の取扱い）
(3)については，幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わりについても扱うこと。ま
た，イについては，他教科等における学習との関連を図るよう配慮すること。
※家族との触れ合いや団らんについては，例えば，会話や遊びなど家族と直接的な触れ合いができる場と時
間を作り出し，家族にお茶を入れたり，果物や菓子など供したりすることを計画するなど，楽しく和やかに
過ごすために工夫する活動などが考えられる。地域の人々との関わりについては，例えば，児童会活動にお
ける低学年の児童との交流活動を機会に，布を使って製作したものをプレゼントしたり,一緒に遊んだりす
ることを計画（家庭科）するなど,関わり方を工夫する活動（総合）等が考えられる。

○ア(ｲ)では,家庭や地域と積極的に連携を図り，具体的な場面から，家庭生活と地域とのつながりや地域の
人々との協力の大切さについて気付くことができるよう配慮する。例えば， 他教科等で行った交流活動等を
振り返って，地域の人々との協力について話し合ったり，地域にはどのようなルールやマナーがあるのかを
調べたりする活動などが考えられる。

説明

－１５－

(3) 家族や地域の人々との関わり
ア 次のような知識を身に付けること。
(ｱ) 家族との触れ合いや団らんの大切さについて理解すること。
(ｲ) 家庭生活は地域の人々との関わりで成り立っていることが分かり，地

域の人々との協力が大切であることを理解すること。
イ 家族や地域の人々とのよりよい関わりについて考え，工夫すること。

○「近隣の人々」を「地域の
人々」に変更。
○「家庭生活は地域の人々との
かかわりで成り立っているこ
と」が分かること，「地域の
人々との協力が大切であるこ
と」を理解することが追加。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技
能」を活用し，日家族や地域の
人々との協力などの視点から，
よりよい関わりについて考え，
工夫することができるようにす
ることを意図している。

ポイント１０

☆ここでは，(2)又は(3)の学習を基礎とし，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生
活・環境」で学習した内容と関連を図り，日常生活の中から問題を見いだして
課題を設定し，様々な解決方法を考え，計画を立てて実践した結果を評価・改
善し，考えたことを表現するなどの学習を通して，課題を解決する力と生活を
よりよくしようと工夫する実践的な態度を養うことをねらいとしている。

（指導計画の作成）
第２の内容の「Ａ家族・家庭生活」の(4)については，実践的な活動を家庭や地域などで行うことができる
よう配慮し，２学年間で一つ又は二つの課題を設定し履修させること。その際，「Ａ家族・家庭生活」の
(2)又は(3)，「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」で学習した内容との関連を図り，課題を設定でき
るようにすること。
※例えば「Ａ家族・家庭生活」(2)と「Ｂ衣食住の生活」(5)を関連させて，家族が互いに協力し合って家庭
生活を送ることを課題として設定し，家族が家庭の仕事をする際に役立つ物を，布を用いて作る計画を立て
て実践し，評価・改善するなどの活動が考えられる。また，「Ａ家族・家庭生活」(3)と，「Ｂ衣食住の生
活」(2)及び，「Ｃ消費生活・環境」(1)と関連を図って，地域の高齢者や幼児，低学年の児童が参加する行
事等で，交流したり協力したりすることを課題として設定し，交流会へ向けて，簡単な調理や必要な材料な
どを購入する計画を立てて実践し，評価・改善する活動なども考えられる。個人又はグループで課題解決に
取り組むことが考えられる。
※実践の場は家庭や地域など。（「など」は家庭や地域で実践が難しい場合，実践の場を学校とするため）

・中学校，高等学校へのつながり 中学校：「生活の課題と実践」 高等学校：「ホームプロジェクト」

説明

－１６－

(4) 家族・家庭生活についての課題と実践
ア 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，よりよい生活を考え，

計画を立てて実践できること。

○中学校の「生活の課題と実
践」に繋がる学習として,「家
族・家庭生活についての課題と
実践」を新設
○家庭科で学習したことを基に,
児童に身近な日常生活の中から,
課題を設定し,問題解決的な学
習を行う。その際,計画,実践,評
価,改善という一連の学習活動
を重視しながら,学習を行うこ
とが求められている。

