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平成 22 年度 仙台市新教育課程説明会 資料 「小学校 家庭科」

平成 22 年 8 月 11 日

１ 新教育課程の編成

(１) 改訂の趣旨

① 実践的・体験的な学習活動を通して，家族と家庭の役割，生活に必要な衣食住，情報，産

業等についての基礎的・基本的な知識及び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図る。

② 社会の変化に対応し，家族と家庭に関する教育の充実，食育の推進，消費者教育の改善を

図る。

③ 実践的・体験的な学習活動をより一層重視し，問題解決的な学習の一層の充実を図る。

④ 家庭・地域社会との連携という視点を踏まえつつ，学校における学習と家庭や社会におけ

る実践との結びつき留意して内容の改善を図る。

(２) 指導計画の作成と内容の取扱い

① 年間指導計画の作成

○ 中学校の内容との体系化を図り，現行の８内容から４内容にする。

○ ＡをＢＣＤとかかわらせて学習させるとともに，ＤをＢやＣと関連させて学習させ，家

庭生活を実際の生活により近いものとして総合的にとらえることができるよう，効果的

な学習を展開する。

② ガイダンス的な内容の設定

○ 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

な内容としてＡ(1)「自分の成長と家族」の項目を設定し，第５学年の最初に履修させる。

○ 第６学年の終わりの学習では，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

びつけてとらえるようにし，中学校への円滑な接続が図れるようにする。

(３) 言語活動と能力育成

① 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。

② 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，説明したりなどの学習活動。

※ 子どもが考えたり創意工夫したりしたことを図や言葉でまとめ，発表し合うなど，言語活

動を中心として表現にかかる活動を通して，創意工夫する能力として評価する。

２ 教科目標と評価

(１) 教科目標

衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して，日常生活に必要な基礎的・基本的

な知識及び技能を身に付けるとともに，家庭生活を大切にする心情をはぐくみ，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) 学力の三つの要点と評価項目 ※学校教育法第 30 条第 2 項

① 基礎的・基本的な知識・技能

○ 「技能」→「生活の技能」

○ 「知識・理解」→「家庭生活についての知識・理解」

② 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

○ 「思考・判断・表現」→「生活を工夫し創造する能力」

③ 主体的に学習に取り組む態度

○ 「関心・意欲・態度」→「家庭生活への関心・意欲・態度」

※特に，思考・判断したことを，その内容を表現する活動と一体的に評価することが重要

(３) 評価の観点及びその趣旨 は変更点

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての知

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 識・理解

衣食住や家族の生活などに 家庭生活について見直し， 日常生活に必要な衣食住 日常生活に必要な衣食

ついて関心をもち，その大 身近な生活の課題を見け， や家族の生活などに関す 住や家族の生活などに

切さに気付き，家庭生活を その解決を目指して生活を る基礎的・基本的な技能 関する基礎的・基本的

よりよくするために進んで よりよくするために考え自 を身に付けている。 な知識を身に付けてい

実践しようとする。 分なりに工夫している。 る。
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※趣旨の中の衣食住や家族の生活などの｢など｣は，「Ｄ身近な消費生活と環境」の内容を示す。

