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「表」E.FORUMスタンダード（改訂案）：中学校技術科（北原琢也編集） 
中学校技術科（方法論に関する包括的な「本質的な問い」）： 
・持続可能な社会のために，技術が社会や環境と適切にかかわり，適切に役割を果たし，保持するためにはどう

すればよいか。 
 
技術科の 
「内容」 

材料と加工に関する 
技術 

エネルギーに変換する

技術 
生物育成に関する技術 情報に関する技術 

「内容」の

本質的な問

い 

・現在，未来のものづくり

の技術が社会や環境に適

切に役割を果たすために

はどうすればよいか。 

・現在，未来のエネルギー

に変換する技術が社会や環

境に適切に役割を果たすた

めにはどうすればよいか。 

・現在，未来の生物育成に

関する技術が社会や環境

に適切に役割を果たすた

めにはどうすればよいか。 

・現在，未来の情報に関す

る技術が社会や環境に適

切に役割を果たすために

はどうすればよいか。 
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本 質

的 な

問い 

〔問い 1〕・ものづくりが
生活条件に適合する最適な

製品や利用方法を選ぶには

どうすればよいか。 

〔問い 2〕・どうすれば，
環境保全とエネルギー変換

技術の在り方を考察できる

のか。 

〔問い 3〕1・生物の育成と

導入した技術との関係とは

どのようなものか。 
（山村俊介教諭） 

〔問い 4〕2・より利活用の

高いネットワークに参加す

るとはどのようなことか。

（山村俊介教諭） 
永 続

的 理

解 

〔理解 1〕・はじめに，製
品の現状認識を正しく行

い，使用の目的・条件及び

その課題を明確にし，これ

らに沿って，持続可能な社

会の視点や生産者と利用

者の立場などから考える。

次に，製品ごとに良い点や

悪い点を比較・検討し，自

分の考えを明確にし，総合

的な見方や特に重要な使

用の目的や条件に合致し

た製品を選ぶことを考え

る。そして，これらの思考

過程（比較・検討・判断・

選択・決定）の成果や習得

した知識、考え方を他の製

品や材料と加工の技術を

評価し，自分の生活に役立

てることが大切である3。 

〔理解 2〕・まず，新エネ
ルギーの開発やハイブリ

ッド技術など，環境負荷の

軽減を目的とした先端技

術，その効果と課題の検

討，それらの技術の利用の

推進方策などについて調

べ，情報を適宜記録して整

理する。次に，それらの記

録を分析・解釈し，科学的

な根拠をもって推論・判断

する。そして，持続可能な

社会の構築のためにエネ

ルギー変換に関する技術

が果たしている役割と自

然環境の影響についてレ

ポートにまとめ，発表や討

論をしたりするとよい。 
 

〔理解 3〕・生物に対して
様々な技術の導入・管理に

よって，品質向上や収量拡

大などが可能になる。品質

向上や収量拡大のために

は，土壌整備，手入れ，収

穫に至るまで，生物と対話

しながら導入技術を工夫

する必要がある。技術を工

夫する際には，科学的な知

識や経験則からなる知識

を基に，導入する技術構成

を検討し，自然災害などの

影響を考え，技術導入のタ

イミングが重要になる。だ

が技術を導入することは，

同時に環境への様々な影

響が発生するため，これか

らは省エネルギー化に配

慮した技術を開発する必

要がある。（山村俊介教諭） 

〔理解 4〕・ネットワーク
環境を利用する際，人々の

欲求を満たすための利便

性の高いアプリケーショ

ンプログラムが多く開発

されることを踏まえると，

思慮深く判断しなければ

ならない。利用の判断をす

る際には，そのプログラム

の利活用だけにとらわれ

ず，利活用した際に起きる

問題も探る必要がある。ネ

ット社会の光と影の部分

である情報モラル，自己責

任などの条件をトレー

ド・オフしながら「そんな

つもりはなかった」「まさ