「Ａ 家族・家庭生活」の指導のポイント・留意点
解説P.27～31



ポイント１１

「Ｂ 衣食住の生活」のねらい及び指導上の配慮事項 解説P.32～33

【改定の要点】
小・中・高等学校の内容の系統性，学習対象の明確化
○内容を小・中学校ともに食事の役割，栄養・献立，調理の三つにしている。
○「食事の役割」の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた「健康」などの視点と関連させて，食事の大切さ
に気付かせる。

○ゆでる材料として青菜・じゃがいもなど，題材を指定している。
米飯及びみそ汁の調理においては，和食の基本となるだしの役割について触れる。

○「製作に役立つ物の製作」を「生活を豊かにするための布を用いた製作」としている。
○日常生活で使用する物を入れる袋などの製作を扱う。
○「衣服の主な働き」の学習では「Ａ家族・家庭生活」の(1)で触れた「健康・快適・安全」などの視点と関連させて，衣
服の着用、手入れの大切さに気付かせる。

○中学校で扱う「住居の基本的な機能」のうち、「風雨，寒暑など自然から保護する働き」を小学校の「住まいの主な働
き」として扱う。

○「住まいの働き」の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた「健康・快適・安全」などの視点と関連させて，
住居の大切さに気付かせる。
中学校で扱っていた「音と生活との関わり」を小学校の内容としている。

説明

－１７－

ねらい
課題をもって，健康・快適・安全で豊かな食生活，衣生活，住生活に向けて考え，工夫する活動を通して，食生活，

衣生活，住生活に関する知識及び技能を身に付けるとともに，それらの課題を解決する力を養い，衣食住の生活をよ
りよくしようと工夫する実践的な態度を育成する。

（内容の取り扱い）
内容の「Ｂ衣食住の生活」については，次のとおり取り扱うこと。日本の伝統的な生活についても扱い，生活文化に

気付くことができるよう配慮すること。

ポイント１２

「Ｂ 衣食住の生活」の食生活の指導のポイント・留意点
解説P.34～36

☆ここでは，食事の役割が分かり，課題をもって，日常の食事の大切さと
食事の仕方について理解し，楽しく食事をするために日常の食事の仕方を
工夫することができるようにすることをねらいとしている。

○「食事の役割」の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた
「健康」などの視点と関連させて，食事の大切さに気付かせる。

※「なぜ食べるのか」は「健康」に関わっている。「なぜ食べるのか」という理由が理解されていないと
行動に結びついていかない。

○アについては，家庭での食事や学校給食などについて振り返り，食事の役割や食事の仕方について話し合う
活動を取り入れ，具体的に理解できるよう配慮する。例えば，食事の仕方については，お茶の入れ方・供し
方や食事の配膳の仕方について実物や情報機器等を活用したり，はしや食器の扱い方など日常の食事の仕方
について，調理実習の試食を振り返ったりして具体的に考えさせたりする活動などが考えられる。

○イについては，楽しく食べるための食事の仕方を考え，食事の計画を立てたり，実践したことを評価・改
善したりする際，グループや学級内で交流するなどの活動を工夫し，児童が考えを広げたり深めたりできる
よう配慮する。例えば，学校給食の時間を利用し，Ａ(3)「家族や地域の人々との関わり」と関連させて，低
学年の児童と共に楽しく食べるための計画を立て，自分の食事の仕方を自覚し，改善するために考え，工夫
する活動などが考えられる。

説明

－１８－

(1) 食事の役割
ア 食事の役割が分かり，日常の食事の大切さと食事の仕方について理解す

ること。
イ 楽しく食べるために日常の食事の仕方を考え，工夫すること。

○内容を，小・中学校ともに食
事の役割，栄養・献立，調理の
三つの項目で構成。
○「食事の仕方」を明記。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技
能」を活用し，楽しく食べるた
めに，健康などの視点から食事
の仕方を考え，工夫することが
できるようにすることを意図し
ている。



ポイント１３

☆ここでは，ゆでたり，いためたりする調理や米飯及びみそ汁の調理に
ついて，課題をもって，調理に関する基礎的・基本的な知識及び技能を
身に付け，おいしく食べるために調理計画を考え，調理の仕方を工夫することができるようにすることをねら
いとしている。

（内容の取扱い）
(2)アの(ｴ)については，ゆでる材料として青菜やじゃがいもなどを扱うこと。(ｵ)については，和食の基本
となるだしの役割についても触れること。
※題材指定の「青菜とじゃがいも」は水からゆでるものと沸騰してからゆでるものがあることや，ゆでるこ
とによりかさが減り，多くの量を食べることができるなどの調理の特性を理解できるようにするため，必ず
扱う。
※だしの役割に触れるなど，日本の伝統的な食文化の大切さにも気付くことができるようにしている。