３ 観点別学習状況の評価

現行の学習指導要領の（１）「家庭生活と家族」の場合

○ 現行の評価規準

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての知

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 識・理解

家庭生活に関心をもち， 家庭生活を見直し，家庭の 家庭の仕事を分担した 家庭の仕事や家族との触

家庭の仕事をしたり，家 仕事や家族との触れ合いに り，家族との触れ合いを れ合いを通して，家庭生

族との触れ合いをもった ついて考えたり，自分なり もったりすることができ 活や家族について理解し

りしようとしている。 に工夫したりしている。 る。 ている。

○ 現行の評価規準の具体例

・家庭の仕事に関心をもっ ・家庭の仕事を見直し，自 ・自分や家族の生を支え ・家庭の仕事に関心をも

ている。 分の分担する仕事につい るための仕事を分担す っている。

・自分の分担する家庭の仕 て考えたり，自分なりに ることができる。 ・自分の分担する家庭の

事に取り組もうとしてい 工夫したりしている。 ・生活時間の有効な使い 仕事に取り組もうとし

る。 ・生活時間を有効に使い， 方を考え，家族に協力 ている。

・生活時間を有効に使い， 家族への協力について考 することができる。 ・生活時間を有効に使い，

家族に協力しようとして えたり，自分なりに工夫 ・家族との触れ合いや団 家族に協力しようとし

いる。 したりしている。 らんを楽しくもつこと ている。

・家族との触れ合いや団ら ・家族との触れ合いや団ら ができる。 ・家族との触れ合いや団

んを楽しくしようとして んを楽しくもてるよう， らんを楽しくしようと

いる。 考えたり自分なりに工夫 している。

したりしている。

※現行では，内容についての評価規準と具体例が４観点全て示されていた。技能の の部

分の評価等，課題となっていたものが整理された。

新学習指導要領の「Ａ 家庭生活と家族 」の場合

「Ａ 家庭生活と家族 (1)自分の成長と家族」・・・ガイダンス的な内容

○ 新学習指導要領の内容

(1)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。

○ 評価規準に盛り込むべき事項は，ガイダンス的な内容であり，１時間目であることから，

家庭生活への関心・意欲・態度の観点のみ示している。

「Ａ 家庭生活と家族 (2)家庭生活と仕事」

○ 新学習指導要領の内容

(2)家庭生活と仕事について，次の事項を指導する。

ア 家庭には自分や家族の生活を支える仕事があることが分かり（知識・理解），自分

の分担する仕事ができること。（この部分を技能で見取ることは難しいため，技能

の評価はしない）

イ 生活時間の有効な使い方を工夫し，家族に協力すること。

(１) 内容のまとまりごとの評価規準について

○ 評価規準に盛り込むべき事項

※学習指導要領の学年目標を実現するために，各教科のまとまりごとに示している。

身近な生活とかかわらせて，

衣食住や家族の生活などに関心

をもっているか，自ら課題に取

り組もうとしているか，生活の

営みを大切にしているか，家族

の一員として協力しているかな

どについて評価するもの。

家庭科で学習したことを基に，近

隣の人々や身近な環境ととのかかわ

りを考え，家庭生活について見直し

ているか，取得したこと知識や技能

を活用して課題の解決を目指して考

えたり工夫したりしているか等につ

いて評価するもの。

衣食住や家族の

生活などに必要な

基礎的・基本的な

技能を見に付けて

いるかについて評

価するもの。

衣食住や家族の生活などに

必要な基礎的・基本的な知識

を身に付けているか，家庭生

活を構成している要素がわか

り，その成り立ちやいみにつ

いて理解しているかについて

評価するもの。
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生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての知