かこんなことになるとは」

などにならないようにす

る必要がある。 
（山村俊介教諭） 

課 題

例 
〔課題例 1〕・自宅の食卓
で使っている椅子の2脚が
傷んでいることに気付き

ました。家族に相談しまし

たが，「自分で修理をして

使う」「家具の専門業者で

修理を依頼して使う」「別

の製品を購入する」などの

様々な意見がでました。そ

こで，あなたは，これから

この 2 脚の椅子の使用目
的，使用条件など総合的な

視点から，比較・検討・判

断・選択・決定までの流れ

を提案しなければなりま

せん。この提案の計画書を

作成して発表してくださ

い。 

〔課題例2〕4・あなたは，

「未来の自動車と環境対

策」のシンポジュムで，最

近の低燃費車の環境対

策・リサイクルのしやす

さ，そして自分ができる自

動車利用の仕方や環境へ

の負担軽減について発表

することになりました。 
［低燃費車の例］ 
・電気エネルギーの利用

（電気自動車，燃料電池車） 
・燃料の工夫（天然ガス車，

メタノール車） 
・エンジンの改良（直噴エ

ンジン車） 
・ガソリンと電気の組み合

わせ（ハイブリッド車） 

〔課題例 3〕・今年栽培し
たミニトマトは連作障害を

起こしやすい作物なので，

後輩たちが同じ土地でミニ

トマトを栽培することが難

しくなる。だが，残された

授業はたった 2時間。以上
を踏まえてミニトマトの連

作障害を回避できるよりよ

い後作用作物を選定し，そ

の種をまいてください。1
限目はミニトマトの連作障

害を回避できる作物を選定

し，2限目は制限時間40分
でこれからの手間がかから

ないような環境をつくり，

選定した後作用作物の種を

まきます。（山村俊介教諭） 

〔課題例 4〕・将来，発展
が予想される情報技術分野

では現在でも多くのアプリ

ケーションプログラムが開

発されている。その一つと

してwinnyように簡単にフ
ァイル共有ができる便利な

フリーウェアがある。今後

もこのようなフリーウェア

の開発が進みインターネッ

トを介して流通することが

予想される。すなわち，著

作権の利用の可否が問われ

る時代である。あなたなら

どのような情報モラル的な

機能をもたせた共有ソフト

を開発しますか。（山村俊

介教諭） 

                                                   
1  同上書，208～209頁，（山村俊介教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部加筆） 
2  同上書，202～203頁，（山村俊介教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部加筆） 
3	 加藤幸一，永野和男，ほか59名『新しい技術・家庭	 技術分野』，東京書籍，80～91頁（右記を参考にし筆者が作成） 
4	 河野義顕・大谷良光・田中喜美編著『改訂版技術科の授業を創る－学力への挑戦－』，学文社，190頁～191頁 
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「表」E.FORUMスタンダード（改訂案）：小・中・高等学校家庭科（北原琢也編集） 
小学校・中学校・高等学校家庭科（方法論に関する包括的な「本質的な問い」）： 
・生涯を通じて，家族の幸福の実現に向けて，より望ましい人間の生活をどうすれば創造することができるのか。 
 
小学校家庭科 
小学校家庭科（方法論に関する『本質的な問い』） 
・家族と健やかに生活するためには，私や家族はどのような生活を営むことが必要か。 

 
家庭科の

「内容」 
家庭生活と家族 日常の食事と調理の 

基礎 
快適な衣服と住まい 身近な消費生活と環境 

「内容」の本

質的な問い 
・家族・家庭とは何か。（家

族・家庭は必要か） 
・人間と食べ物はどのよう

な関係なのか。（なぜ，食

べるのか） 

・人間と衣服・住まいとは，

どのような関係なのか。 
・消費と環境は，どうある

べきか。 

	