説明

－１９－

(2) 調理の基礎
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 調理に必要な材料の分量や手順が分かり，調理計画について理解する

こと。
(ｲ) 調理に必要な用具や食器の安全で衛生的な取扱い及び加熱用調理器具

の安全な取扱いについて理解し，適切に使用できること。
(ｳ) 材料に応じた洗い方，調理に適した切り方，味の付け方，盛り付け，

配膳及び後片付けを理解し，適切にできること。
(ｴ) 材料に適したゆで方，いため方を理解し，適切にできること。
(ｵ) 伝統的な日常食である米飯及びみそ汁の調理の仕方を理解し，適切に

できること。
イ おいしく食べるために調理計画を考え，調理の仕方を工夫すること。

○「(2)調理の基礎」と「(3)栄養
を考えた食事」の項目順を変更。
○「こんろ」から「加熱用調理器
具」へ変更。
○「材料に応じた洗い方」，「調
理に適した切り方」と目的を明記。
○「材料に適したゆで方，いため
方」と目的を明記。
○「伝統的な日常食である」を追
加，強調。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技能」
を活用し，おいしく食べるために，
健康・安全などの視点から，調理
計画や調理の仕方を考え，工夫す
ることができるようにすることを
意図している。

次ページに
続く

「Ｂ 衣食住の生活」の食生活の指導のポイント・留意点 解説P.36～43

解説P.36～43

(内容の取扱い）
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。

(実習の指導）
調理に用いる食品については，生の魚や肉については扱わないなど安全・衛生に留意すること。また、食物
アレルギーについても配慮すること。
※調理の基礎的事項を学習しておらず，生の魚や肉については，衛生的な取り扱いが難しい。
※食物アレルギーを有する児童については，材料にアレルギーを引き起こす食品が含まれていないか，調理
器具等に付着していないかなど，児童の状況に応じて，事故のないよう細心の注意を払う。

(指導計画の作成）
第２の内容の「Ｂ衣食住の生活」の(2)及び(5)については，学習の効果を高めるため，２学年にわたって取

り扱い，平易なものから段階的に学習できるよう計画すること。

○内容を小・中学校ともに食事の役割，栄養・献立，調理の三つにしている。
※小学校では，(2)「調理の基礎」(3)「栄養を考えた食事」という項目順。
調理を通して食品を扱った後に，料理や食品をどのように組み合わせて食べるのかを学習することにより，
栄養・献立の基礎を確実に習得できるようにする。

○アの(ｳ)について，味の付け方は，食塩，しょうゆなどの塩味による味付けを中心とする。

○イについては，調理の仕方を考えて計画を立てたり，実践したことを評価・改善したりする際，グループ
や学級内で交流するなどの活動を工夫し，児童が考えを広げたり深めたりできるよう配慮する。また，児童
が課題を解決できた達成感や，調理する喜びを味わい，次の学習に主体的に取り組むことができるようにす
る。例えば，米飯とみそ汁，ゆでたりいためたりする調理，それらを組み合わせた朝食などについて，調理
計画を考え，調理の仕方を工夫する活動などが考えられる。さらに，学校での学習を家庭での実践として展
開し，実生活で活用するために，調理計画においては，一人で調理する場合の計画についても考えることが
できるよう配慮する。

説明

－２０－

前ページから
続く



ポイント１４

☆ここでは，栄養を考えた食事について，課題をもって，栄養素の種類と
主な働き，食品の栄養的特徴及び１食分の献立に関する基礎的・基本的な
知識を身に付け，栄養を考えた食事を工夫することができるようにすることをねらいとしている。

（内容の取扱い）
(3)のアの(ｱ)については，五大栄養素と食品の体内での主な働きを中心に扱うこと。(ｳ)については，献立
を構成する要素として主食，主菜，副菜などについて扱うこと。
※(3)のアの(ｳ)では，米飯とみそ汁を中心とした１食を扱い，具体的に献立作成の方法が理解できるように
配慮する。例えば，主菜，副菜を例示の中から選択し，献立に含まれる食品を三つのグループに分けて栄養
バランスを確認する活動などが考えられる。

