
深い学びにつなげ、
学びを生活に生かす指導の工夫

よりよく生きる力の育成を目指して

技術家庭科（家庭分野） 関野 かなえ



研究の目的

家庭分野で育てたい生徒の姿
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一人の自立した生活者として、学んだことを生活につなげ、
自らの生活を工夫し、よりよく生きる力を身に付けた生徒

〈研究主題〉
深い学びにつなげ、学びを生活に生かす指導の工夫

ー よりよく生きる力の育成を目指して

〈家庭科教員としての願い〉
深い学びの実現に向けて、生活に係る見方・考え方を働かせ、「ただ生きる」だ

けにとどまらない、「生き抜く力」「乗り越える力」といった「よりよく生きる
力」を育成し、学んだことを生活に結び付け、生きて働く力を育成したい。



家庭分野で考える「21世紀型能力」
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・ 学習課題に主体的に取り組み、よりよい生活に向けて、生活の自立に必要な知識・

技能を身に付け、実生活に生かす力（生活リテラシー）

・ 学んだことを既習事項や他教科での学び等と結び付け、家庭や地域等、さまざまな

場面で活用する力

・ 自分の生活を振り返り、自分自身を客観的に見つめ、課題を見つける力

・論理的な思考力や批判的思考力を身に付け、生活者として適切な意思決定ができる

力

・ 変化の激しい社会の中で柔軟に対応し、レジリエンスを発揮して、たくましく生き

抜くためにどうしたらよいか自ら考える力

・ 家族や社会、地球環境に対して、自分に何ができるか考え、実行する力



家庭分野で考える「深い学び」
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生徒一人一人がよりよく生きる力を育むために、
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、家庭
分野の本質を捉えながら、実生活との関連を
図った衣食住などに関する実践的・体験的な
活動を通して、生活を工夫し、創造する資質・
能力の育成につながる学び



「深い学び」 を目指していくために……
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家庭分野で大切にしたいこと １

・どのように自分の人生や社会をよりよいものにして
いけるか、自ら考え、問い続けること

・自分だけでなく、さまざまな人とつながることで、
より自らの考えを深め、自分や家族、地域、社会、
地球環境について考えること

・どのような視点や考え方で物事を捉えるのか、生徒が
学習や生活を通して、「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



「深い学び」 を目指していくために……
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家庭分野で大切にしたいこと ２

・「空間的な広がり」また、「時間的な広がり」から生徒が問題
を捉えられるようにすること

・理由や根拠を明確にし、科学的に考える視点をもたせること
・学んだことを結び付け、家庭や地域など様々な場面で活用され
ること

・自ら課題を設定し、計画、実践、評価・改善するという一連の
学習過程を重視すること

・現代的な諸課題と学ぶ内容をリンクさせ、生徒が物事を柔軟に
考え、適切に解決できる機会を設定すること



「深い学び」 を目指していくために……
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家庭分野で育成を目指す資質・能力（学習指導要領）と世田谷中学校
家庭分野で考える「深い学び」へと導く「本質的な問い」との関連



授業実践

〈第１次〉 環境省受託授業

１ 電気・ガス・水道のメーターを読もう

２ 地球環境問題と省エネとの関係

３ 省エネ行動体験（節電実験）

４ 持続可能な社会に向けて － 新聞発表

〈第２次〉

１ 先人の知恵から学ぼう－環境に配慮した生活の工夫

２ 私たちが地球を守る －これからの社会に必要なライフスタイルを考えよう
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本
時



題材について

位置づけ

次期『学習指導要領』
「Ｃ 消費・環境」⇒ 「Ｂ 衣食住の生活」と関連

〈第１次〉
「学校における省エネ教育プログラムの開発・実証」
（環境省）

〈第２次〉
環境に配慮した生活を考える

－持続可能な社会の構築に向けて、先人の知恵から学ぶ
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題材について

本時の目標

持続可能な社会の構築に向けて、先人の知恵から学び、
今の生活に生かすことができる。
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本時において目指す生徒の姿

自分の生活経験や学習したことを結び付けて考え、
持続可能な社会の担い手として何ができるか、自ら
気付き、考える姿。



題材について

本時の内容〈第２次〉

１時間目
（家庭
科）

先人の知恵から学ぼう
－環境に配慮した生活の工夫

「衣」「食」「住」「消費」の
グループに分かれ、図書館の資料
から「先人の知恵」を調べ、３０
秒にまとめる。
班で情報を交換した後、

［考える視点］について話し合う。
［考える視点］１ この文化をどう思うか ２ 今の時代に同じことができるか

３ なぜ今はできないのか ４ 先人の知恵 今に生かせることは？
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題材について