小 
学 
校 
 
第 
５ 
・ 
６ 
学 
年 
 

本 質

的 な

問い 

〔問い 1〕・どうすれば，
よりよい家庭生活を送るこ

とができるのか。 

〔問い 2〕・どうすれば，
健康な食生活を送ること

ができるのか。 

〔問い3〕1・冬を暖かく，

快適に暮らすための住ま

い方はどうあるべきか。

（伊豆優子教諭） 

〔問い 4〕・ものを大切に
使うとはどのようなこと

か。 

永 続

的 理

解 

〔理解1〕2・家庭生活での

自分の位置づけを知り，家

族や近隣の人々の存在や

役割について認識するた

めに，まず，「親と自分

（子）」の関係を理解する

ことである。次に，その関

係を通して「自分とキョウ

ダイ（兄弟姉妹）」関係を

認識し，同世代の仲間意識

を体験的に学ぶことや，

「自分（孫）と祖父母」と

いった異世代間の人間関

係を学んでいくことであ

る。そして，「自分と近隣

の人々」とのよりよい関係

（交流）づくりの素地を身

に付けることである。 

〔理解 2〕・人間が生命を
維持・活動・成長するため

に必要な五大栄養素（炭水

化物，脂質，たんぱく質，

無機質，ビタミン）の種類

を知り，食品の3つの栄養
的特徴（身体のエネルギー

源・身体の形成・身体の調

整機能）の働きを理解する

ことである。次に，これら

のグループの食品を組み

合わせることにより，栄養

のバランスがよい食事に

なることが理解し，1 食分
の調理計画や調理などの

初歩的な調理の知識や技

能を身に付けることであ

る。 

〔理解 3〕・寒い冬に暖か
く快適に住むためには，保

温，通気，採光が重要とな

る。まず，暖かく住むため

の工夫として，断熱性能の

悪い窓面から熱が逃げる

のを防いだり，日射を室内

に取り入れたりする必要

がある。また，衣服の働き

にも着目して，がん規制の

ある素材を身につけたり，

重ね着したりすることも

有効である。また，寒いか

らといって，窓を閉め切っ

ておくのではなく，定期的

に換気を行ったり，適度な

明るさを保って生活した

りすることが重要である。 
（伊豆優子教諭） 

〔理解 4〕・自分の日常生
活で多くのものの活用や

消費，家庭生活を取り巻く

身近な環境とのかかわり

を理解し，ものを大切に

し，長く活用したり，無駄

なく使い切り，使い終わっ

たものを他に再利用した

りするなど，環境にやさし

い生活を実践することで

ある。また，地産地消やリ

サイクル活動などの環境

に配慮した地域の取組に

も積極的に参加・協力する

ことである。 
 

課 題

例 
〔課題例 1〕【家族に感謝
の気持ちを伝えよう！】 
・あなたは，家族に日頃の

感謝を伝えることになり

ました。1 年間を通して，
下記の視点を参考にして，

感謝の文章を書き発表し

ましょう。 
! 感謝を伝える時期 
! 自分の生活の見直し 
! 自分と家族生活の工夫 

〔課題例 2〕【健康的な生
活を送る1食分の食事を作
ろう！】・あなたは，家族

が健康な食生活を営むた

めの1食分の調理実習を発
表することになりました。

内容は，我が国の伝統的な

日常食の米飯とみそ汁を

中心とした食事です。下記

の要点を考えて計画書を

作り，調理をしましょう。 
! 栄養素の種類とそのハ
タラキのバランス 

! 地産地消の工夫 
! 調理の初歩的技能 
! 食事の仕方の工夫 

〔課題例3〕 
・あなたは，快適な住まい

方を提案するプランナー

です。そこで，住まいの問

題に頭を悩ませている家

族から快適に暮らすため

の方法を提案するように

依頼がありました。そこで

あなたは，現在の住まいの

問題点について，その根拠

を明らかにし，家族全員が

寒い冬にも健康で快適に

住む方法を提案するため

の，住まい方パンフレット

を作成することになりま

した。（伊豆優子教諭）  

〔課題例 4〕【1 食分の献
立表で調理をしよう！】 
・あなた（たち）が作成し

た献立表（〔課題例 2〕と
の関係）で，環境にやさし

い生活を考えて，買い物，

調理，ゴミの始末などを行

わなければなりません。そ

の考えを「グリーンコンシ

ューマーの買い物 10 の原
則」を参考にして発表しま

しょう。 
＊「グリーンコンシューマ

ーの買い物 10 の原則」を
参照 

 

                                                   
1  京都大学大学院教育学研究科E.FORUM「カリキュラム設計データベース（CDDB）」（会員限定サイト）より引用
（http://cddb.educ.kyoto-u.ac.jp/）（伊豆優子教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部加筆） 