（内容の取扱い）
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。また，第４学
年までの食に関する学習との関連を図ること。

○イについては，１食分の献立を考える際，グループや学級内で交流するなどの活動を工夫し，児童が考えを
広げたり深めたりできるよう配慮する。また，日常生活において活用できるよう配慮する。例えば，調理実
習と関連を図り，米飯とみそ汁，ゆでたりいためたりしたおかずにどのような料理や食品を加えれば１食分
の献立として栄養のバランスがよくなるのかを考え，工夫する活動などが考えられる。

説明

－２１－

(3) 栄養を考えた食事
ア 次のような知識を身に付けること。
(ｱ) 体に必要な栄養素の種類と主な働きについて理解すること。
(ｲ) 食品の栄養的な特徴が分かり，料理や食品を組み合わせてとる必要が

あることを理解すること。
(ｳ) 献立を構成する要素が分かり，１食分の献立作成の方法について理解

すること。
イ １食分の献立について栄養のバランスを考え，工夫すること。

○「(2)調理の基礎」と「(3)栄養
を考えた食事」の項目順を変更。
○「主な働き」と明記。
○「料理や食品を組み合わせて」
と追記。
○「献立を構成する要素」と追加。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技能」
を活用し，健康などの視点から，
栄養のバランスを考え、１食分の
献立を工夫することができるよう
することを意図している。

「Ｂ 衣食住の生活」の食生活の指導のポイント・留意点 解説P.43～48

ポイント１５

「Ｂ 衣食住の生活」の衣生活の指導のポイント・留意点
解説P.49～52

☆ここでは，衣服の着用と手入れについて，課題をもって，衣服の主な働き
や季節や状況に応じた日常着の快適な着方や手入れの仕方に関する基礎的・
基本的な知識及び技能を身に付け，着用と手入れの仕方を工夫することがで
きるようにすることをねらいとしている。

○アの(ｱ)の衣服の主な働きの学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた「健康・快適・安全」など
の視点と関連させて，衣服の着用，手入れの大切さに気付かせるようにしている。

○（４）ア(ｲ)の洗濯方法は手洗い中心として学習。洗剤については，働きなどは中学校で扱うので，量を
中心に扱い，洗剤の量を考えた水を無駄にしない洗濯の仕方についても触れるようにする。

○イについては，解決方法を考え，計画を立てたり，実践したことを評価・改善したりする際，グループや
学級内で交流するなどの活動を工夫し，児童が考えを広げたり深めたりできるよう配慮する。また，児童
が課題を解決できた達成感や，実践する喜びを味わい，次の学習に主体的に取り組むことができるように
する。

説明

－２２－

(4) 衣服の着用と手入れ
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 衣服の主な働きが分かり，季節や状況に応じた日常着の快適な着方に

ついて理解すること。
(ｲ) 日常着の手入れが必要であることや，ボタンの付け方及び洗濯の仕方

を理解し，適切にできること。
イ 日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え，工夫すること。

○主として日常着の保健衛生上及
び生活活動上の働きを扱い，衣服
の働きが相互に関連しあって，季
節や状況に応じた快適な着方につ
ながっていることを理解する。
○「～分かり，できること」を
「～理解し，適切にできること」
のように変更。
○イは,「思考力,判断力,表現力等」
について示したものであり,アで身
に付けた「知識及び技能」を活用
し，健康・快適などの視点から，
日常着の快適な着方や手入れの仕
方を考え，工夫することができる
ようにすることを意図している。



ポイント１６

「Ｂ 衣食住の生活」の衣生活の指導のポイント・留意点 解説P.53～57

☆ここでは，布を用いた製作を通して，課題をもって，製作に必要な材料や
手順，製作計画，手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の
安全な取扱いに関する基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け、製作計画
を考え，製作を工夫することができるようにすることをねらいとしている。

（内容の取扱い）
(5)については，日常で使用する物を入れる袋などの製作を扱うこと。
※製作における基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得するため，
一部の題材を指定している。
※布を用いた製作において大切なゆとりや縫いしろの必要性を理解できる「袋」を題材として指定。

