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1Part 高校生へのメッセージが豊富
主体的な学びへの導入

アイデンティティとは，自己同一性という意味で，自分とはどういう人間であるかということを自分で認識することである。「アイデンティティの模索」
という場合，自分らしいあり方の模索というような意味ととらえることができる。

自分自身を知ろう1

人の一生と生活課題1

でも自己責任でしっかりやる
ことも大事という意見もあるね。

コインの
表裏一体と
同じだね。

主に，身体的運動能力の発達を「発育」として
「発達」と使い分けて考えることもあるが，本
書では区別しないで用いる。
青年期とは，12歳ごろ～20歳代といわれる。
乳児期，幼児期，児童期，青年期，壮年期，
高齢期などそれぞれの期をいう。
2022年から成年年齢は20歳から18歳へと変
更になった。成年（成人）になると，単独で契
約できたり，親権に服する必要がなくなったり
する。（⇒p.193「契約と責任」）
自立の側面の例
生活的自立：衣食住に関する身の回りのことを
自分で行う。
経済的自立：収入を得て，それを自己管理する。
精神的自立：日常にあるさまざまな問題に対し
て自分で判断し意思決定する。
社会的自立：社会にかかわり，責任をもって自
分の意見を表明し，他者と合意の形成や人間
関係を調整したり人に助けを求めたりする。
性的自立：自分や他者の身体や考えを尊重し
責任をもってかかわる。これらの側面は互いに
関連しあっている。

❶

❷
❸ 

❹ 

❺

　青年期に出合う問題や考えたいことはどのようなことだろうか。

保育士になりたいけど，
友だちに

「男では無理だよ」と
言われた。

制服のスカートを
はきたくないんだけど。

選挙権をもったら
どういう人に

投票したらいいの？
自分のよさって
何だろう？

悩みを相談
できる人はいる？

完全な自立とは，完全な相互依存である参考

　国際政治学者で，国連難民高
等弁務官，国際協力機構（JICA）
理事長を務めてきた緒方貞子さ

んは，人道活動を続ける中で，
「完全な自立とは，完全な相互
依存である」という言葉を遺した。

自立するということは
自分の弱さも認め，
他人に優しくなれと

いうこと？

共生

自立

1 自立と共生

人の発達
❶
の過程には，乳児期，幼児期，児童期，青年期

❷
，壮年期，高

齢期などがあり，それぞれのライフステージ
❸ 
には特徴や課題がある。

人生は一直線ではなく，悩みながら迷いながら試行錯誤の連続である。
青年期は心身の大きな変化を経験する

❹ 
。さまざまな知識や技術を学び，

ものの見方や考え方を養い，身体的にも社会的にも自立への準備を整
える時期である。自分とは何なのかという問いかけが始まり，悩みも
増え，アイデンティティを模索する。また，社会でどのような職業に
つくのかなどの職業観や結婚観，家族観も考え始める時期である。

　自立とは自分の力で考え，物事に対応することのできる状態をさし，
生活的・経済的・精神的・性的・社会的などの側面からとらえること
ができる

❺
。自立は「〇〇ができる」という能力や状態だけではない。

誕生から死までの間にリスクに出合ったり障がいをもったりするな
ど，自分だけではできないことも起こりうる。自分でできないときは
他人の助けを求める，助けを求められたらそれに応じる，自立できな
いことを社会で支える（ネットワークや社会福祉など社会のしくみ，
福祉など）なども自立の要素である。人間は一人では生きられず，か
かわりあって生きるという点で，自立と共生は一体のものである（1）。

生涯にわたる発達と青年期

自立と共生は一体
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エシカル（ethical）は「倫理的な」という意味であり，エシカル消費とは地球環境や人権，生産者の健康・安全，動物福祉などにも配慮した消費行
動を指す。フェアトレードもその一つである。

　先進国による木材や食料の大量輸入は，途上国での大量の森林伐採，
プランテーションなどへの土地利用の転換により，環境破壊を推し進
めてしまっている（2）。貧困が原因で，違法伐採，違法輸出が行わ
れることも多い。減少した自然資源をめぐって紛争が起き，紛争によっ
て森林が焼き払われることもあり，自然はますます破壊され，不毛の
地が広がるという負の連鎖が起きている。

　森林の減少はそこで暮らす人びとの薪などの生活資源を奪い，生活
苦に追いやることもある。また，湧き水などを減少させ，気候変動で
降雨パターンの変化によって渇水や洪水が起き，活用できる水資源も
減少してしまう。富める人びとは井戸を深く掘り水を確保できるが，
貧困者は質が悪く少なくなった湧き水を利用するしかない。途上国で
は「水汲

く

み」は重労働の一つで，女性や子どもの仕事であるが，その
負担は一層大きくなり，子どもから学業時間を奪っている（3）。
　一方で，急速な発展をとげる都市もあり，超高層ビルの建設や自動
車，スマートフォンの普及など，従来の途上国のイメージとは違った
発展をとげている国もある（4）。発展の裏で起こっている格差拡大
や環境破壊にも目を向けたい。

先進国への資源の輸出と環境破壊

気候変動による環境破壊と格差の拡大

自然環境破壊のかげに2

4 スマホを使うマサイ族の母

2 森林伐採で進む荒れ地化（インドネシア）

地域によっては数キロの道のりを運ぶ。

3 水汲み（ザンビア）
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　私は「エシカル消費」を広く知ってもらう啓発活動を行っています。
　あるテレビ番組のレポーターとして多くの国ぐにを訪れ，一部の
利益や権力のために美しい自然や多くの弱い立場の人たちが犠牲に
なっている現実を痛感させられました。転換点となったのは，2004
年，キリマンジャロに登頂し，温暖化の影響で氷河が大きく減退し
ている光景と，氷河の雪解け水で暮らす山麓の子どもたちが必死に
植林活動を行っている姿を目の当たりにしたときでした。その後，
環境やフェアトレードの活動をしている中，「エシカル消費」に出合
いました。
　活動の中で一番の喜びは，私の話を聞いて変わっていく人たちを
目にする瞬間です。たとえば，講演を行った静岡の高校では，生徒
たちが自分たちにできることはないかを考え，卒業証書をエシカル
な紙であるバナナペーパーにしたいと先生に直談判し，実現させま
した。行動に移す人がたくさん出てくることを知るのが私の喜びであ
り，モチベーションです。「見えないものや人に思いをはせる。想像
力をもとう」。何か買うときに，どこで誰がどうやってつくっているの

だろうと思いをはせることはとても大事です。そうやって物事の裏側
を見ようとすることで，エシカル消費を行える人になってほしいと思
います。

持続可能性は先進国・途上国双方の課題キャリア
エシカル協会代表
末吉里花さん

多くの職業の⽅のメッセージを各学習
で「キャリア」として掲載。
その仕事に就くまでの悩みや，⽀えて
くれた⼈など，⽣徒の将来を考える
参考になります。

多くの先輩からの声

自立は「〇〇ができる」という能力や状
態だけではない。誕⽣から死までの間に
リスクに出会ったり障がいをもったりする
など，自分だけではできないことも起こ
りうる。自分でできないときは他⼈の助
けを求める，助けを求められたらそれに
応じる，自立できないことを社会で⽀える
（ネットワークや社会福祉など社会のしく
み，福祉など）なども自立の要素である。

自立と共生

⼈⽣ 100年時代。
18 歳から成年となった今，
未来の⽣活を拓く鍵は，
君たちの手にもある。

未来の
生活への対話

家庭基礎 p.12，家庭総合 p.16

家庭基礎 p.12，家庭総合 p.16

家庭基礎 p.199，家庭総合 p.235
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SDGsの連鎖
誰も置き去りにしないという，
SDGs の目標は，より豊かな社
会を作るという点でみんなつな
がっていて，相互に関連しあっ
ています。共⽣社会の学習では
安全な水が供給されることで，
副次的に病気が減り，医療費が
改善され…最終的に女性の社会
進出が進むという好循環の事例
を掲載しています。

再生エネルギーは増加したけれどみんなのお金の使い道を知る
政府が私たちから税金を集めて，それを
何に使うかを決める活動を「財政」とい
います。住⽣活の学習では，災害から私
たちの命と安全を守るためにはどのくら
いの予算が使われているかを知り（目標
17），災害につよいまちづくりへの課題
を考えることができます（目標 9,11）。

消費⽣活では，気候変動の主因である
CO2 の排出抑制に向け，再⽣可能エネ
ルギーの消費量は増えていますが化石
燃料エネルギーもまた増えています。
その背景と解決策を考えます。

持続可能な食生活を考える
SDGs の 2番目の目標に「飢餓をゼロに」
がありますが，日本では農地の減少に
伴う食料自給率の低下や食品ロスの課
題があります。「持続可能な食⽣活」で
はこれらの目標をすべて扱います。

プラスチックの功罪を考える
プラスチックは利便性に富み，医
療等では⼈類の⽣命に貢献してい
る一⽅，⽣分解されず海に捨てら
れたプラスチックごみは海洋⽣物
を傷つけています。

　SDGs は Sustainable Development Goals（持
続可能な開発目標）は全世界共通の 17 の目標
として示されています。新しい教科書では各章
のまとめにこれらを下図のようにとりあげてい
ます。

次のできごとからあなたは何を考えるだろうか。

（番号はSDGsの目標の番号）

　国連の支援でつくった井戸が壊れて放置されていたインドの貧困な地
域で，NGOが女性を修理工として育成したところ，男性と同等の賃金を
得られるようになり，NGOの支援が終了した後も，自分たちの賃金から
修理工の育成を続けている。この活動は，修理工に限らず，地域の女性
に以下のような好循環を生み出している（以下の文章の数字はSDGsの
17の目標の番号である）。
　井戸できれいな水を飲めるようになったので（６），下痢や感染病が少
なくなった（３）。その結果，医療費が減り（１），貧困が緩和された。
また，貧困が緩和されたとともに，水運びのための労働を女性が担わな
くてもよくなったので（５），女性が学校に通えるようになった（４）。
その結果，女性も仕事につけるようになり（８），貧困から抜け出せると
ともに，教育や労働によって，男性優位の価値観が変わっていっている
（５）。
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ISO14000などの番号は，世界的に統一した基準をつくり，標準化させることを目的とした国際標準化機構の規格の番号です。