2  参考資料：日本家庭科教育学会編著『家庭科の21世紀プラン』，家政教育社，2000年，128-130頁 
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中学校家庭科（家庭分野） 
中学校家庭科（方法論に関する『本質的な問い』） 
・家族を中心とする生活を考え，生活を自立的に営むとはどのようなことか。 

 
家庭科の 
「内容」 

家庭・家族と子どもの

成長 
食生活と自立 衣生活・住生活と自立 身近な消費生活と環境 

 
「内容」の本

質的な問い 
・どうすれば，家庭や家族

の機能を発揮できるのか。 
・どうすれば，よりよい食

生活を送ることができるの

か。 

・どうすれば，快適な衣生

活・住生活を送ることがで

きるのか。 

・どうすれば，自立した消

費行動ができるのか。 
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的 な

問い 

〔問い1〕1どうすれば，上

手く幼児にかかわること

ができるのか。 

〔問い2〕2・どうすれば，

健康で安全な食生活を送る

ことができるのか。 
（田中早苗教諭） 

〔問い 3〕3・安全で快適な

室内環境とはどのようなも

のか。（田中早苗教諭） 

〔問い 4〕4・商品の適切な

選択・購入とはどのような

ことか。（田中早苗教諭） 

永 続

的 理

解 

〔理解 1〕・幼児に上手く
かかわるためには，幼児の

遊びを観察するとともに，

幼児の遊び道具を製作し，

一緒に遊んだりして，幼児

の身体の発育や運動機能，

言語，情緒，社会性などの

発達の概要とそれを支え

る生活を理解することで

ある。その際，自分なりの

課題をもち，幼児の発達の

状況に適したかかわり方

を工夫するとよい。また，

安全への十分な配慮も必

ず考えることである。 
（田中早苗教諭） 

〔理解 2〕・健康な食生活
とは各食品の栄養的特質を

知り，栄養のバランスを考

えながら，食品の組み合わ

せや調理法を工夫して，1
日 3食を規則正しく食べる
ことである。安全な食生活

とは，食品の鮮度の見分け

方や表示の見方など食品に

関する情報を収集し，取捨

選択して，食品を選び，適

切に保存し，調理すること

である。また，地産地消や

フードマイレージの基本的

な考え方を理解することも

大切である。 
（田中早苗教諭） 

〔理解 3〕・自然から住む
人を守り，心身の安らぎと

健康を維持するために，家

族の状況に合わせた災害

への備えや事故の防ぎ方

などの安全から，以下の視

点で生活空間を工夫する

ことである。 
室内温度（冬季は18℃～

20℃，夏季には外気温との
差 5℃以内）2.室内湿度
（40％～50％），換気，音
（防音，吸音効果），採光，

色，安全性（怪我の防止・

防犯），機能性など。 
	 	 	 （田中早苗教諭） 

〔理解 4〕・物資・サービ
スを適切に選択・購入する

際には，必要性，デザイン，

品質，価格などの視点から

判断して，選択し，状況に

応じて，購入方法や支払い

方法を決めることである。

また，購入した物資・サー

ビスは，適切に使用し，十

分に活かすことが大切で

ある。そして，環境への負

荷などの視点から，自分の

生活に結びつけた課題の