（指導計画の作成）
第２の内容の「Ｂ衣食住の生活」の(2)及び(5)については，学習の効果を高めるため，２学年にわたって取

り扱い，平易なものから段階的に学習できるよう計画すること。

○「製作に役立つ物の製作」を中学校と同様に，「生活を豊かにするための布を用いた製作」としている。

説明

－２３－

(5) 生活を豊かにするための布を用いた製作
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 製作に必要な材料や手順が分かり，製作計画について理解すること。
(ｲ) 手縫いやミシン縫いによる目的に応じた縫い方及び用具の安全な取扱

いについて理解し，適切にできること。
イ 生活を豊かにするために布を用いた物の製作計画を考え，製作を工夫す

ること。

○「生活に役立つものの製作」と
して扱ってきた布を用いた製作
を，「生活を豊かにするための
布を用いた製作」としたことが
大きな変更点。
○「ミシンを用いた直線縫い」を，
「ミシン縫い」に変更。
○イで製作計画を考え，製作を工
夫するために，「製作に必要な
材料や手順が分かり，製作計画
について理解する」を新設。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技
能」を活用し，健康・快適・安
全などの視点から，生活を豊か
にするために布を用いたものの
製作計画や製作方法を考え，工
夫することができるようにする
ことを意図している。

ポイント１７

☆ここでは，快適な住まい方について，課題をもって，季節の変化に合わせ
た住まい方，住まいの整理・整頓や清掃に関する基礎的・基本的な知識及び
技能を身に付け，快適な住まい方を工夫することができるようにすることを
ねらいとしている。

（内容の取扱い）
(6)のアの(ｱ)については，主として暑さ・寒さ，通風・換気，採光，及び音を取り上げること。暑さ・寒さ
については，(4)のアの(ｱ)の日常着の快適な着方と関連を図ること。
※中学校で扱っていた「音と生活との関わり」を小学校の内容とした。音については，学校周辺や家庭での
様々な音を取り上げ，音には快適な音や騒音となる不快な生活音があることを理解できるようにする。

○「住まいの主な働き」の学習を通して，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた健康・快適・安全などの
視点と関連させて，住生活の大切さに気付かせる。

○中学校で扱う「住居の基本的な機能」のうち，「風雨，寒暑などの自然から保護する働き」を小学校の「住
まいの主な働き」として扱う。

○カビ・ダニ等（中学校で扱っていた）は，小学校の内容「通風・換気」や「清掃」と関連させて扱うことな
どが考えられる。

説明

－２４－

(6) 快適な住まい方
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 住まいの主な働きが分かり，季節の変化に合わせた生活の大切さや住

まい方について理解すること。
(ｲ) 住まいの整理・整頓や清掃の仕方を理解し，適切にできること。
イ 季節の変化に合わせた住まい方，整理・整頓や清掃の仕方を考え，快適

な住まい方を工夫すること。

○中学校の「住居の基本的な機
能」の一部を「住まいの主な働
き」として新たに扱う。
○知識及び技能を「理解するこ
と」「適切にできること」として
統一的に表記。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,ア
で身に付けた「知識及び技能」を
活用し，健康・快適・安全などの
視点から，季節の変化に合わせた
住まい方及び整理・整頓や清掃の
仕方を考え，工夫することができ
るようにすることを意図している。

「Ｂ 衣食住の生活」の住生活の指導のポイント・留意点 解説P.58～63



ポイント１８

「Ｃ 消費生活・環境」のねらい及び指導上の配慮事項
解説P.64～70

【改定の要点】

小・中学校の内容の系統性を図り，自立した消費者を育成するため，消費者教育に関する内容の一層の充実を図
る。

○「買い物の仕組みや消費者の役割」を新設し，中学校における「売買契約の仕組み」や「消費者の基本的な権利
と責任」，「消費者被害の背景とその対応」の基礎となる学習ができるようにしている。

○消費生活と環境に関する学習の関連を図ることにより，限りある物や金銭が大切であることや，自分の生活が身近
な環境に与える影響に気付き，持続可能な社会の構築に向けて，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。

○(1)の「消費者の役割」の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた「持続可能な社会の構築」の視点と関
連させて，消費生活や環境に配慮した生活の大切さに気付くことができるようにしている。

説明

－２５－

ねらい
課題をもって，持続可能な社会の構築に向けて身近な消費生活と環境を考え，工夫する活動を通

して，消費生活・環境に関する知識及び技能を身に付けるとともに，それらの課題を解決する力を
養い，身近な消費生活と環境をよりよくしようと工夫する実践的な態度を育成する。