　イギリスで始まった18世紀後半の産業革命以後，CO2 排出量は増
加し続けている（3）。CO2 の増加は地球温暖化をもたらしており，
最悪の場合は，2100年の平均気温は産業革命前から4.8℃上昇すると
いわれている。気温上昇を 2℃未満に抑えるため，今世紀後半に世界
全体で CO2 の排出を実質ゼロにすることをめざすパリ協定

❷
が 2015

年に締結された。

　日本のCO2 排出量はエネルギー転換部門，産業部門，運輸部門な
ど企業が大半を占め（1），CO2 排出量の削減には企業の取り組みが
カギを握る。循環型社会形成推進基本法で，廃棄物処理の責任はそれ
を排出する者（生産者）が負うことになり，製品の廃棄処理は生産者
が責任をもつことになった。現在は ISO14000（環境規格）や
ISO26000（社会的責任）を取得する企業も増えている。
　近年の快適な生活には，多数の電化製品の使用が不可欠になってい
る。家庭における排出量は全体の 5％であるが，家庭で使用する電化
製品の種類や数の増加，大型化により電気使用量も大きく増加してい
る。家庭の「節電」「省エネ」はCO2の排出抑制に大きく影響する（2）。
　エネルギーなしには今日の経済や生活は維持できず，CO2を削減し
ながらエネルギーを確保することは人類の重要な課題である。世界で
は化石燃料エネルギーから太陽光や風力，地熱などCO2 を排出しな
い再生可能エネルギーへと徐々に転換し始めている（4）。

大気中のCO2増加と地球環境への影響

企業や行政，家庭や個人の取り組み

CO2の削減に取り組む2
2020年からの温暖化対策の国際ルール。
2015年12月の国連気候変動会議（COP21）で
採択された。京都議定書に代わる，2020年以
降の温室効果ガス排出削減等のための新たな
国際枠組みで国連気候変動枠組条約締約国会
議（COP21）（2015年，パリ）において採択され，
2016年に発効した。産業革命前からの気温上
昇を2度未満に抑えるため、今世紀後半に世界
全体で排出を実質ゼロにすることをめざす。
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3 世界のCO2排出量の推移
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4 世界の一次エネルギー消費量の推移

（経済産業省「エネルギー白書」2019年）

（温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温
室効果ガス排出量データ」2020年）
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●海岸での漂着ごみ ●海洋生物への影響

鯨の胃から発見された大量のビニール袋

　プラスチックは手軽で耐久性に富み，安価に生産できることから，
文房具，衣服から家電製品，車，建物などの原料になっている。
その他，ビニールや発泡スチロールなどの包装や梱包・緩衝材，ケー
スなどにも広く使われている。

　毎年 900 万トン以上のプラスチックがごみとして「海」に流れ込
んでいる。その数は銀河系の星の数より多く，2050 年には魚の量
より多くなると予測されている。そして，一部は紫外線・海流・波で，
マイクロプラスチックと呼ばれる細かい破片となり，有害物質が付
着しやすくなり，鳥や魚がエサと間違えて食べ，その魚を私たちが
食べている。プラスチックごみの 9 割はリサイクルされていない。

　日本は一人あたりの容器包装プラスチッ
クごみの発生量が，世界第2位と，この問
題に国際的な責任を持たなければならな
い立場にある。
　プラスチックごみの問題を解決するため
の基本は，いわゆる３Rである。その際，
３つのRの順番は，ごみを減らすリデュー
スが最優先であり，リサイクルは最後の手
段である。また，使い捨て製品を石油由
来から植物由来に切り替えればよいという
ことではない。繰り返し使えるものを普及
させていくことこそが，プラスチック汚染
と気候変動への解決策になる。

海洋プラスチックごみと私たちの生活

●海洋プラスチックごみの循環海洋プラスチック みの循環

考えてみよう

　プラスチックは利便性に富み，
たくさん使われている。一方で，
本ページでとりあげたような問題
が深刻化している。あなたは，こ
れからどうすればよいと考えるだ
ろうか。

世
界
と
と
も
に
創
る

持
続
可
能
な
社
会

3
章
持
続
可
能
な

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
環
境

3
章

203

家庭基礎 p.171，家庭総合 p.207 家庭基礎 p.203，家庭総合 p.239 家庭基礎 p.201，家庭総合 p.237

■一般会計

■特別会計
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災害対策費の推移

2Part 自分のこととして考える
SDGsの課題

一⼈ひとりの身体や心，⽣活のあり
様も環境によってそれぞれ違う。

これらの違いを，差別の根拠にする
のではなく多様性として，
互いに尊重しあう⽣活と社会への創
造へと，今，⼈びとは歩みはじめて
いる。

なぜなら，全ての⼈に「⼈間らしく
⽣きる資格がある」ということを「⼈
権」として確認してきたからである。

このことは，自然界の⽣物の多様
性の維持に⼈間が責任を果す責任
があることをつきつける。

なぜなら，⼈間と動植物は，連鎖・
共存して⽣きているからである。

多様性 人権

尊
重

❶家庭科は「家庭生活を中心にした人間の生活」について学ぶ。
　その目的は
　①家庭，地域，国内・国際社会・自然環境へ広がる
　②過去・現在をふまえて将来・未来へつながる

❷家庭科の学習内容
　 家庭生活の実際＋学問・文化・社会的要請等で構成され，以下の各内容を相互に関連づけて学ぶ

❸家庭科をなぜ学ぶのか
　家庭（私的）生活は人間の全ての活動の土台である。
　 それを他者や諸サービスに依存ばかりせず，それを担う力をもち，そこでの課題に取り
組むことが，真の「生きる力」になるからである。

家庭科の学び

家庭科の学びと国連SDGs

「誰ひとり取り残さない」をスローガンとするSDGs=持続可能な開発目標は前文「全ての人の人権を実現す
ること」と述べている。右図や下記の17のゴ‒ルは，家庭科の内容と重なっていることが多いことがわかる。
　これを参考にしながら，日本の江戸時代にあったエコロジカルな生活なども想起し，各自が家庭科の
学習を通して，自主的に足もとからの持続可能な社会の実現に取組んでいくようにしたい

国連SDGs（Sustainable Development Goals 2015 ～2030）

注●国連は1970年代から持続可能な社会の実現に取り組んできた。（2000年にはMDGs（Millennium 
Development Goal）を採択し，紛争，貧困，環境などの解決や国連の強化などを掲げた。

人間・
社会

自然 経済

青年期・家族・
子ども・高齢期
職業労働・地域・
法律・福祉

人の生涯発達と
家族・環境

衣食住の各生活に
かかわる

健康・科学・技能・文化
衣食住の各生活と
自然環境保全

衣食住の生活と
健康と科学

経済生活・
消費生活と消費行動
持続可能な生活・
消費行動等

消費生活と
地球環境

貧困をなくそう 飢餓をゼロに すべての人に健康と福祉を 質の高い教育をみんなに ジェンダー平等を実現しよう 安全なトイレと水を世界中に

iii

家庭とは家族の
生活だけではない。一人暮ら
しでも衣食住等の生活がある
ように，誰にもある私的な
生活の場をいう。

当然だよ。
僕たちは輸入食品に
頼って生きて
いるんだから

日常の生活を
他者に任せていても，
しかたがない面も
あるが……？

SDGsの考え方
この三つの関連を重視

誰ひとり取り残さない（SDGs前文）

家庭基礎 p.85，家庭総合 p.97 家庭基礎 p.126，家庭総合 p.1484 5



誰もが将来の自分や⽣活を少なから
ず考えています。それを具体的に計
画することを⽣活設計といいます。
まずは，自分がどんな⼈⽣を送りた
いのか，そのためにはどんな準備が
必要かをデザインします。

対話とは，⼈と⼈との間で行われるコミュニケーション
です。
しかし，それはモノや書籍，文化や歴史と出会い，そ
れらと自分が対話をすることによって⽀えられています。
下の図の吹き出しの会話のように，異なる意見を言い
合うことで考えがまとまり相手の理解につながります。

生活をデザインする

対話する

3Part

主体的・対話的・深い学びでの具体化

　誰もが将来の自分や生活を少なからず考えている。それを
具体的に計画することを生活設計という（➡  p.26　家族の頁）。ま
ずは，自分がどんな人生を送りたいのか，そのためにはどん
な準備が必要かをデザインする。

生活を
デザインする

勇気をもって，これからの生活を創る
　全く知らない世界に飛び込むことは勇気のいることである。躊躇して当たり
前です。できない理由をかき集めるより，どうしたらできるだろうか，やって
みた先にはどんなワクワクが待っているだろうかと考えることに力を注いだ方
が次のエネルギーにつながりやすいはずです。
　
（安田氏は高校2年生の時に，途上国に赴いて生活支援に参加したことが，自
身の生き方の原動力につながったと述べています。） 「勇気をもって飛び込んで」

（安田菜津紀：フォトジャーナリスト）

これからの自然環境につい
て不安がある。世界でも高
校生が環境問題を発信して
いる。「環境問題」にずーっ
と取り組んでいきたい。

障害を
持っていても
力を発揮
できると
良いな

結婚するのかな？
結婚したら
子どもを持つのかな？

就職を考えているけれど……
進学するのにどのくらいの費用
が掛かるのだろうか。奨学金を
借りようかな？親からの資金と，
アルバイトもして賄うのかな。

私は小さいころから食べるのが
好きで，将来は調理師になっ
ていつかは自分の店を持ちた
いと思っている。料理も得意だ
し，卒業後は専門学校に行っ
て夢を実現させたい。

どんな人生を送るか

どんな準備をするか 地域や社会をどう描くか

生活を
創る視点
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対話は単なる会話やディベートと違う
　対話は他人と交わす新たな情報交換や交流のこと，
会話はすでに知り合ったもの同士の楽しいおしゃべりです。
対話は
● 自分の人生の実感や体験を消去してではなく，むしろそれを引きずって語り，聞き，判断すること
● むしろ相手との対立を見ないようにする，あるいは避けようとする態度を捨て，むしろ相手との対立を積極的に
見つけて行こうとする
● 相手と見解が同じか違うかという二分法を避け，相手との些細な『違い』を大切にし，それを『発見』させる
こと。
● 自分や相手の意見が途中で変わる可能性に対して，常に開かれていること。