解決ができるようにする

ことである。 
（田中早苗教諭） 

課 題

例 
〔課題例 1〕【タオルを使
って，幼児の生活に役に立

つものを作ろう】 
・あなたは，今度の休日，

親戚の子の世話をするこ

とになったので，その子に

おもちゃを作ってプレゼ

ントすることになりまし

た。 
下記の要素を参考に計

画を立て，おもちゃを作り

ましょう。 
! 幼児の生活に役立もの 
! 幼児の発達状況の把握 
! 材料は家にあるタオル 
! 幼児への接し方の工夫 
! 安全への配慮など 

（田中早苗教諭） 

〔課題例2〕【30分で和定
食を作ろう】 
・あなたは勤労感謝の日

に，いつも働いてくれてい

る両親のために，夕食を作

ることになりました。メニ

ューは，「ご飯」「豆腐の

すまし汁」「肉じゃが」で

す。その日は，午後5時ま
で部活動があるので，料理

に使える時間は 30 分しか
ありません。30分以内に，
手早く，おいしく，安全に

夕食を作ってください。な

お，地元の食材を用いて

（地産地消），環境に負荷

をかけない配慮をしてく

ださい。 
（田中早苗教諭） 

〔課題例 3〕【冷房に頼ら
ず夏を安全で快適にすご

そう】 
・あなたは6人家族で，祖
父，両親，小 4の妹，5歳
の弟がいます。家は2階建
てで，4LDKです。先日の
家族会議で，最近，電気代

が予算オーバーしている

ことが問題になりました。

また，このところ頻発して

いる各地の地震も気にな

ります。さらに，弟がやん

ちゃになり，お母さんはケ

ガが心配でたまりません。

そこで，冷房を使わずに家

を安全で快適な空間にす

るにはどうしたらよいか

考えてください。 
（田中早苗教諭） 

〔課題例 4〕【家族が喜ぶ
10 万円の使い道を考えよ
う】 
・先日の家族会議で，2 年
前から月に5千円ずつ貯め
ていた“家族貯金”が，目標
の 10 万円になったとの報
告がありました。そこで，

家族みんなが喜ぶ 10 万円
の使い道を考え，具体的な

物質やサービスを選び，選

ぶに至った過程と選んだ

理由を詳しく説明してく

ださい。（田中早苗教諭） 

 
 

                                                   
1  京都大学大学院教育学研究科E.FORUM	『E.FORUM共同研究プロジェクト【プロジェクトS】「スタンダード作り」基礎資料集』，

2010年3月，196～197頁（田中早苗教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部修正） 
2  同上書，196～197頁（田中早苗教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部加筆） 
3  同上書，196～197頁 
4  同上書，196～197頁（田中早苗教諭が作成された資料を使用し，筆者が一部加筆） 
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高等学校家庭科 
高等学校家庭科（方法論に関する『本質的な問い』） 
・家族を中心とする生活を考え，より望ましい生活を創造するとはどのようなことか。 
（家族を中心とする生活を考え，どうすれば家庭生活及び市民生活を創造することができるのか。） 

