
新学習指導要領の趣旨を実現する
授業づくり

小学校 家庭科

（約１８分）



・家族の一員として協力することへの関心が低いこと、家族や地域の人々と
関わること、家庭での実践や社会に参画することが十分ではないなどの課
題に対応する。

・家族・家庭生活の多様化や消費生活の変化等に加えて、グローバル化や
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。

REVIEW！ 改訂の趣旨及び要点

改訂の基本的な考え方

今回の改訂では、この考え方を踏まえて、改善・充実が図られました。



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。

REVIEW！ 改訂の趣旨及び要点

目標の構成の改善

(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。

知識及び技能の習得

思考力、判断力、
表現力等の育成

学びに向かう力、
人間性等の涵養

家庭科で育成を目指す資質・能力（赤字）を三つの柱で整理しています。



各内容項目の
指導項目のアは「知識及び技能」の習得に係る事項。
指導項目のイは「思考力、判断力、表現力等」を育成する
ことに係る事項。
「学びに向かう力、人間性等」については、目標において
示している。

REVIEW！ 改訂の趣旨及び要点

内容の構成の改善 児童生徒の発達を踏まえ、小・中学校の各内容の接続が見えるように、
従前の４つの内容を３つの内容とし、系統性の明確化を図っています。

新学習指導要領

A 家族・家庭生活

B 衣食住の生活

C 消費生活・環境

【例】 Ｂ 衣食住の生活
（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。



〇社会の変化への対応
家族・家庭生活に関する内容、食育の推進に関する内容、日本の生活文化に関する内容、自立し

た消費者の育成に関する内容の充実を図っている。

〇基礎的・基本的な知識及び技能の確実な定着を図るための内容の充実
実践的・体験的な活動を一層重視するとともに、調理及び製作において一部の題材を指定している。

（例）・「調理の基礎」において、「ゆでる材料として青菜やじゃがいもを扱うこと」

・「生活を豊かにするための布を用いた製作」において、「日常生活で使用する物を入れる袋などの題材を扱うこと」

〇知識及び技能を実生活で活用するための内容の充実
内容Ａの項目に「家族・家庭生活についての課題と実践」を新設し、内容Ｂ、Ｃと関連を図って一つ

又は二つの課題を設定し、実践的な活動を家庭や地域で行うなど、改善を図っている。

REVIEW！ 改訂の趣旨及び要点

学習内容の改善・充実 学習内容については、次のような改善・充実が図られています。



家庭科の学習過程において「どのように学ぶか」、「主体的な学び」「対話的
な学び」「深い学び」の視点から、「見方・考え方」を働かせて資質・能力を育成
する授業づくりをする必要がある。

小学校家庭科における授業づくり

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

Ｐｏｉｎｔ１

家庭科では、「知識及び技能」が習得されること、「思考力、判断力、表現力
等」を育成すること、「学びに向かう力、人間性等」を涵養することが偏りなく実
現されるよう、題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、授業改善を行
うことが重要。



題材を通して見通しを持ち、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
たりすることがポイント

小学校家庭科における授業づくり

主体的な学びの視点

Ｐｏｉｎｔ１

・題材を通して見通しを持たせる場面では、何のために学習するのか、その目的を明確にす
ることによって、児童が学ぶ意義を自覚できるようにする。

・日常生活の中から課題を設定できるように、既習事項及び生活経験を基に自分の生活を
見つめる場面を設定する。

・実践した過程や結果から、新たな課題について考えるための振り返りの場面を設定する。



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、家族や身近な人々等との
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ことがポイント

小学校家庭科における授業づくり

対話的な学びの視点

Ｐｏｉｎｔ１

・様々な課題解決の方法を考える際、よりよい方法を判断・決定できるように、他者の思い
や考えを聞いたり、自分の考えを分かりやすく伝えたりするようにする。

・互いの考えを可視化し、比較できるような工夫が必要。

・様々な視点から考えたり、考えを明確にしたりするために、児童同士、家族や身近な人々な
どとの対話を行う場面を題材に応じて設定する。



「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、さら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・能力を身に付けることがポイント

小学校家庭科における授業づくり

深い学びの視点

Ｐｏｉｎｔ１

・日常生活に必要な知識が質的に高まったり、技能が確実に定着したりするように、一連の
学習過程（Ｐｏｉｎｔ２を参照）を踏まえて、題材を構想する。

・児童が「生活の営みに係る見方・考え方」を働かせることができていたかを確認しつつ、指
導の改善につなげることが大切。

・「深い学び」の視点から授業改善し、児童が「見方・考え方」を働かせて学ぶことができるよう
な授業デザインを考えることが求められている。



小学校家庭科における授業づくり

「生活の営みに係る見方・考え方」における内容と視点

Ｐｏｉｎｔ１

※主として捉える視点については大きい丸で示している



小学校家庭科における授業づくり Ｐｏｉｎｔ２

実生活との関連を図った問題解決的な学習

小学校家庭科では、「自己と家庭、現在及びこれまでの生活」を学習対象と
している。そのため、小学校では家庭生活を見つめ直し、学んだことを家庭生
活に生かしていく活動を重視して、題材構成をする必要がある。