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 識・理解

家庭生活に関心をもち，家 家庭の仕事や生活時間につ 家庭の生活を支える仕事

族の一員として家庭の仕事 いて課題を見付け，その解 について理解している。

をしたり，家族に協力した 決を目指して考えたり，自

りしようとしている。 分なりに工夫したりしてい

る。

(２) 評価規準の設定例について

○ 評価規準の設定例

※各学校において評価規準を設定するに当たって参考となるよう，「評価規準に盛り込む

べき事項」より具体化したもの。各教科目標及び内容のほかに，該当部分の学習指導要

領の記述をもとに作成しており，「おおむね満足できる状況」を示すものである。

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての知

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 識・理解

・自分の分担する家庭の仕 ・家庭の仕事を見直し，自 ・家庭には，衣食住に関

事に取り組もうとしてい 分の分担する仕事の計画 する仕事があり，自分

る。 について考えたり，実践 や家族の生活を支えて

を通して自分なりに工夫 いることを理解してい

したりしている。 る。

・自分や家族の生活時間を ・自分の生活時間の使い方

調べたり，見直したりし を見直し，有効な使い方

て，家族と共に過ごした を考えたり，自分なりに

り家族の生活に協力した 工夫したりしている。

りしている。

※「Ａ 家庭生活と家族」での観点は技能をとっていない。学習指導要領の文言から，何

を重点にとつているかを見ることが重要。

「Ｂ 日常の食事と調理の基礎」の場合

(2)栄養を考えた食事（抜粋）

ウの１食分の献立作成

「技能」はとらない。これまでの学習した調理を通して，知識・理解を活用して立てる

ものであるため。関心をもち，食事のとり方をしようとしてている，自分なりに工夫

している，献立の立て方を理解している，の３観点。献立表を見るとこれまでの知

識・理解が分かる。知識や技能を活用して，創意工夫ができる。

(3)調理の基礎（抜粋）

全ての事項ア・イ・ウ・エ・オに４観点が入っている。

アの調理計画を立てることができるの場合

生活や技術への 生活を 生活の技能 生活や技術についての知

関心・意欲・態度 工夫し創造する能力 識・理解

・調理に必要な材料や手順 ・調理に必要な材料や手順 ・計量器具を扱い，必要 ･調理に必要な材料の分量

などに関心をもち，調理 を考え，調理計画を自分 な材料を計量すること や手順，調理計画の立て

計画を立てることができ なりに工夫している。 ができる。 方について理解してい

る。 る。

※調理計画を立てること ･材料や調味料の正しい計

ができるとは言ってい 量の仕方について理解し

ない。 ている。

関心・意欲・態度の設定例は

難しく，どう言った文言にす

れば分かりやすいか，検討し

ていく。

～について考えたり，工夫し

たりしているか。

家庭での計画や行ったことの

発表を聞いて，自分なりに工

夫しているかを見る。

家庭で実践したことを見取ること

は難しい。実践の発表を聞いたり

することで，自分はどのようにし

ていくかを考えるということを重

点に，ここでは技能をおかない。

知ること，分かる

ことを知識・理解

としている。



小家 - 4 -

「Ｃ 快適な衣服と住まい」の場合

(1)のイ 日常着の手入れ (3)のイ 手縫いやミシン縫い は４観点全て入っている。

「Ｄ 身近な消費生活と環境」の場合

イの身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること

「技能」購入しようとする物の品質や価格などの情報を集め，整理することができる。

(３) 評価の留意点について

○ 関心・意欲・態度については，学期末や学年末など，ある程度長い区切りの中で子どもの

変容を評価することが重要。

○ 関心・意欲・態度の観点は，他の３つの観点と密接にかかわっていることに留意。

○ 創意工夫については，製作や調理において，製作品などに見られる創意工夫と共に，その

過程での思考や工夫についても評価していくことが大切。

○ ４観点は，相互に関連し合っているので，各学校においては，評価の観点及びその趣旨を

十分理解して適切な指導と評価の計画を作成することが重要。

４ Ｑ＆Ａ

【Q1】「技能」の観点が整理されたが，通知表を作成する段階で，技能の観点がなかった場合，

評価に斜線を入れるということが出てくるのではないか。２年間で４観点に重みを付けず

に評価するということだったが，バランスが悪くなるのではないか。

【A1】前回の評価規準は全観点に入れていくということで作成された。しかし，「技能」の評価

は実際に見取ることができなかった。学習指導要領の項目の中で，どこに重きを置くのか

を整理して見ることが重要。思考・表現・判断を重視し，今回は効率的に整理された。Ａ

だけ見ると技能がないように見えるが，ＡはＢＣＤと関連を図って配列を考えるとされて

いるので，学期の評価を出す段階で技能がないということはないのではないか。評価と指

導の一体化として進める。

【Q2】購入についての技能について。

【A2】衣食住の技能は，誰が行っても「○○ができる」という規準で見取ることができる。しか

し，購入については学校で見取ることが難しいため，選択購入にかかわる情報を収集し，

整理することができることとした。この部分が今回難しかった点である。

【Q3】学習意欲を高め実践的態度を育てるためにはどうしたらよいか。

【A3】実践する喜びを実感させることがポイント。自分の成長を自覚して実践する喜び・意欲を

実感させる。自己評価や相互評価，家族からのコメントを生かし，Ａ(1)の評価を学期の

終わりや題材の終わりに工夫する。

【Q4】家庭での実践の評価はどのようにするか。

【A4】原則として技能については授業で見取るとされた。家庭で製作してきた物を技能として見

ることはできない。計画で創意工夫を見取り，実践したことについての意欲を認め励ます。

【Q5】評価の方法はどう変わるのか。

【Q5】観点の名称は変わっていない。創意工夫は言語活動を中心とした活動で評価する。途中の

段階で学んだ足跡がわかる学習過程を重視するため，ワークシート等で工夫をする。調理

の失敗はなぜそうなったのかを振り返ることを大事にする。

【Q6】学習指導要領の内容をおおむね満足すると考えた場合，それを超えるものを十分満足でき

る状況とするのか。

【A6】目標に準拠した評価の規準は各学校で設定するものである。十分満足できるとは，おおむ

ね満足できる状況の質的な高まりや深まりをもっていると判断されたものと示されている

ため，超えるものを A と判断するものではない。

【Q7】家庭との連携・家庭での実践についての進め方はどうすればよいか。

【Q7】各家庭の状況が違い難しい場合，整理整頓や清掃など学校でできる実践もある。ねらいは，

学んだことを生かそうとする意欲を大切にするためのものである。家庭での実践には，個

を取り巻く環境に十分配慮する。

説明会質問：資料１ページにある，『 ※特に，思考・判断したことを，その内容を表現する活

動と一体的に評価することが重要』とは具体的にどのようなことか。

解答：創意工夫が献立や計画表での表現に表れているかということ。