ポイント１９

「Ｃ 消費生活・環境」の指導のポイント・留意点
解説P.65～68

☆ここでは，物や金銭の使い方と買物について，課題をもって，買物の仕組み
や消費者の役割，家族の生活を支えている物や金銭の大切さと計画的な使い方について理解し，身近な物の選
び方、買い方に関する基礎的・基本的な知識及び技能を身に付け，工夫することをねらいとしている。

（内容の取扱い）
・(1)については，内容の「Ａ家族・家庭生活」の(3)，「Ｂ衣食住の生活」の(2)，(5)及び(6)で扱う用具
や実習材料などの身近な物を取り上げること。
・(1)のアの(ｱ)については，売買契約の基礎について触れること。
※「買物の仕組みや消費者の役割」を新設→中学校における「売買契約の仕組み」「消費者の基本的な権利
と責任」「消費者被害の背景とその対応」の基礎となる学習ができるようにしている。

○消費生活と環境に関する学習の関連を図る。限りある物や金銭が大切であること，自分の生活が身近な環境
に与える影響に気付く→持続可能な社会の構築に向けて，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。

○(1)の「消費者の役割」の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアで触れた「持続可能な社会の構築」の
視点と関連させて，消費生活や環境に配慮した生活の大切さに気付くことができるようにしている。

説明

－２６－

(1) 物や金銭の使い方と買物
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 買物の仕組みや消費者の役割が分かり，物や金銭の大切さと計画的な

使い方について理解すること。
(ｲ) 身近な物の選び方，買い方を理解し，購入するために必要な情報の収

集・整理が適切にできること。
イ 購入に必要な情報を活用し，身近な物の選び方，買い方を考え，工夫す

ること。

○「買い物の仕組み」「消費者の
役割」を新設。
○「情報収集・整理」の技能及び
活用力は中学校の学習につなげる。
○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技能」
を活用し，持続可能な社会の構築
などの視点から，ものの選び方，
買い方を考え，工夫することがで
きるようにすることを意図してい
る。



ポイント２０

「Ｃ 消費生活・環境」の指導のポイント・留意点
解説P.68～70

☆ここでは，環境に配慮した生活について，課題をもって，自分の生活と身
近な環境との関わりについて理解し，物の使い方などに関する基礎的・基本
的な知識及び技能を身に付け，環境に配慮した生活の仕方を工夫することが
できるようにすることをねらいとしている。

（内容の取扱い）
(2)については，内容の「Ｂ衣食住の生活」との関連を図り，実践的に学習できるようにすること。
※例えば，Ｂ(2)「調理の基礎」と関連を図り，材料や水、ガスなどの使い方や，ごみを減らす工夫を考え
て継続的に取り組むなど，家庭での実践に生かすために工夫する活動などが考えられる。Ｂ(6)のア(ｲ)「整
理・整頓及び清掃の仕方」との関連を図り，使い終わった物を他の用途に再利用するなど，不要品を減らす
ために工夫する活動なども考えられる。

○環境に配慮した物の使い方などについては，環境にできるだけ負荷を掛けないように，物を長く大切に活用
したり，無駄なく使い切ったり，使い終わった物を他の用途に再利用したりすることが必要であることを理
解する。

説明

－２７－

(2) 環境に配慮した生活
ア 自分の生活と身近な環境との関わりや環境に配慮した物の使い方などに

ついて理解すること。
イ 環境に配慮した生活について物の使い方などを考え，工夫すること。

○イは,「思考力,判断力,表現力
等」について示したものであり,
アで身に付けた「知識及び技能」
を活用し，持続可能な社会の構築
などの視点から，自分の生活と身
近な環境との関わり及び物の使い
方などを考え，工夫することがで
きるようにすることを意図してい
る。

ポイント２１－①

指導計画の作成と内容の取扱い 指導計画の作成 解説P.71～74

－２８－

【指導計画の作成】
（１）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

題材など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で
深い学びの実現を図るようにすること。その際，生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ，
知識を相互に関連付けてより深く理解するとともに，生活や社会の中から問題を見いだして解決策を構想し，実践
を評価・改善して，新たな課題の解決に向かう家庭を重視した学習の充実を図ること。

○主体的な学び
題材を通して見通しをもち，日常生活の課題の発見や解決に取り組んだり，基礎的・基本的な知識及び技能の

習得に粘り強く取り組んだり，実践を振り返って新たな課題を見付け，主体的に取り組んだりする態度を育む学び。
→自分の生活が家庭や地域と深く関わっていることを認識したり，自分の成長を自覚して実践する喜びに気付い
たりすることができる活動などを充実させる。