『対話のレッスン』より
（平田オリザ：演出家，劇作家）

いまは，性は男・女では
なく多様であることがわ
かってきている。男女共
同参画基本法も性にかか
わりなくといっているね。

性別によって向き・不向き
があると思う。家事は断然，
女性の方が得意だから得意
な女性が行うべきだよ。

男性も，女性もその時々で，
できる方が家事を行えばい
いと思う。限定するのはお
かしいと思う。

魚を一尾おろしてみた。頭
を切り落とし内蔵をとりだ
した。手は血で濡れた。
おろしながら，人間は他の
生物の命をいただいている
という思いを実感した。

対話とは，人と人との間で行われるコミュニケーションである。
しかし，それはモノや書籍，文化や歴史と出会い，それらと自分
が対話をすることによって支えられている。

対話する

対話する

モノとの対話 今では布が破れたりす
ると糸で補修しないで，
捨てることも多いけど，
昔は，補修して使うこと
は当たり前だったとい
う。今はそれをエコと
言っている。

補修部分を模様のように糸で刺したも
のが，今は，刺子という文化になってい
る。文化は日常の生活のなかにあった
のだということがわかった気がする

文化との対話

4
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対話は単なる会話やディベートと違う
　対話は他人と交わす新たな情報交換や交流のこと，
会話はすでに知り合ったもの同士の楽しいおしゃべりです。
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● むしろ相手との対立を見ないようにする，あるいは避けようとする態度を捨て，むしろ相手との対立を積極的に
見つけて行こうとする
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いまは，性は男・女では
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かってきている。男女共
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性別によって向き・不向き
があると思う。家事は断然，
女性の方が得意だから得意
な女性が行うべきだよ。

男性も，女性もその時々で，
できる方が家事を行えばい
いと思う。限定するのはお
かしいと思う。

魚を一尾おろしてみた。頭
を切り落とし内蔵をとりだ
した。手は血で濡れた。
おろしながら，人間は他の
生物の命をいただいている
という思いを実感した。

対話とは，人と人との間で行われるコミュニケーションである。
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⽣活のなかにはいろいろ課題があるが，自覚して
いないことも多い。何を食べるか，何を着るかな
ど，私たちは毎日何かしらの課題に取り組んで
いる。これらの解決策を実践し積み重ねること
で，その⼈なりの⽣活スタイルが形成されていく。
課題の中には答えをみつけやすいものもあるが，
すぐには見通しが立たないもの，共同で取り組む
ものもある。

課題に取り組む
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は見通しが立たないもの，共同で取り組むもの（➡ p.214　ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動）もある。

課題に
取り組む

課題の答えはたやすく見つからない
　何か解決しなければならない「問題」には「答」がある。しかし，人生の大半の問題には
最後の「答」は無い。「答」がないからといって，問いが解消するわけではない。…それと取
り組むことにその問いの意味の大半がある。
　そういう答えがすぐ見つからない問いを私たちは，人生の「問題」ではなく「課題」とさし
あたって呼んでおきたい。
　ひとは仕事につくときに，これはほんとうにじぶんにしかできないことなのだろうかと，つい
考えてしまう。じぶんがしていることに何か意味を見つけるとやる気が生まれるというのはひと
の常だが，その意味を「じぶんにしかできないこと」というふうに考えることには無理がある。

『大事なものは見えにくい』より
（鷲田清一：哲学者）

販売会社に連絡して
キャンセルしてもらった

知らないうちに，栄養
ドリンクを毎月購入す
ることになっていて，請
求が来ているけど，ど
うしたらいいのだろう。

消費生活
センターに行って
サポートして
もらったよ。

津波で家が流され，
仮設住宅で暮らしている。

津波が来ても浸水しないように，
町全体を高くする工事をするんだって

補助金だけでは住宅
建てられない，借金
はこれ以上できない
と親が言っていたな

見通しがたたない課題解決の見通しがたつ課題

計画（Plan） →実行（Do） →
評価（See） →反省（Check） 
というプロセスがある。

課題の背景を、 多面的に
考察し、 解決方向を深める。

出産後も働きながら
夫とともに子育てしたい。
皆はどうやっているの
だろう。できるかな？

自分の初任給
だけで生活
できるのかな？

共同で取り組む
課題もあるよね。

自分で見つける
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これまでの生活設計は長期の家族の生活を見通しを持って経済を準備する点に重点があった。
ここではおよその生活への見通しや希望をふまえ，様々な課題をみつめ，時には友人と対話し
ながら家庭科の様々な学習をふまえて共通の課題を共に学び合う生活設計の場面もあると考え
ている。

生活を創る視点をふまえた生活設計

デザイン例

26
family（家族）の語源はラテン語のfamilia（ファミリア）である。familiaは1つの家に暮らす人びとの全体をさしており，非血縁の奉公人，家内奴隷（ど
れい）も含まれる。

　1章では，発達課題に関連して性やジェンダー，働くことに焦点を
当てて青年期を学んできた。
　それらは，これからどういう人生を送るかということと深い関係が
ある。「どういった職業につきたいか」「いつ，一人暮らしをするか」
などを考えることが生活設計のはじめの例である。
　生活を営む上で必要なものを生活資源

❶
（1）といい，金銭的・物的

資源は，生活設計の際に重要となる。一方で，家族や個人の人間関係
や目に見えない時間を，人的資源・時間的資源としてとらえる考え方
もある。
　一日24時間という誰

だれ

もが平等にもっている時間的資源ではあるが，
性別や年齢，働き方や過ごし方などによって使い方に違いがみられ，
生活を設計する際には重要な視点になる。
　また，個人や家族だけでは安定的な生活が難

むずか

しくなることもあり，
社会的資源が重要な役割を果たす。

　生活を見通す上で，誰
だれ

と生活をするのか，一人で暮らすのかなどを
考えることは，生活設計にかかわることである。従来は結婚すること
は当たり前とみられてきたが，結婚を選択と考える人も増えている
（⇒ p.29）。また法律婚ではなく事実婚を選ぶ人や，法律婚をせずに
子どもをもつ人もいる。家族を創る・創らない

❷ 
にかかわらず，友人や

地域の人，世代の異なる人などとのかかわりをどのようにもつのかを
考えることは重要である。

人生を支える資源と観点

家族を創
つく

る？　創らない？

生活設計のはじめの一歩1

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇1 自分が拓
ひ ら

く人生1
　あなたは，自分の人生について思いめぐらすとき
どんなことを頭に浮かべるだろうか。

資源とは，何かをするときに必要なもとになる
もの。資源という言葉と生活が結びつくと，人
間のこれからの生活のあり方がイメージしやす
くなる。
資源の使い方はリスクとの関連が深い
（⇒p.206・207）

❶

金銭的資源 収入や資産などで得るお金

物的資源 衣食住の生活に必要な物

人的資源 家族や，個人の資質，友人・知人
関係等

時間的資源 生活を営むためにかかる時間

社会的資源
組織（町内会・民生児童委員等）
制度（社会保障制度等）
対策（防災計画等）

1 生活資源の例

ボランティアと仕事，
どちらもできるかな。

趣味を生かした
自由な時間を
過ごしていたい。

田舎で自給自足の
生活にあこがれている。

Eスポーツの
大会で
優勝！！

自分が生まれた家族を「出生家族」，自分自身
がつくっていく家族を「創設家族」という。

❷ 

5

10

15

20

課題例

相対的貧困率は36ページ参照。子どもの貧困
率は，子ども（18歳未満）全体に占める相対
的貧困状態にある子どもの割合。2018年は
13.5％で，約7人に一人が貧困状態である。

❶

文具品や修学旅行の費用の準備が困難な義務
教育の子のいる家庭は，地方自治体に就学援
助金を申請できる制度がある。

❷

　日本は 1990 年代以降経済的な格差が大きくなり（⇒ p.36），特に
子どもの貧困率

❶
は高い（1）。発達途上にいる子どもにとって貧困が，

人生に与える影響は少なくない。食事での栄養素の偏り（⇒ p.128）
や，病気や虫歯など治療の遅れなどの健康面や，学校で使用する文具
や運動着の準備など

❷
にも影響を与えることもある。さらに，親の所得

が不安定であることが，親自身の精神的安定に影響をもたらし，親子
関係，ひいては他人との人間関係にも影響がでることがある。

　子育ての費用は，幼児でも年間おおよそ 100 万円前後が必要であ
る（2）。加えて，日本は児童期以降にかかる教育費が高く，一人の
子どもが大学卒業までにかかる教育費は，公立・私立にもよるがおお
よそ１千万円～数千万円になる（3，⇒ p.211）。国によっては，保
育費や医療費が無料あるいは低額の国もあり，日本でも，最近，自治
体によっては子どもの医療費を無料にしたり，補助金を出したりする
ところが増えてきている（4）。

経済的格差，子どもの貧困

子育ての費用

育ちを支える福祉・経済2

62
大学の教育費（４年間）は，国立243万円，私立理系531万円，私立医歯系（６年間）2369万円である（平成28年度文部科学省）。４年間の生活費は，
自宅生159万円，下宿生416万円である（平成26年度日本学生支援機構）。

1  子どもの貧困率と子どもがいる現役世
帯のうちおとなが一人の貧困率の推移
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子どもがいる現役世帯のうち
おとなが一人の貧困率

子どもの貧困率

（厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成）

調べてみよう

　子どもの医療費は，無料，あるいは補助金を支給している市区町村が多
いが，対象の子どもの年齢はさまざまである。自分の住んでいる市区町村
がどのようなしくみなのか，高校生も対象にしているのか調べてみよう。

3  小学校・中学校・高等学校の教育費

4  子ども医療費援助（通院）の自治体数

（厚生労働省子ども家庭局母子保健課調べ「乳幼児
等医療費に対する援助の実施状況」平成30年4月）

実施市区町村計 1,741

就学前 81

7歳年度末 2

9歳年度末 10

12歳年度末 96

15歳年度末 1,007

18歳年度末 541

20歳年度末 2

22歳年度末 1

その他※ 1

なし 1,089

あり 652

※就学前及び第三
子以降については
15歳年度末に到達
するまで。

■対象年齢

なし 1,494

あり 247

（単位：市区町村）
■所得制限

■一部自己負担

合計
衣類
服飾
雑貨

食費 生活
用品 医療費 保育費

学校外
教育費
活動費

その他
(お祝い行事・
子どものための
預貯金保険・
旅行費を含む）

0 歳 931,246 88,513 111,126 222,491 12,608 51,453 10,975 434,081

1歳 878,040 69,750 155,376 159,364 14,467 111,019 19,505 348,559

3 歳 1,040,577 62,049 212,782 89,397 11,524 268,245 43,682 352,900

5歳 1,159,523 56,586 228,124 76,646 13,075 340,924 94,174 349,996

（単位 円）

2  第1子一人あたりの年間子育て費用額

（内閣府「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」より作成）

公立 私立

小学校 321,281 1,598,691

中学校 488,397 1,406,433

高等学校 457,380 969,911

（文部科学省「子どもの学習費調査」2018年）

（単位：円）

保護者が支出した1年間・子ども一人あたりの学習
費総額
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対話