本時の内容〈第２次〉

２時間目 私たちが地球を守る －これからの社会に必要
なライフスタイルを考えよう

「衣」「食」「住」「消費」の担当者が
一人ずつ集まり、先人の知恵を
紹介し合う。
班での話し合いや既習事項を

踏まえて、本時の問いを考える。
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本時の主張

国語科との連携 学校司書との連携

・35冊の資料集め
・ラベル貼り
・シール作り
・ブックリスト作成 13

・タブレットの使い方の
説明

・発表の方法について
指導



本時の主張

本題材における「深い学び」

「主体的な学び」
〈本時の問い〉『これからの社会に必要なラ
イフスタイルを考える』に向けて……
・学習活動の見通しをもち、ゴールを描く
・振り返りにおいて、自らの学びを意味付
け、学びの成果を実感させる 文部科学省ＨＰより引用。

「対話的な学び」
・先人の知恵を書籍から学び取り、
時間的な広がりを意識した学び

・協働して考えを生み出す活動場面
の設定

「深い学び」
・問題発見⇒情報収集・精査・選択⇒
振り返りの学習過程
・見方・考え方を働かせる
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本時の主張

思考の手だて

思考の手だて 比 較 推 論

学習場面
「衣」「食」「住」「消
費」のそれぞれの先人の
知恵に共通する考え方・
精神性を見出す場面

先人の知恵や既習事項
から、これからの社会
に必要なライフスタイ
ルを考える場面

「深まり」への
効果

・一つのものをよく理解
する
・全体に共通する特徴や
法則性、方向性などを見
出す

・根拠を明確に、未知
のものについて捉える
・状況に応じた最適な
方法を検討する
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本時の主張

学びを生活に生かし、「深い学び」につなげる指導の工夫

〈第１次〉環境省受託授業
地球の現状把握 → 省エネの方法を知る → メーターを確認
→ 目で見て成果を確認 → 繰り返し実行。
※節電実験など体験活動をすることで、ドライヤーの消費電力や

お金がどれくらいかかるかが分かり、今後の行動変容につながる。

〈第２次〉これからの社会に必要なライフスタイルを考えよう
・本時の問いについて、班で話し合い、自分なりに答えを出した

中で、既習事項をつなぎ合わせて多角的に考える。
・その後、「実行」に移しているか、追跡していく必要がある。
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生徒の意識の変容

５月：授業前 ６月：授業後にアンケートを取り、
その後についても生徒の意識の経過を確認するため、
アンケートを実施。

17

14

75
68 7045

52

51 49
60

5

17 1812

2 3 16 2 2 1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５月 ６月 １１月 ３月

環境問題に関心がありますか

１ ない

２ あまりない

３ ふつう

４ ある

５ とてもある
85

120

110 105

35

10

19 28

13

3
9 44 1 2 20 1 0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５月 ６月 １１月 ３月

環境のために私たちは行動する必要があると思いますか

１ 思わない

２ あまり思わない

３ ふつう

４ 思う

５ とても思う

図１ 図２



生徒の意識の変容

環境のために行動していること
黒字：学習前（５月） 赤字：学習後（６月）
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生徒の意識の変容

意識の面においては、若
干の落ち込みはあるが、
授業後も環境保全への意
識が継続している。（図１、
図２）

実際の行動面においては、
学習直後が最も高いが、
その後、数値が落ち込み、
行動に結びついていない
ことが分かる。 （図３）
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まとめ

成果と課題
〈成果〉
・小学校での既習事項や社会科等他教科
の学びと関連付けることで、学んだこと
を結び付け、課題を捉えさせる意識付け
となった。
・国語科や学校図書館と連携することで、
教科の授業時間を有効に活用できた。
・資料を活用することで、対話力や情報
活用能力を高めることができた。
・「深い学び」につなげるために、本校
の研究の軸となっている「思考の手立
て」を活用することで、学びの深まりに
ついて検証する指針を得ることができた。 20

〈課題〉
・学んだことを生活の中に生かし、それ
を継続させ、行動につなげていくにはど
のような手立てが必要になるのか。
・本研究で定めた「深い学び」が「深い
学び」足り得ているか、今後検証するこ
と。
・「深い学び」へと導く適切な評価方法
について検討すること。
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〈課題〉
・学んだことを生活の中に生かし、それを継続させ、行動につなげていくには

どのような手立てが必要になるのか。
・本研究で定めた「深い学び」が「深い学び」足り得ているか、今後検証すること。
・「深い学び」へと導く適切な評価方法について検討すること。
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