２学年間を見通して、題材を計画的に配列し、課題を解決する力を育むこと
が大切。

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しましょう！



小学校家庭科における授業づくり

家庭科の学習過程の例（小・中・高等学校に共通して、重視している学習過程）

Ｐｏｉｎｔ２

※上記に示す各学習過程は例示であり、上例に限定されるものではない。

(1)生活の
課題発見

(2)解決方法の検討と
計画

(3)課題解決に向けた
実践活動

(4)実践活動の
評価・改善

既習の知識及
び技能や生活
経験を基に生
活を見つめ、生
活の中から問
題を見出し、解
決すべき課題を
設定する

生活に関わ
る知識及び
技能を習得し、
解決方法を
検討する

解決の見
通しをも
ち、計画
を立てる

生活に関わる知識及び技能
を活用して、調理・製作等の
実習や、調査、交流活動な
どを行う

実践した
結果を評
価する

結果を発
表し、改善
策を検討
する

家庭・地域
での実践

改善策を家庭・
地域で実践す
る



指導計画を作成する際には、次の５点について確認することが大切である。

□① 家庭科で育成を目指す資質・能力が明確になっていますか。
・家庭科の内容「Ａ 家族・家庭生活」、「Ｂ 衣食住の生活」、「Ｃ 消費生活・環境」の各
項目や指導事項で育成する資質・能力を確認する。

□② ２学年間の指導の流れを考え、題材を配列していますか。
・Ａ(1)アは、第５学年の最初に履修するとともに、Ａ、Ｂ、Ｃの各内容の学習と関連を
図る。
・Ａ(4)「家族・家庭生活についての課題と実践」は、２学年間で一つ又は二つの課題
を設定して履修させるとともに、Ａ(2)又はＡ(3)、内容Ｂ及びＣで学習した内容との関
連を図り、課題を設定する。
・Ｂ(2)「調理の基礎」及び(5)「生活を豊かにするための布を用いた製作」は、平易なも
のから段階的に題材を配列する。

小学校家庭科における授業づくり
指導計画作成のためのチェックポイント（５点）

Ｐｏｉｎｔ２



□③ 指導内容の関連を図って題材を構成していますか。
・Ａ(2)「家庭生活と仕事」のイについては、内容Ｂとの関連を図る。
・(3)「家族や地域の人々との関わり」のイについては、他教科等との関連を図る。
・Ｂ(6)「快適な住まい方」のア(ア)については、暑さ・寒さは(4)「衣服の着用と手入れ」
のア(ア)の日常着の快適な着方との関連を図る。

・Ｃ(１)「物や金銭の使い方と買物」については、Ａ(３)、Ｂ(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。
・Ｃ(２)「環境に配慮した生活」のイについては、内容Ｂとの関連を図る。

□④ 各題材に適切な授業時数を配当していますか。

□⑤ 指導すべき内容に漏れがないかを確認していますか。

小学校家庭科における授業づくり Ｐｏｉｎｔ２

指導計画作成のためのチェックポイント（５点）



各教科等の学びは相互に関連し合っていることから、年間指導計画を作成
する際には、家庭科と他教科等の関連についても明確にする必要があるので、
次の点に留意する。

１ 家庭科に関連のある他教科等の内容を洗い出し、児童の学習状況を把
握する。

２ 他教科等の学習時期を考慮して、題材の設定や配列を工夫する。

３ 年間指導計画に他教科等との関連を位置付け、第５学年４月に実施
するガイダンスにおいて、これからの学習に見通しをもたせる。

小学校家庭科における授業づくり

他教科との関連を図るために

Ｐｏｉｎｔ２



他教科等との関連を図った指導計画例
家庭科 他教科等との関連

学
年 題材名

授業
時数 内容 各教科

総合的な学習の時間
特別活動 道徳

第
５
学
年

〇家庭科の学習を始めよう ２ Ａ(1)ア 〈３・４年Ａ－(7)〉感謝

〇できることを増やそう

・整理・整とんにチャレンジ ４
Ｂ(6)ア(イ)、イ
Ｃ(2)ア、イ

〈４年社会〉ごみの処理と再
利用

・ゆでる調理にチャレンジ ９
Ｂ(2)ア(イ)(ウ)(エ)、イ 〈４年理科〉水のすがたとゆく

え、物のあたたまり方

・針と糸を使ってチャレンジ ６ Ｂ(5)ア(ア)(イ)、イ

・伝統の味 ご飯とみそ汁の
調理にチャレンジ 11

Ｂ(1)ア、Ｂ(2)ア
(ア)(イ)(ウ)(オ)、イ
Ｂ(3)ア(ア)(イ)、Ｃ(1)ア(イ)