さまざまなリスクに対応する2
生活資源とリスクの関係
　リスクに備えることは生活資源の使い方を考えることでも
ある。例えば，長時間労働というリスクは，病気というリス
クを生むかもしれない。病気により働けなくなり，収入が減っ
てしまうリスクにつながる可能性もある。
　しかし，さまざまな生活資源を使って，これらのリスクを
減らすことができるかもしれない。

さまざまな生活資源（➡  p.26　「生活設計のはじめの一歩」）
　生活資源には，人的資源・物的資源・諸活動に必要な金銭
的資源や生活を営むためにかかる時間などさまざまある。自
力での安定した生活を営むことが困難になったときには，社
会の支えも重要な資源となる。さまざまな生活資源を組み合
わせてリスクに対処し，生活を維持することが可能となる。

リスクの背景を見極める（➡ p.189　「家計マネジメントはなぜ必要か」）
　リスクには，個人的なリスクや災害のような共同で身にふ
りかかるリスクがある。個人や家族のリスクは，社会全体の
リスクにつながっている。負債のリスクの背景に，お金がな
くても買えるカード社会，災害の背景に地球温暖化があり，
さらにその背景にエネルギーの使い方があるように，リスク
の背景を見つめると対応の幅が広がる。

グループ活動の方法
❶各自で付箋（図の黄色の付箋）に書き出したリスクを持ち寄り，
　似た内容同士をグループにして種類分けする。

❷種類分けしてできたグループに名前をつける（図の青の付箋）。

❸さらにグループ同士の関連を考える。関連があるグループを
　線で結ぶ。

❹ディスカッション

個人の活動

これまで，あなたの周りには，
どんなリスクがありましたか。

各自書いた付箋を，グループ
で分類してみましょう。

こうしたリスクをどう解決したら
よいでしょうか。

個人の活動

その他，成人期，高齢期には，
どんなリスクがあるでしょうか。

グループ活動

長時間労働によるリスクの例

長時間労働（リスク）
リスクを
減らす

他の人に仕事を替わってもらう（人
的資源）や休暇などの制度を用
い，自分の健康をケアする時間
（資源）を増やす

生活資源

労災保険
（社会保障制度）による給付

生活資源

病気

病休による収入減

生活資源はリスクの
連鎖を回避する役割
もあるんだね。

長時間労働が病気になった原因
なら，長時間労働の現状を見直
すことも必要じゃないかな。

リスクの
背景を
見極める

リスクを
減らす

●自分のリスク　●家族のリスク
●地域のリスク　●環境のリスク

●自分で対応できる
●家族の協力があればできる
●地域の協力があればできる
●公的支援があればできる
●解決が難しい

あなたの回りにはどんなリスクがあっただろうか。
これから先、どんなリスクにあうだろうか。1

ACT.

208

（左記は家庭基礎 p.62）
家庭基礎 p.62，家庭総合 p.70

（左記は家庭基礎 p.26）
家庭基礎 p.26，家庭総合 p.30

家庭基礎 p.208，家庭総合 p.244

家庭総合では 「生活を創る視点」 に加えて「手や身体が動く」 を加え「対話する」とともに 「生活を創る力」として記述しています。
家庭基礎 p.5，家庭総合 p.5
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調べてみよう

　マヨネーズにはどれくらいの植物油
が使われているだろうか？ バターとマ
ヨネーズの油脂量を調べてみよう。

バター（油中水滴型）

水 水 水水
油

水 水 水水

水 水水

マヨネーズ（水中油滴型）

油 油 油油

水

油 油 油油

油 油油

同じ油脂量でも乳化の種類によって口あたりが変わるので食べ
過ぎに気をつけたい。

本書の特色

課題が豊富

先輩や高校生の生の声が満載

授業のスタートの導入課題，学習途中でのアクティブな課題，
まとめの課題など，学習を促す課題が随所に。

高校生の具体的な取り組みや先輩からのメッセージが満載
で，自分たちが歩み始めるきっかけを与えてくれます。

導入課題（➡p.12　「青年期に出会う問題や課題は？」）

話し合ってみよう（まとめの課題）
（➡p.164　「単身者用アパートの間取り」）

ファッションの夢を形に：ファッション甲子園
（➡p.136　「高校生の取り組み」）

調べてみよう（アクティブ課題）
（➡p.93　「マヨネーズの油脂量を調べる」）

考えてみよう（アクティブ課題）
（➡p.182　「年収別消費支出の割合」）

　青年期に出合う問題や考えたいことはどのようなことだろうか。

保育士になりたいけど，
友だちに

「男では無理だよ」と
言われた。

制服のスカートを
はきたくないんだけど。

選挙権をもったら
どういう人に

投票したらいいの？
自分のよさって
何だろう？

悩みを相談
できる人はいる？

人生の先輩からの声を聞く
大工職人　関口加奈子さん
（➡p.165　「キャリア」）

　大学を出て設計事務所で住宅の図面を描いていましたが，職人さ
んと一緒に仕事をしていくうちに実際に建物をつくりたいと思い，
３０才を過ぎてからに大工の世界に飛び込みました。初めは，ビス
一本まともに打つことができませんでしたが，失敗し怒られ，稀に
褒められたりしながら，できることが増えていきました。今では現
場を任せて頂くまでになっています。仕事はいつ始めても，諦めず
に継続すれば必ずできるようになります，きついと感じることもあり

ますが，できたときの達成感が何よりの喜びです。
　建物のつくり手は男性が多く，特に現場で働いている職人はほと
んど男性です。重作業や高所作業が多いため，女性に不利な部分が
ありますが，特に住まいにおいては，男性ばかりでなく，女性の視
点がとても大切であると考えます。家事や育児，介護といった様々
な生活と密接している住まいづくりの仕事に，男性と女性が分け隔
てなく活躍できるようになれば幸いです。

３０歳を過ぎて大工の道にキャリア
大工職人

関口加奈子さん

6

136

自分たちのファッションの夢をかたちに フ̶ァッション甲子園高校生の
取り組み

　ファッション甲子園とは全国高等学校ファッションデザイン選手
権大会の通称であり，平成12（2000）年より毎年開催されている。
ファッション甲子園には，生徒3名以内でチームを結成して参加す
る。自分たちでデザインした衣装を，裁断から縫製まで行って仕上
げる。さらに自分たちがモデルとなり，ファッションショーで表現を
して競い合う。
　出場した高校生たちからは，「仲間で１つのものを１からつくってい
くという大変さとつくる過程での楽しさと達成感を感じることができ
た。」「自分の可能性を知った。」「進路選択時の視野が広くなった。」
「自分の将来にとって経験という大きな価値を得た。」などの感想が
複数述べられており，服づくりの大変さや苦労を乗り越えて自信を
得た人の多いことがわかる。
　過去の出場者には，ファッション関連（アパレル・ヘアなども含

む）・アート関連への就職や関連分野を学ぶ大学，短期大学，専門
学校への進学者が多数おり，ファッション甲子園が夢へのステップ
となっているともいえる。 

　服装は自己表現のひとつであり，着装する人の好みや美的な感覚が
反映され，その人らしさが表れる（1）。私たち一人ひとりには，体
や顔，動作，性格，考え方などに特徴や持ち味がある。それが個性で
あり，自分らしさである。着用する被服はそれらの個性を包み，より
豊かに表現する。また，体調や気分によって気持ちや感情が変わり，
それらが服装に影響する場合もある。明るい色柄の被服を取り入れる
ことによって，気分が変わることがある。このような被服の効果を利
用して，日ごろと違う自分を表現したり，自分のよいところに気づい
たりすることも可能である（2）。
　このように私たちは服装を通じて自分らしさをアピールしたり，感
情や態度，性格などの情報を周りの人に伝えたりするなどのコミュニ
ケーションをとっている。そのため，被服は非言語的コミュニケーショ
ン（ノンバーバルコミュニケーション）の機能があるとされている。

　私たちは服装を考える場合には，自分のイメージや，求める全体的
なイメージをもとに，どのようなデザインにするか，形やシルエット，
色柄，素材の組み合わせや流行の雰囲気を加味して考え，被服の選択
をする。
　近年は，性別や年齢を問わずファッションへの関心が高まり，多く
の情報から個性を求め，多様性を認め合う傾向が強まっている（3）。
一方，似たような服装になっている場合も多く，人と同じでありたい
気持ちも表れている。流行しているものや他の人が着て似合うものが，
必ずしも自分に似合うとは限らないことも考えたい。

表現としての服装

服装のイメージと自分らしさ色の組み合わせによって異なる感じや印象を
生み出す。

着装のしかたによって異なる感じや印象を生み
出す。

テーマ：UNIT
岡山県立岡山南高等学校
（岡山県）

テーマ：わだば縄文人さなる
学校法人舘田学園五所川原
第一高等学校（青森県）

1 着装による印象のちがい

2 色の組み合わせによる印象の違い

3 自分らしさの表現

TPOとはTime（時），Place（場所），Occasion（場合）の略で，生活する上で，時，場所，場合に応じて服装を使い分けること。
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関東（江戸間）と関西（京間）では畳のサイズが違う。昭和中期までは東日本では江戸間，西日本では京間で建てるのが一般的だったが，現在では
ほとんどの木造住宅が江戸間で建てられている。

平面図（左が1階，右が2階） 平面表示記号住居を真上から見下ろした図（左が1階，右が2階）
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　空間の大きさは人体寸法に基づいており，手の大きさ，肘
ひじ