○対話的な学び
児童同士で協働したり，意見を共有して互いの考えを深めたり，家族や身近な人々などとの会話を通して考えを

明確にしたりするなど，自らの考えを広げ深める学び。

○深い学び
児童が日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，その解決に向けて様々な解決方法を考え，計画を立

てて実践し，その結果を評価・改善し，更に家庭や地域で実践するなどの一連の学習過程の中で，「生活の営み
に係る見方・考え方」を働かせながら，課題の解決に向けて自分なりに考え，表現するなどして資質・能力を身に付
ける学び。

説明（１）

次ページに
続く



－２９－

【配慮事項】
（２）各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年
○児童や学校，地域の実態等を考慮し，各学校において適切な授業時数を配当する。
○２学年間を見通して履修学年や指導内容を適切に配列する。
○「Ａ家族・家庭生活」の(1)のアについては，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もたせるため
のガイダンスとして取り扱い，第５学年の最初に履修させるようにする。

（３）「Ａ家族・家庭生活」の(4）「家族・家庭生活についての課題と実践」の指導
○習得した知識及び技能などを活用し，生活を工夫し，よりよい生活に向けて課題を解決する能力と実践的な態度
を育む

「Ａ家族・家庭生活」の（２）又は（３）， 「Ｂ衣食住の生活」，「Ｃ消費生活・環境」
で学習した内容との関連を図り，２学年間で一つ又は二つの課題を設定して履修させる。
◎履修の時期については，実践的な活動を家庭や地域などで行うことができるよう，学校や地域の行事等と
関連付けて学期中のある時期に実施したり，長期休業などを活用して実施したりするなどの方法が考えられる。

（４）段階的な題材の配列
Ｂ(2)「調理の基礎」及びＢ(5)「生活を豊かにするための布を用いた製作」については，基礎的・基本的な知識及び

技能の定着を図り，学習が無理なく効果的に進められるようにするために，２学年にわたって扱う。
○段階的に題材を配列する。 基礎的なものから応用的なものへ 簡単なものから複雑なものへ

（５）題材の構成
○育成する資質や能力を明確にし，その育成を図ることができるように，関連する内容の組合せを工夫したり，学習
過程との関連を図る。
○他教科等との関連を明確にするとともに，中学校の学習を見据え，系統的な指導ができるよう配慮する。
○学習過程との関連については，内容ＡからＣまでの各項目における指導事項のアで身に付けた「知識及び技能」
を指導事項イにおいて活用し，「思考力，判断力，表現力等」を育み，家庭や地域での実践につなげることができる
よう題材を構成する。

説明（１）

前ページから
続く

次ページに
続く

解説P.74～75

解説P.75～77

－３０－

【配慮事項】
（６）障害のある児童への指導

家庭科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行うこと
がないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも配慮する必要である。

○学習に集中したり，持続したりすることが難しい場合
落ち着いて学習が出来るようにする。

道具や材料を必要最小限に抑えて準備
整理・整頓された学習環境で学習できるよう工夫

○活動への関心をもつことが難しい場合
関心を高める

約束や注意点，手順等を視覚的に捉えられる掲示物やカードを明示
体感できる教材・教具を活用

○周囲の状況に気が散りやすく，用具を安全に使用することが難しい場合
個別の対応

作業スペースや作業時間を確保

（７）道徳の時間などとの関連

説明（１）

前ページから
続く



小学校学習指導要領解説 家庭編
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の配慮事項
(6)障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた

指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，児童の自立と社会
参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援学級，特別支援学校において，
児童の十分な学びを確保し，一人一人の児童の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実
させていく必要がある。

通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があることを前提に，全て
の教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指
導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図，手立
てを明確にすることが重要である。

これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童によって，見えにく
さ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面での制約，発音のしにくさ，心理的
な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の困難さ，注意の集中を持続することが苦手であるこ
となど，学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や
指導方法を工夫することを，各教科等において示している。

その際，家庭科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習活動の代替を
安易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも配慮する必要がある。

なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記載し，翌年度の担
任等に引き継いだりすることが必要である。