〈４年保健〉育ちゆくからだとわたし

〈５年社会〉わたしたちの生活と食料
生産

〈３・４年総合〉大豆の栽培、
みそなどの大豆を加工した
食品づくり

〈３・４年Ｃ－(16)〉我が
国や郷土の伝統と文化

・ミシンを使ってチャレンジ ７ Ｂ(5)ア(ア)(イ)、イ

〇ぴかぴか掃除にチャレンジ ６
Ｂ(6)ア(イ)、イ
Ｃ(2)ア、イ

〈４年社会〉ごみの処理と再利用 〈５年総合〉環境

〇わが家のお正月をプロ
デュー ス

４
Ａ(4)ア 〈５・６年Ｃ－(17)〉我が

国や郷土の伝統と文化

〇あたたかく快適な冬の生
活をプロデュース ６

Ｂ(4)ア(ア)、イ、Ｂ(6)ア(ア)、
イ、Ｃ(2)ア、イ

〈５年社会〉わたしたちの生活と
国土の特徴、わたしたちの生活と環
境保全

〈５・６年Ｄ－(20)〉自然
愛護

〇家族と過ごす団らんをプロ
デュース

５
Ａ(3)ア(ア)、イ 〈５年特別活動〉おやつ

のとり方を工夫しよう
〈５・６年Ｃ－(15)〉家族
愛、家庭生活の充実



小・中学校の各内容について理解を深めるためには、中学校と連携し、
小・中学校の各内容の系統性について確認する。

例えば・・・

① 調理や製作では、児童の知識及び技能の習得状況等を把握する。

② 中学校の学習を見通して、小学校の指導内容を明確にした上で、題材
を設定し、段階的に配列する。

小学校家庭科における授業づくり

中学校の学習を見通した系統的な指導計画の作成

Ｐｏｉｎｔ２



中学校の学習を見通した系統的な指導計画の作成

小学校（家庭科） 中学校（技術・家庭科 家庭分野）

調
理

・必要な材料の分量（１人分のおよその量）
・手順を考えた調理計画

・材料に応じた洗い方（野菜類）、調理に適した切り方、味の付け
方（食塩、しょうゆ）、盛り付け配膳の基礎
・材料に適したゆで方（青菜、じゃがいもなど）、いため方
・米飯とみそ汁の調理（和食の基本となるだしの役割）

・基礎的な日常食の調理（魚、肉、野菜等）
・１食分の献立の調理計画
・食品に応じた適切な洗い方、調理に適した切り方、調理の目的
に合った調味（食塩、みそ、しょうゆ、さとう、食酢、油脂）

・材料に適した加熱調理の仕方（煮る、焼く、蒸す等）
・地域の食材を用いた和食の調理（だしを用いた煮物又は汁物）

安
全
・衛
生

・用具や食器の取扱い（包丁の安全な取扱い）
（食器、まな板、ふきんの衛生的な取扱い）
・野菜類の洗い方

・加熱用調理器具の安全な取扱い
・後片付け
・実習の指導（生の魚や肉は扱わない）（食物ｱﾚﾙｷﾞｰの対応）

・用途に応じた食品の選択（生鮮食品、加工食品、食の安全を確
保する仕組み）

・調理用具等の管理（包丁などの刃物の安全な取扱い、ふきん
やまな板の衛生的な取扱い）

・食品の管理（保存方法と保存期間、食中毒）（魚や肉など生の
食品の取扱い）

・熱源の安全な取扱い

食
文
化

・伝統的な日常食（米飯とみそ汁：だしの役割）
・盛り付け、配膳
・日常の食事の仕方（食事のマナー、挨拶など）
（お茶の入れ方・供し方）

・地域の食文化（地域の伝統的な行事食や郷土料理）
・地域の食材を用いた和食の調理（だしを用いた煮物又は汁物）



中学校の学習を見通した系統的な指導計画の作成



小学校家庭科における評価の改善

令和２年７月に配信された資料を参考にして下さい
https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2071851.pdf

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 小学校 家庭
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/hyouka/r020326_pri_katei.pdf