から指先までの長さ，両腕を広げた長さなどが基準になっている。廊下や玄関，
風呂，トイレの大きさも，人体寸法や動作に必要な広さを考慮し，計画される。

人体寸法や動作と空間の関係参考

（単位cm）
（　）は車いすの場合

両側が壁の場合の
車いすの通行スペース60

35

60
90～ 80
（72～ 78）

80
以上

120
以上

95以上
こう配 ≦1/12
（屋外 ≦1/20）

高低差 ≦75
（屋外 ≦60）

※75cm以下の高低差で
踊り場を設置する必要がある。

スロープ

調理台 廊下・階段 車いす使用

（日本建築学会編「建築設計資料集成」）

生活行為と動作に必要な広さ

　大学を出て設計事務所で住宅の図面を描いていましたが，職人さ
んと一緒に仕事をしていくうちに実際に建物をつくりたいと思い，
３０才を過ぎてからに大工の世界に飛び込みました。初めは，ビス
一本まともに打つことができませんでしたが，失敗し怒られ，稀に
褒められたりしながら，できることが増えていきました。今では現
場を任せて頂くまでになっています。仕事はいつ始めても，諦めず
に継続すれば必ずできるようになります，きついと感じることもあり

ますが，できたときの達成感が何よりの喜びです。
　建物のつくり手は男性が多く，特に現場で働いている職人はほと
んど男性です。重作業や高所作業が多いため，女性に不利な部分が
ありますが，特に住まいにおいては，男性ばかりでなく，女性の視
点がとても大切であると考えます。家事や育児，介護といった様々
な生活と密接している住まいづくりの仕事に，男性と女性が分け隔
てなく活躍できるようになれば幸いです。

３０歳を過ぎて大工の道にキャリア
大工職人

関口加奈子さん
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話し合ってみよう

　進学したい場合，どのように学費を支払うか，（1）～（3）をもとに考えてみよう。

内閣府の調査（2016年）によると，社会人が学び直したい学習内容は「外国語に関すること」（31.3％）「医療や福祉（保育，介護など）に関すること」
（27.0％），「日本や世界の歴史・地理に関すること」（26.6％）などの順となっている。

　将来の目標や夢に向かって進もうと考えても，思い描いた人生どお
りにいかないこともある。たとえば，さまざまな事情で高校を中途退
学する場合もある。定時制高校や通信制高校に通うことで高校卒業や
進学・就職をめざしたり，高等学校卒業程度認定試験

❶
を受け合格する

ことで進学や就職を志したりする道もある。
　また，働きながら学ぶことができる通信制や二部（夜間部）の大学・
専門学校

❷
，社会人となったときや離職したときにスキルアップするた

めの制度
❸ 
や，生涯学び続けたい人のために整備されている生涯学習推

進センター
❹
などもあり，学びたいときに学び直しをする機会は用意さ

れている。

学びへの窓口は開かれている 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
るかどうかを認定する試験である。合格者は大
学・専門学校の受験資格が与えられる。また，
就職，資格試験等に活用することもできる。
通信制は，毎日学校へ登校する必要はなく，レ
ポートやテストを郵送やパソコン通信で行う学
校である（ただし年に一定期間の面接指導があ
る）。二部（夜間部）は，夜間に講義が行われ，
授業料は，国公立は昼間部の約半分，私立は
昼間部の半分から3分の2程度である。
職業実践力育成プログラム（BP）：大学・専門
学校などにおけるプログラムの受講を通じた社
会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の
拡大をめざしたもの。
各地域の生涯学習を推進するための中心機関
として，学習情報の提供や学習相談，学習プロ
グラムの開発などを行っている。

❶

❷

❸ 

❹

1. （1）から，国立大学4年間，私立大学4年間に
かかる学費はいくらだろう。
2. （2）貸与型の奨学金（国・公立，自宅）の金利
を計算し，（3）教育ローンと比べよう。
3.  下宿の大学生の1か月の生活費は約87,000円で
ある（2014年）（p.62）。（2）から，「私立大学
自宅外」の奨学金を借り，奨学金を生活費に充
てる場合，生活費のためにあといくらをアルバ
イトで稼

か せ

げばよいのだろうか。

（1）入学時に必要な学費（円／年）

授業料 入学料 設備 合計

国立大学 535,800 282,000 0 817,800

私立大学 877,735 253,461 185,620 1,316,816

私立短期大学 699,512 245,354 172,468 1,117,334

私立専門学校 455,478 167,826 114,261 737,565

（私立大学等の平成28年度入学者に係る学生納付金等調査結果についてより）

（3）教育ローンのシミュレーション（15年間で返済する場合：金利 年1.78％）

借入総額 返済月額 返済総額

244万 15,600 円 2,779,900 円

（日本政策金融公庫の教育ローンHPより（2019年））
注）借入れをする銀行などによって金利は異なる

（2）貸与型の奨学金・返済例（48か月借りた場合）

（日本学生支援機構HPより（2019年））
＊給付型奨学金について現在検討されている（2019年）

通学形態 貸与月額 貸与総額 返還月額
返還回数

（年数）

国・公立
自宅 45,000 円 2,160,000 円 12,857 円 168 回（14 年）

自宅外 51,000 円 2,448,000 円 13,600 円 180 回（15年）

私立
自宅 54,000 円 2,592,000 円 14,400 円 180 回（15年）

自宅外 64,000 円 3,072,000 円 14,222円 216 回（18 年）

奨学金や教育ローンは助かる
けど，200～300万円のお金
を返すのは大変だと思う。職
につけなかったらどうしよう。

卒業後に就職してお金を少し
貯めてから，奨学金を借りて
大学に入りたい。その方が借
金が少なくなるから。

奨学金は自分の夢のためにも
必要だから，大切だと思う。
大学進学をあきらめて，夢を逃
してしまうよりは借りた方がよい。

5
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（フルタイムの4年制学部，OECD諸国，米ドル・PPPs）
（2015-2016年）日本は，27か国中，高い方から3位。
北欧など9か国は無料。
（OECD’s Education At A Glance 2017，Statista）
（右図はOECD諸国の中から13か国を抽出したもの）

「国公立大学の平均年間授業料の国際比較」を見る
と…
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4Part アクティブ・ラーニングの充実

A  小麦粉に水を加えてこねると，たんぱく質であるグリアジン（粘性）とグルテ
ニン（弾性）からグルテンが形成され，生地に粘弾性が出てくる。

小麦粉の粘弾性って？Q エコクッキング　～余った具や皮の利用

ピーマン，ベーコン，
玉ねぎを食べやすい大
きさに切る。

餃子の皮にピザソー
スを塗り，1，コーン，チー
ズをのせてオーブントー
スターでチーズが溶ける
まで焼く。

1

2

ミニピザ

玉ねぎ，にんじん，セロリ，にんにく
をみじん切りにする。
1 フライパンにオリーブ油とにんにくを

入れ，弱火で炒
いた

める。
2 玉ねぎ，にんじん，セロリを中火で

炒める。
3

玉ねぎがしんなりしたら合いびき肉
を加えて炒める。
4 トマト缶，ローリエ，調味料を加え

て20分程煮込む。
5 完成6

材料（4人分）

合いびき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g
玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100g
にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60g
セロリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30g
にんにく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10g（1片）
オリーブ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15mL
トマト缶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1缶（400g）
ローリエ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚
ウスターソース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15mL
固形ブイヨン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4g
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々

ミートソース

ミートソースを使った
料理例

スパゲッティ

ラザニア

オムライス

グルテンを
利用した調理例
●餃子の皮
●パスタ
●ラーメン
●うどん
●すいとん
●ピザ生地  など

エネルギー
209kcal 10.4

たんぱく質
g

脂質
13.0g

炭水化物
1.9
塩分

g12.3 g

１人分は
およそ150円で
つくれる。
つくって市販の
ミートソースと
比べてみよう！

粘性

グリアジン

弾性

グルテニン

粘弾性

グルテン
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ミートソースを使った
料理例

スパゲッティ

ラザニア

オムライス

●�調理実習に新しく設定した「調
理実習Q&A」では手順の科学
的根拠を具体的に掲載。
●�なぜそうするのかわかると，
主体的に調理に取り組めます。

科学的に理解

アクチン ミオシン アクトミオシン

A  野菜に塩をふって時間をおくと浸
透圧の作用により水分が出てく
る。

なぜ野菜に塩をふると
水分が出る？Q

A  昆布のうま味成分であるグルタミン酸
とかつおぶしのうま味成分のイノシン
酸を混ぜると単独で用いるよりうま味
が強くなる，これをうま味の相乗効果

という。➡  p.98

 吸い物の調味は汁に対して塩分濃度
0.7～ 0.9％がよい。

なぜ昆布と
かつおぶしを入れる？Q

玉ねぎはみじん切りにして油で炒
いた

めてから冷ましておく。
1 ボウルに Aと炒めた玉ねぎをいれ

てよく混ぜる。
2 粘りがでるまで混ぜたら形を楕

だ

円
えん

形に整え，中心をへこませる。
3 フライパンに油を熱して入れる。

強火で片面30秒ずつ加熱して表面に
焼き色をつけ，香ばしい香りを出す。

4

蓋をして弱火で7分間焼いて中ま
で加熱し取り出す。
5 フライパンに Bを加えて加熱し，

沸騰したらハンバーグを戻す。
6 調味料を絡めながら煮詰め，器に

盛る。
7 ハンバーグの上にすりおろしただ

いこん，刻んだねぎをのせる。
8

和風ハンバーグ主菜

こまつなの葉
先も加え，ひと煮
立ちしたら，火を
止める。

2

昆布とかつお
ぶしでだしをと
る。豆 腐は2cm
角のさいの目切
り，しめじは根元
を切り取ってほぐ
す。みつばは長さ
2～ 3cmに切る。
ゆずは皮の黄色
い部分を包丁でむ
く。

1こまつなは根
を切り落として４
ｃｍ長さにし，軸
と葉先を分ける。
油揚げは細切り
に，にんじんは短
冊切りにする。鍋
に A の煮汁を煮
立て， 油揚げ， こ
まつなの軸， にん
じんを加えて煮る。