 
家庭科の 
「内容」 

人の一生と家族・家庭及び福祉 生活の自立と及び消費と環境 ホームプロジェクトと 
学校家庭クラブ活動 

「内容」の本

質的な問い 
・どうすれば，自分の一生をとらえ

ることができるのか。 
（生涯発達の視点とは何か） 

・どうすれば，生涯を通して快適な

生活を送ることができるのか。 
（理想とされる生活とは何か） 

・どうすれば，生活を改善・向上す

ることができるのか。 

高 
等 
学 
校 

）  
家 
庭 
科 
基 
礎 

（  
 

本 質

的 な

問い 

〔問い1〕・どうすれば，青年期の自
立を確立できるのか。 
（青年期の自立とは何か） 

〔問い2〕・どうすれば，生涯を通して
健康・安全な食生活を営むことができる

のか。（健康・安全な食生活とは何か） 

〔問い 3〕・どうすれば，高齢者の
よりよい介護ができるのか。 
（高齢者介護問題とは何か） 

永 続

的 理

解 

〔理解 1〕・青年期における自立し
た生活を営むためには，自己理解を

はじめ，心身の自立や生活者として

の自立，人間関係の調整，職業選択

への見通しとその準備，仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス），

男女の平等と相互の協力などの課題

を，生涯を見通した中で青年期をど

のように生きるかを具体的に考え，

適切に意思決定し，責任をもって行

動できるようにすることである。特

に，歴史的，文化的，社会的制度と

しての家族について理解し，固定的

な性別役割分業の意識を見直し，相

互の尊重と信頼関係のもとで夫婦関

係を築き，共に協力して家庭をつく

ることの意義や重要性を認識するこ

とである。 

〔理解 2〕・青年期における毎日の
食事の重要性や内閣府の食育推進基

本計画の「食事バランスガイド」「日

本人の食事摂取基準」など科学的根

拠に基づいた指針等を理解し，それ

を活用して毎日の食事を考えること

である。次に，食生活の安全や衛生

に配慮し，調理法の要点を踏まえ，

目的を明確にした調理実習を通して

調理技術を習得することである。そ

して，栄養の過多・過少，食事の規

則性など自分の食生活の問題として

の加工食品，外食や中食への依存な

ど，社会的な問題ともかかわる現代

の食生活の問題点を理解することで

ある。 

〔理解 3〕・高齢者をよりよく介護
するためには，家族だけで支えるの

ではなく，社会みんなで支えるもの

であり，介護福祉サービスは，支え

たい人を支えられる制度であること

を理解することである。これまで家

庭科で学習してきた内容である家族

間の人間関係形成を基本にした家族

の協力・気遣い，家事技能とその仕

事分担や生活時間の調整を図り1，介

護福祉サービスを理解し，学習で習

得した知識・技術を学校生活や地域

の生活の場に活かし，「自宅介護」

と「施設介護」をうまく組み合わせ

て，よりよい介護を行うための具体

的な改善策を考察し，その評価を含

めた内容を発表することである。 

課 題

例 
〔課題例 1〕【「青年期の自立」を
発表しよう！】2 
・あなたは「キャリア発達シンポジ

ュム」で，「青年期の自立」を発表

することになりました。「ライフキ

ャリアレインボー（ドナルド・E・ス
ーパー理論）」3から，まず，今の自

分は人生のどの時期にいるのかを考

え，生涯を見通した中で青年期及び

将来をどのように生きるかを，以下

の役割から発表してください。 
〔青年期の主な役割〕 
! 子ども，学生，余暇を楽しむ人，
職業 

〔将来の主な役割〕 
! 配偶者，家庭人，親，市民 

〔課題例 2〕【理想的な朝ご飯をつ
くろう！】4 
・あなたは「朝ご飯づくりコンテス

ト」に参加し，「食事バランスガイ

ド（農林水産省）」を活用して，自

分が理想的だと考える朝ご飯づくり

を発表することになりました。 
発表の内容は以下の通りです。 

! 青年期の欠食率とその理由 
! 朝食欠食の身体的な影響 
! 理想の朝ご飯（主食，副菜，主菜，
牛乳・乳製品，果物の目安量） 

! 朝ご飯のテーマ・レシピ 
! 短時間で調理でき，食欲がないと
きでも食べられる内容 

! 調理実習の計画内容及び調理 
! 朝ご飯の披露，発表，試食，後片
付け等 

〔課題例 3〕【将来の高齢者介護の
在り方を考えよう！】 
・あなたがたは，ＮＨＫ高校講座の

ビデオ「支え合う社会をめざして～

福祉システム～」5を見て，テーマ：

「高齢者介護の将来の在り方」を◯

◯市民フォーラムで発表することに

なりました。 
	 発表の内容は，「自宅介護」と「施

設介護」をうまく組み合わせて行う

ためには，どのような要素が必要な

のかです。各自の生活及び学校や地

域の生活の中から課題を見付け，そ

の課題の解決をめざして計画を立

て，これまで学校で学習してきた家

庭科学習を活かして，具体的な改善

策を（試みた結果）発表してくださ

い。 

                                                   
1  山本圭郎・山野京子・入江和夫『高校家庭科の高齢者介護に関するロールプレイ教材開発』，山口大学教育学部付属教育実践総合
センター研究紀要第25号（2008.3），201-212頁 

2  新井紀子編著『パワーアップ！家庭科』，大修館書店，2012年5月，120-122頁の「5．安心して心豊かに暮らせる社会とは」を参
考にして筆者が作成 

3  中学校・高等学校進路指導資料第1分冊（文部科学省），20000年6月 
4  新井紀子編著『パワーアップ！家庭科』，大修館書店，2012年5月，110-112頁の「2．テーマをもって朝ご飯を作ろう」を参考に
して筆者が作成 

5  ＮＨＫ高校講座（家庭総合），第13回［社会と福祉］「支え合う社会を目指して～福祉システム～」，2013.7.11放映 
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