ポイント２１－②

説明（２）

－３１－

解説P.75～76

小学校

ੇ
൦

困 難●学習に集中したり，持続したりすることが難しい場合

意 図○落ち着いて学習できるようにする。

配 慮 例・道具や材料を必要最小限に抑えて準備する。
・整理・整頓された学習環境で学習できるよう工夫する。

困 難●活動への関心をもつことが難しい場合

意 図○関心を高めるようにする。

配 慮 例・約束や注意点，手順等を視覚的に捉えられる掲示物やカードを明示する。
・体感できる教材・教具を活用する。

困 難●周囲の状況に気が散りやすく，包丁，アイロン，ミシンなどの用具を安全に使用す
ることが難しい場合

意 図○手元に集中して安全に作業に取り組めるようにする。

配 慮 例・個別の対応ができるような作業スペースや作業時間を確保する。

新学習指導要領解説（家庭科における障がいのある児童生徒への配慮）

ポイント２１－③

説明（３）

－３２－

解説P.75～76



ポイント２２

指導計画の作成と内容の取扱い 内容の取り扱い
解説P.77～81

－３３－

【内容の取り扱い】
(1)言語活動の充実

指導に当たっては，衣食住など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や，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
活動の充実を図ること。

(2)コンピュータや情報通信ネットワークの活用
指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用して，実習等における情報の収集・整

理や，実践結果の発表などを行うことができるように工夫すること。

(3)実践的・体験的な活動の充実
生活の自立の基礎を培う基礎的・基本的な知識及び技能を習得するために，調理や製作等の手順の根拠につ

いて考ええたり，実践する喜びを味わったりするなどの実践的・体験的な活動を充実すること。

(4)個に応じた指導
学習内容の定着を図り，一人一人の個性を活かし伸ばすよう，児童の特性や生活体験などを把握し，技能の習

得状況に応じた少人数指導や教材・教具の工夫など個に応じた指導の充実に努めること。

(5)家庭や地域との連携
家庭や地域との連携を図り，児童が身に付けた知識及び技能などを日常生活に活用できるよう配慮すること。

説明

ポイント２３

指導計画の作成と内容の取扱い 実習の指導
解説P.81～83

説明

－３４－

【実習の指導】
（１）施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，熱源や用具，機械などの取扱いに注意して事

故防止の指導を徹底すること。
○機器類の使い方を含めて実習室の使い方に関する安全規則を定める。
○事故や災害が発生した場合の応急措置や連絡等，緊急時の対応についても指導の徹底を図る。
○設備の安全管理については，指導者が学習前後に機器類の安全確認を行うとともに，定期的な点検を実施する。

（２）服装を整え，衛生に留意して用具の手入れや保管を適切に行うこと。
○服装については，活動がしやすく安全性に配慮したものを準備して着用するように指導する。
○手指を十分に洗うなど衛生面にも留意するように指導する。

（３）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。また，食物アレル
ギーについても配慮すること。

○生の魚や肉は用いない。
○卵を用いる場合には，新鮮であることを確認し，加熱調理をする。
○食物アレルギーについて配慮する。

・生徒の食物アレルギーに関する正確な情報の把握に努める。
・発症の原因となりやすい食物の管理や，発症した場合の緊急時対応について各学校の基本方針等をもとに事
前確認を行うとともに，保護者や関係機関等との情報共有を確実に行い，事故の防止に努める。

◎調理実習で扱う材料にアレルギーの原因となる物質を含む食品が含まれていないかを確認する。
◎手に触れたり，調理したときの蒸気を吸ったりすることで発症する場合もあるので十分配慮すること。



新大分スタンダード

・ 知識の関連付け，問題の発見・解決，情報を精査した考えの形成，思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ，意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し，学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」，追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書，思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する
「課題設定 情報収集 整理・分析 まとめ・表現・交流 振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」

H30.3月版
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－３６－



ポイント２４

移行期間中の留意点

○移行措置の内容
平成３０年度及び平成３１年度の第５学年及び第６学年の家庭科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節の規定にかかわらず，その全部又は一部について新小学校学習指導要領第２章第
８節の規定によることができる。

○指導計画作成上の留意点

〈現行学習指導要領で教育課程を編成・実施する場合の留意点〉
平成３１年度の第５学年については，全面実施となる平成３２年度を見通して，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，２学年間を見通した指導計画を作成する。

－３７－

平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

小学校

５年 ６年

５年 ６年

５年 ６年