1

キ ャ ベ ツ，
きゅうりは細切り
にして，塩をふり，
軽くもんで5～10
分おく。

1

鍋にだし汁を
熱し，調味料を入
れる。煮立ったら
豆腐としめじを入
れる。再び煮立っ
たらみつばを入
れ，火を止める。
器に盛り，ゆずの
皮をのせる。

2出てきた水分
をしぼり，ごま油
とレモン汁で和え
る。器に盛りつ
け，香りを出すた
めごまを指でひ
ねってふる。

2

こまつなの
煮びたし副菜 キャベツときゅうりの塩もみ副菜 豆腐とみつば

のすまし汁汁物

A  ひき肉に塩を加えてよくねると，生肉中のミオシンとアクチンという
たんぱく質が結合してアクトミオシンが生成され，粘着力が強ま
る。これにより，丸めて加熱した時に崩れることなく全体がひとつ
にまとまる。また，卵は加熱凝固するため，つなぎの役割をする。

なぜひき肉に塩を加える？Q

アクチン ミオシン アクトミオシン
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さまざまな課題が豊富 調理科学とつながる実習

思い出を形にした先輩や高校生の経験が満載共同で話し合う課題の充実

調べてみよう

　マヨネーズにはどれくらいの植物油
が使われているだろうか？ バターとマ
ヨネーズの油脂量を調べてみよう。

バター（油中水滴型）

水 水 水水
油

水 水 水水

水 水水

マヨネーズ（水中油滴型）

油 油 油油

水

油 油 油油

油 油油

同じ油脂量でも乳化の種類によって口あたりが変わるので食べ
過ぎに気をつけたい。

本書の特色

課題が豊富

先輩や高校生の生の声が満載

授業のスタートの導入課題，学習途中でのアクティブな課題，
まとめの課題など，学習を促す課題が随所に。

高校生の具体的な取り組みや先輩からのメッセージが満載
で，自分たちが歩み始めるきっかけを与えてくれます。

導入課題（➡p.12　「青年期に出会う問題や課題は？」）

話し合ってみよう（まとめの課題）
（➡p.164　「単身者用アパートの間取り」）

ファッションの夢を形に：ファッション甲子園
（➡p.136　「高校生の取り組み」）

調べてみよう（アクティブ課題）
（➡p.93　「マヨネーズの油脂量を調べる」）

考えてみよう（アクティブ課題）
（➡p.182　「年収別消費支出の割合」）

　青年期に出合う問題や考えたいことはどのようなことだろうか。

保育士になりたいけど，
友だちに

「男では無理だよ」と
言われた。

制服のスカートを
はきたくないんだけど。

選挙権をもったら
どういう人に

投票したらいいの？
自分のよさって
何だろう？

悩みを相談
できる人はいる？

人生の先輩からの声を聞く
大工職人　関口加奈子さん
（➡p.165　「キャリア」）

　大学を出て設計事務所で住宅の図面を描いていましたが，職人さ
んと一緒に仕事をしていくうちに実際に建物をつくりたいと思い，
３０才を過ぎてからに大工の世界に飛び込みました。初めは，ビス
一本まともに打つことができませんでしたが，失敗し怒られ，稀に
褒められたりしながら，できることが増えていきました。今では現
場を任せて頂くまでになっています。仕事はいつ始めても，諦めず
に継続すれば必ずできるようになります，きついと感じることもあり

ますが，できたときの達成感が何よりの喜びです。
　建物のつくり手は男性が多く，特に現場で働いている職人はほと
んど男性です。重作業や高所作業が多いため，女性に不利な部分が
ありますが，特に住まいにおいては，男性ばかりでなく，女性の視
点がとても大切であると考えます。家事や育児，介護といった様々
な生活と密接している住まいづくりの仕事に，男性と女性が分け隔
てなく活躍できるようになれば幸いです。

３０歳を過ぎて大工の道にキャリア
大工職人

関口加奈子さん

6

家庭基礎 p.17
家庭総合 p.21

家庭基礎 p.111，家庭総合 p.129

家庭基礎 p.136，
家庭総合 p.158

家庭基礎 p.165
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6

家庭基礎 p.12，家庭総合 p.14

家庭基礎 p.164，家庭総合 p.198

家庭基礎 p.93，家庭総合 p.109

家庭基礎 p.182，家庭総合 p.218
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家族・家庭・衣食住にも全ての学習に経済の視点

児童虐待について考える授業
社会保障制度を身近に考える工夫

どんなものを食べるか，どんな住まいに住
むか，�それには経済的な側⾯もあります。
新しい教科書では，各章で経済の内容を
⼊れています。
たとえば，進学したい場合，どのように学
費を払うか。⼦育ての費⽤，⾐食住にか
かる費⽤など，各章で内容に関連した経
済内容を⼊れているのも特⾊です。

家族の法律を身近に考える工夫
家族は個⼈的な事柄ですが，民法で様々な決まりを作っています。法律に関心がないと思っていても結婚で
きる年齢や結婚した時の姓はどうなるのかなど，法律は個⼈の⽣き⽅と深く関わっています。Q&Aに答えな
がら身近に法律を理解する工夫があります。

この制度は⽣活に大きな影響がありますが，よく理解されていないこともあります。
老後は⽣活資金としてすべての⼈が受け取る年金制度など高校⽣はまもなく年金保険料を⽀払う年齢になり
ます。これらの社会保障制度についてQ&Aと具体的な金額を記し，高校⽣が社会保障制度を身近に考え
られる工夫をしています。

児童虐待の被害者数は約 1,400⼈（2018
年）ですが，その3倍強の相談があります。
年間約50件を超える⼦どもが命を落とし
ています。児童・⽣徒の中には被害者の
当事者である場合もあり，授業で取り上
げることをためらう先⽣⽅も多いと思いま
すが，虐待を社会的な課題として見つめ
ていくことが求められているように思いま
す。
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ファストファッションとは世界的なファッション業界の流行を素早く採り入れた新商品を，低価格で大量に販売するブランドのことである。ファストフー
ドになぞらえた造語。

新たな被服の必要性

入手の再検討 補修・入手と予算

廃棄または再利用，再資源化

服を買うには
情報を集めた
いね。

被服の情報収集

被服の選択と安全3
被服を購入するとき，何を重視するだろうか。
価格やデザインのほか，どのようなことがあるか考えてみよう。

　被服を入手する前に，自分の手持ちの被服を見直してみよう。それ
ぞれの被服の着用頻度や品質の変化を確認したり，他の被服との組み
合わせ方も見直してみよう。補修やリフォームを行い，再び着るもの
と，処分するものの分別ができると，収納もしやすくなる。

被服計画

被服の入手方法1

　若者の洋服への支出額は男女とも長期
的に減少傾向にあり（1）， 2014年は
1999年の約半分になっている。一方，
若者が現在お金をかけている上位に「フ
ァッション」がある（2）。安価な衣服が
購入できるファストファッションの流行
が，洋服の支出額と購入意欲に影響して
いるのかもしれない。

衣服に使うお金は
どのくらい？参考

（総務省「全国消費実態調査」）
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2 現在お金をかけているもの

一つひとつの
被服を大切に，

長く使い続けるための
知識や技術，そして資源
としての活用法などを
考えたいね。

新しい服が
欲しいんだ。

なぜ
欲しいの？

ほころびができたり，
サイズが合わなくな
ったりしたから。

直すにも購入するに
も，予算を考えな
いといけないね。

人から譲ってもらっ
たりレンタルしたり
することもできるか
も…。

いらなくなった服の処分
方法について考えないと
いけないね。

もう一度考えて
から購入しないと
いけないね。

これまでに習っ
た補修をして，
できれば長く着
たいね。

サイズ直しは
専門店に

頼むしかないね。

価格はもちろん
のこと，どこで買
うかも大切だね。

ごみとして捨てるほかに，
友だちに譲ったり古着屋
に売ったりするよね。他
に方法はあるかな？

5
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　一ヶ月の食料費にどのくらいかかるか想像したことがあるだろう
か。生活の総支出に占める食料費の割合をエンゲル係数といい，「所
得が高く（低く）なると，食料費の割合は低く（高く）なる」と説明さ
れる。ただ，エンゲル係数は，食事の内容は検討しておらず，さらに
現在の外食・中食など食事の外部化と費用の関係や物価を考慮すると，
エンゲル係数が生活程度と関係があると説明はできないが，一定の生
活の概要を把握するめやすにはなる。2018 年の日本の世帯のエンゲ
ル係数の平均はおよそ 25％である（1）。

　現在は食事の内容と所得の関係に関心が高まっている。所得により
摂取する食品の違いが明らかになっており，食格差・栄養格差として
問題が指摘されるようになった（2）。幼少期からの長期の食格差を
健康格差としてとらえる見解もある。

　加工食品や輸入食品の増加により食生活は豊かになった一方，さま
ざまな食の安全を脅かすできごとが生じている（3）。毎年発生する
食中毒はもとより，いわゆる健康食品による健康被害も後を絶たない。
表示違反などで大量の食品が回収され廃棄される事態も生じている。

所得に占める食料費の割合

食格差

食品の安全を守る取り組み4
食の安全や信頼を脅かす問題

食生活の費用と食格差3

　食べた食品が原因になって健康を害す
ることがないように，行政は多方面から
の有識者の意見を聞きながら安全基準値
を策定している。それを人びとは信頼し
て生活していく。その一方で基準は万国
共通のものではく，学者の間でも意見が
わかれ，時代が進んで見解が異なってく
ることは多々ある。
　食品中の放射性物質に関する指標は，
放射性物質を含む食品の割合の仮定値な
どにより異なる。大切なことは，1つの情
報だけでなく異なる情報も知ることである。

安全基準値の見方参考

食品中の放射性物質に関する指標（Bq/kg）
日本 コーデックス

放射性セシウム 乳児用食品
50

乳児用食品
1,000

食品からの追加
線量の上限設定値 1mSv/年 1mSv/年

放射性物質を
含む食品の
割合の仮定値

50% 10%

（消費者庁「食品と放射能Q＆A」2020 年）

2002

・輸入冷凍野菜から基準を超える農薬の検出

・肉まんに無許可の食品添加物の使用

・遺伝子組み換え作物不使用表示の食品から遺伝子組み換え作物検出

・無登録農薬使用発覚

・輸入ダイエット食品による健康被害

2004 ・BSE 発生国からの牛肉の輸入禁止

2007 ・食材の偽装，賞味期限や産地の表示の改ざんなど，数々の食品偽装発覚

2008

・中国産冷凍ギョウザにより食中毒が発生

・輸入食品の原材料の一部にメラミン混入が確認され，自主回収

・輸入冷凍野菜から基準を超える農薬の検出

2009 ・食肉の加熱不足によりO-157 食中毒が発生

2011 ・暫定規制値を超えた放射能で汚染された一部の食品が出荷停止

2013 ・ホテルや百貨店でのメニュー表示問題・冷凍食品農薬混入

2016 ・廃棄ビーフカツの不正転売が発覚

3 食の安全・信頼を脅かすできごと

フード・アクション・ニッポンは，賛同する民間企業・団体・行政等が一般市民とともに推進する，国産農産物等の消費拡大の取組みである。多くの
消費者が国産農産物等を選んで食べるようになれば，それらを使う加工食品による消費も増え，生産量も拡大していく。

5

10

15

20

横軸は世帯を年間収入の低い方から順番に並べ，それを十等
分した時の十のグループを示す。

（総務省「家計調査」）

　食料費は，生存と健康維持のために一定程
度の支出を必要とする。かつてエンゲル（ドイ
ツの統計学者）は，1850年代ころ，総支出に
占める食料費の割合（エンゲル係数）が所得
により高低があることを指摘した。

1  年間収入別のエンゲル係数（2017年
（二人以上の世帯））

世帯所得
200万円
未満

世帯所得
200万円以上
400万円未満

世帯所得
600万円
以上

穀類　（男性） 501.3g 509.3g 482.9g

　　　（女性） 368.5g 369.2g 350.8g

野菜類（男性） 253.9g 271.2g 296.6g

　　　（女性） 266.6g 264.4g 278.5g

肉類　（男性） 106.8g 124.8g 129.3g

　　　（女性） 79.7g 88.3g 91.9g

（厚生労働省「平成30年国民健康・栄養調査」
2020年）

2 所得と食品の摂取量（年間平均値，20歳以上）

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ0

5

10

15

20

25

30

35 31.2 30.1 28.5

27.3
26.9 25.7

25.1
22.9

21.421.4
26.2

1441

914
759

651
562483415356300209

（%） （万円）

年間収入
エンゲル係数

40

Q

Q
遺族年金・障がい年金
国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなった
場合には，その遺族に対して一定の条件の下に遺族
年金が，また加入者が障がい者に認定された場合
は，65歳未満でも，一定の条件の下に障がい年金
が支払われる。各々の保険の窓口に請求すること。

65歳未満でも支払われる
年金がある？

Q
国民年金基礎部分として55,615円（平均月額）（40
年支払った時64,941円）＊納入期間が短いと年金
額は少なくなる。
厚生年金は，収入によって違うが，平均140,751円
（上記の基礎年金も含めて平均額），ただし男性の
平均は166.686円 ，女性の平均は103,026円。

受けとる年金額は？

Q
国民年金，厚生年金ともに法律上では満65歳。ただ
し， 60歳から受け取れる制度もあるが，減額となる
こともある。60歳から特別支給として支給される。

年金を受け取る年齢は？

市町村の国民年金窓口に相談・申請する。

❶ 免除や猶予の期間の保険料は10年以内だと
追納できる。

❷ 免除制度がある。いろいろな事情で支払うこ
とが難しい時，４分の１～全額免除までいろ
いろな対応がある。

❸ 学生納付特例制度がある。毎年学生であるこ
とを申請すれば，納付が猶予される。

❹ 若年者納付猶予制度もある。所得が低い若
者は申請した年度は支払が猶予される。

保険料が支払えない時は
どうすればいいですか？

Q1
A健康保険等（雇用者）は各団体が管轄する
健康保険̶組合管掌健康保険̶主に大企業雇用者
　　　　　協会管掌健康保険̶主に中小企業雇用者
船員保険̶船員
共済組合保険̶国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校共済組
合等
保険料はどのくらい？̶ 雇用者になった時から保険料を払う。給与に対して一定
率を乗じた金額　平均7.67%　加入者一人あたり平均９万円/年を本人と会社で
分担して負担する。

医療保険

国民皆保険制度とは何ですか？

医療と年金については，全ての国民が保険に

入る制度です。病気になった時は給付を受け，

老後は生活資金として全ての人が年金を受け

取ります。

社会保障制度を身近に  ̶②社会保険料

職業等によって加入する保険がちがうのですか？ 国民健康保険とは何ですか？

A自営業者・非正規労働者・無職の人などが加入する保険　各市町村が管轄
保険料はどのくらい？̶各世帯単位で支払う市町村ごとに決定し，所得により差
がある。加入者１人当たり平均保険料 8.3万円 / 年）
通院時の負担金がどのくらい？̶乳幼児は２割，小学生～70歳未満は３割，
70歳以上は２割（所得が一定以上の場合３割），75歳以上の後期高齢者は１割
（所得の多い人は３割）。ただし子どもの負担は，負担ゼロの市町村があるなど，
いろいろである。
＊ 国民健康保険に加入していた人は，75歳から後期高齢者保険になる。

Q2

　社会保険とは，生活する中で起きるかもしれない失業や病気などのリスクにそなえて，
皆で少しずつお金を出し合い，実際，リスク等にであった時に保険から給付を受け，負担
を少なくする制度で，日本は政府・行政がそれを管轄している。年金・医療・雇用・労働災害・
介護の５つがある。➡  p.37

Q
国民年金：20 ～ 60歳
厚生年金：被用者になった時から65歳まで
　　　　　　（場合によっては70歳まで）。

受給資格：10年以上保険料を納めていること。

保険料は何歳から納める？

Q
国民年金：月額16,410円（2019年度）。前年の金額
に物価変動等を加味して決定。
厚生年金：およそ各自の給料の18.3％（2031年か
ら）。ただしその額の半分は事業主が，半分は従業
員が支払う。

保険料はどのくらい？

産業の変化が生活の困難を
招いた歴史から，

保険料を会社が半分も
つようになったんだって！

Q
年金保険は国民年金と厚生年金に大別される。国民
年金は，日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人
が全員加入する。厚生年金は会社員や公務員など一
定の組織に勤務している労働者が加入する。

職業によって
入る保険はちがうのですか？

職業
自営業者・
学生・
無職など

会社員・
公務員など

専業主婦
など

加入する
制度

国民年金
のみ

国民年金と
厚生年金

国民年金
のみ

被保険者
の種別

第１号
被保険者

第２号
被保険者

第３号
被保険者

年金保険 年金だけで
暮らせるかな？

2階部分

1階部分

会社員，公務員が加入
厚生年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人
が加入 国民年金（基礎年金）
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に物価変動等を加味して決定。
厚生年金：およそ各自の給料の18.3％（2031年か
ら）。ただしその額の半分は事業主が，半分は従業
員が支払う。

保険料はどのくらい？

産業の変化が生活の困難を
招いた歴史から，

保険料を会社が半分も
つようになったんだって！

Q
年金保険は国民年金と厚生年金に大別される。国民
年金は，日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人
が全員加入する。厚生年金は会社員や公務員など一
定の組織に勤務している労働者が加入する。

職業によって
入る保険はちがうのですか？

職業
自営業者・
学生・
無職など

会社員・
公務員など

専業主婦
など

加入する
制度

国民年金
のみ

国民年金と
厚生年金

国民年金
のみ

被保険者
の種別

第１号
被保険者

第２号
被保険者

第３号
被保険者

年金保険 年金だけで
暮らせるかな？

2階部分

1階部分

会社員，公務員が加入
厚生年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人
が加入 国民年金（基礎年金）
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日本の離婚は2016年の人口動態調査によれば，夫婦の話し合いによる協議離婚が87，調停離婚が10，判決（裁判）離婚が1，審判・和解・認諾離
婚を合わせて2%である。

家族に関する法律
結婚に関する法律

離婚に関する法律

Q　離婚するには？
「…その協議で， 離婚をする
ことができる。」（第763条）
とある。
　離婚の９割が夫婦の合意
による協議離婚である。合
意できない時は家庭裁判所
での調停離婚または審判
離婚（裁判所が職権で離婚
を認める），裁判離婚があ
るが，件数は少ない。

Q　裁判所へ離婚を訴えることが可能なのは？
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が３年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり，回復の見込みがな
いとき。

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。　
（以上第770条）
　また従来は，離婚の原因をつくった側が離婚を請求
することはできなかった（「有責主義」という考え）が，
近年は明らかに夫婦関係が破綻している時は離婚を認
めるようになっている（「破綻主義」という考え）。

Q　子どもは誰が育てるか。
父母が協議離婚をする時，以下を協議で定めると
ある。
子の監護をすべき者，
父又は母と子との面会及びその他の交流，
子の監護に要する費用の分担その他の子の監護につ
いて必要な事項は，その協議で定める。
この場合においては，子の利益を最も優先して考
慮しなければならない。（第766条）
協議が調わないとき， 又は協議をすることができ
ないときは， 家庭裁判所が定めたり， 子の監護に
ついては相当な処分を命じたりすることができる。

Q　結婚できるのは何歳から？
2022年から「婚姻は，18歳になら
なければ，することができない。」
（第731条）となった。それ以前は，
親の同意のうえ，婚姻できる年齢
が，女性は16歳，男性は18歳と性
によって差があった。

Q　婚姻届は必要か？
「…届け出ることによって， その
効力を生ずる。」 （第739条） と
ある。現状では， 婚姻の届けが
ないと生まれた子どもは母親の
籍に入り，父は「認知」の手続
きが必要などの不利が生じる。

Q　女性は夫の氏になる？
「…夫又は妻の氏を称する。」 （750条） とあ
る。つまりどちらの姓でもよいが夫婦が同
氏にするということである。戦前，妻は氏
を夫の家の氏に変更し，夫婦同氏であっ
た。このことが今も残っている。婿として
妻の「家」へ入った男性は妻の家の氏とな
った。＊法律上「氏」であるが，一般的に
は「姓」を用いている。また，婚姻届には，
どの姓にするかのチェック欄がある。

Q　再婚はいつでもできる？
「女は，前婚の解消又は取消しの日か
ら起算して100日を経過した後でなけ
れば，再婚をすることができない。」 
（第733条） とあり， 女性のみの規定で
ある。2016年以前は再婚禁止期間が
６か月であったが短縮された。前婚の
期間中に妊娠していた場合，父親を確
定させるために設けられている。

Q　財産の別産制とは？
「…婚姻前から有する財産及び婚姻中自
己の名で得た財産は，その特有財産（夫
婦の一方が単独で有する財産をいう。）
とする。」とある（第762条）。夫婦のい
ずれに属するか明らかでない財産は，
その共有に属するものと推定する。

家族に関しては，結婚・離婚・親子関係，扶養，相続等の法律がある。
以下に，現行とそれ以前の内容を若干の説明とともに記している。

　どこの国でも国籍を証明すると同時に各自の身分を証明する制度を布いてお
り，日本では戸籍制度がそれに当たる。婚姻届には戸籍謄本が必要であり，婚
姻届はパートナーとの新しい戸籍をつくる。婚姻時の夫婦の姓になった人が戸籍
筆頭者となる。これらは戦前の戸主を筆頭とする家ごとの戸籍が身分証明になっ
た名残である。今では，他国はほとんどの国で個人登録制度になっている。韓
国は2008年に戸籍制度を廃止した。

戸籍制度参考

話し合ってみよう

　下図は韓国の婚姻の申告書である。
　日本の婚姻届と比較してちがいを
話し合ってみよう。
（日本の婚姻届は役所のホームページでダウ
ンロードできる。）

少しずつ平等の
考えが

浸透している
感じが
するね。

多様な家族の
現状にあっている
のかな？

家
族
・
家
庭

2
章
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親子関係の法律

相続に関する法律

扶養に関する法律

Q　扶養の義務の規定はどうなっているか？
直系血族及び同居の親族（第730条），夫婦（第752条）は扶養しなければ
ならないことを述べている。この場合は「生活保持義務」といって，自己と
同じ程度の生活水準の扶養を求める。
　それに対して「１直系血族及び兄弟姉妹は，互いに扶養をする義務がある。
２家庭裁判所は，特別の事情があるときは，前項に規定する場合のほか，
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」（第877
条）がある。これは経済的援助をする「生活扶助義務」を言う。ただし，こ
の場合，扶養義務のある者は，自分と自分の家族の収入等に相応した生活
をしたうえで，余力のある範囲で，生活に困窮する親族を扶養する義務と理
解されている。

Q　法定相続で子どもが相続する分は？
＜第1順位＞配偶者（夫・妻）と子が相続人のと
き，配偶者は1/2，子は1/2
＜第２順位＞配偶者と直系尊属（父母・祖父母）
が相続人のとき，配偶者は2/3，直系尊属は1/3
＜第３順位＞配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき，
配偶偶者は3/4，兄弟姉妹1/4（第900条）

Q　遺言は法定相続より優先される？
被相続人は遺言によって相続分の指定ができる
（第902条）が，相続財産の一定割合について
は，遺留分という遺言で自由にならない財産も
ある（第1042条）。

Q　嫡
ちゃく

出
しゅつ

子と非嫡出子の相続は同じ？
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を嫡出子，法律上の夫婦ではない両
親から生まれた子どもを非嫡出子という。「子，直系尊属又は兄弟姉妹が数
人あるときは，各自の相続分は，相等しいものとする。ただし，父母の一
方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は，父母の双方を同じくする兄弟姉
妹の相続分の2分の1とする。」（第900条４号）となった。以前は，「ただし，
嫡出でない子の相続分は，嫡出である子の相続分の2分の1とし」という条
文があったが2013年に削除となり，非嫡出子も嫡出子と同等になった。

三親等内の親族図

民法における親族とは６親等内の血族と配偶者，
３親等内の姻族をいう。

曾孫―配偶者

孫―配偶者

おい・めい配偶者―おい・めい 子―配偶者

兄弟姉妹本人―配偶者

おじ・おば父母父母

曾祖父母曾祖父母

祖父母祖父母

３親等の範囲

❸

❸

❷❷

❸❸

❷

❶

❶

❷

❸

配偶者―兄弟姉妹

配偶者―おじ・おば
❸

Q　親権とは子どもを支配していいこと？
「1 成年に達しない子は，父母の親権に服する。2 子が
養子であるときは養親の親権に服する。」（第818条）と
ある。親権とは「…子の利益のために子の監護及び教育
をする権利を有し，義務を負う」（第820条）とある。親
権とは子どもを親に従わせることではない。「子の利益の
ために」は児童虐待の増加の中で，このことを改めて認
識することの必要から2011年に追加された。

Q　親には子どもの懲
ちょう

戒
かい

権がある？
「親権を行う者は，第820条の規定による監護及び
教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができ
る。」（第822条）とある。下線部分の文言の変更は
2011年である。それ以前は「必要な範囲内で自ら
その子を懲戒し，又は家庭裁判所の許可を得て，
これを懲戒場に入れることができる。」であった。
懲戒権については賛否両論があり，検討すべきとい
う声がある。

Q　親権が奪われることがある
「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその
他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当
であることにより子の利益を著しく害するときは，家庭
裁判所は， 子， その親族，…の請求により，その父又
は母について，親権喪失の審判をすることができる。」
（第834条親権喪失の審判） とある。また， 「２年を超
えない範囲内で，親権を停止する期間を定める。」 （834
条の２親権停止の審判） ことが2011年に新設された。

Q　親権は誰にあるのか？
「…父母の婚姻中は， 父母が共同して行う。」
とある（第818条3項）。離婚する時は，「…
その協議で， その一方を親権者と定めなけ
ればならない。」 （第819条） とある。現状
では子どもの生活を尊重するという観点か
ら， それまでの子育てに実質的に多くかか
わってきた母親が親権をもつことが多い。

親だからって子どもに
何でもしていいわけでは

ないんだ！

離婚後の親権は，
日本では一方の親だけの
単独親権になるけど，

欧米では両親の共同親権が
多いんだって。

尊属とは，自分よりも前の
世代に属する血族のこと。
父母，おじおば，祖父母。
曾祖父母などをいう

5Part 社会の変化に対応する
新しい学習内容と方法

家庭基礎 p.34，家庭総合 p.40

家庭基礎 p.148，家庭総合 p.168

家庭基礎 p.40，家庭総合 p.46

家庭基礎 p.40，家庭総合 p.46

家庭基礎 p.128，家庭総合 p.150

家庭基礎 p.35，家庭総合 p.41

家庭基礎 p.61，家庭総合 p.69

フィンランドは
 家族サービス支援システム 

　フィンランドでは，妊娠期から就学前まで，子どもの成長・発達の支援
だけでなく，母親，父親，きょうだいなど家族全体をサポートする制度が
ある。できるだけ同じ担当者が継続的に担当し，子どもの健診時には，
親の面談を30分から１時間かけて行い，適切な支援を得るためのアドバイ
スをする。それにより児童虐待も大幅に減ったといわれている。日本でも
日本版「ネウボラ」に取り組む自治体が増えてきている。

他の国はどうしている？
「ネウボラ」ってなにQ

家族の希望者に無料で配られ
る育児箱。５０点の，衣類や
ケア用品が入っており，箱は
ベットにもなる。

ネウボラのイメージ

母子

妊 娠

保健師など

出 産 育 児

相談

支援

母
子
健
康

手
帳
の
交
付

乳
児
家
庭

全
戸
訪
問

妊
婦
健
診

両
親
学
級

乳
幼
児
健
診

予
防
接
種

育
児
学
級

育児支援サービスを継続的に
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プラットフォームは，windows⽤，iOS⽤，
ChromeOS ⽤を予定しています。インス
トールの他，サーバー配信によるクラウ
ド利⽤が可能です。

生徒用教材
学習ノート
教科書に完全準拠した
学習ノートです。授業の
記録や知識の確認に活
⽤できます。家庭総合
128頁／家庭基礎112頁

資料集
基礎的な知識・技能
に現代的課題を加えた
データ豊富な資料集＆
食品成分表です。大⼈
になるまで身につけたい
マナーも収録。296頁

デジタル教材
『活かす家庭科
� ＤＶＤシリーズ』
①�幼児や高齢者とのかかわり⽅
②�自立のためのクッキング
③�自立のためのソーイング
④�暮らしの中の防災
⑤�安全・衛⽣のための⽣活様式

新テーマのＤＶＤも企画してお
り，デジタル教材は充実します。

学習指導書
教科書解説編
教科書の縮刷を中心に，外周に授業の流れや評価の
ポイントなど参考となる資料を配置しています。
資料編
教科書の執筆者がそのバックボーンとなる基礎資料
などを提示し詳細解説。授業研究を深められます。
指導者用デジタル教科書編
⽣徒が教科書を使⽤する時，それを補助する動画や板
書例など有効なコンテンツを満載しています。

※上記が指導者セットの内容です。

ワークシート＋デジタル資料セット（別売）
教科書準拠のワークシートに加えて，授業で使え
る動画や静止画などを収録したデータ集のセット。
ワークシート 80枚，DVD/CD�各 1 枚

●動画を含む内容豊かなデジタル教材
デジタルの利点を最大限にいかしたデジタル教材を制作中です。 
これまでの DVD シリーズ等に加えて豊富な内容の教材になります。

（文部科学省では，デジタル教科書に動画や生の音声を入れるかどうか現在検討中です）

例：海洋を漂うプラスチックごみ

学びが広がるQRコード
新しい教科書では，紙⾯の端にQRコードが掲載されます。タブレット端末等でコードを読み取って，
学習の補助となるページへ移動することができます。調理や製作・補修の基礎技能を動画で示し，調理
実習の手順を動画で掲載するなど多数のコンテンツを収録しています。

学習者用デジタル教科書＋デジタル教材の充実
学校教育法（2018 年）の改正により紙の教科書と内容をそのまま電磁
的に記録したデジタル教科書の使⽤も求められるようになりました。開
隆堂は 2022 年度から新しい教科書の使⽤に合わせてデジタル教科書を
発行します。

多様な指導書と生徒用教材� ※変更の場合もあります

新教科書を十分に活⽤いただくために，学習指導書，各種教材などでも，家庭科の学びをサポートします。
学習指導書には指導者⽤デジタル教科書（教材）を同梱します。

調理の基礎

被服・製作の基礎

みじん切り 計量 混合だし

玉結び まつり縫い ミシン縫い

調理の基礎，被服の補修・製作の動画も充実

調理実習の動画は工程を丁寧に解説

完成！

●デジタル教科書のページ例
タブレットで見られるデジタル教科書には，拡大する・色を変
える・書き込みをするなど，多様な機能があります。

デジタル教科書の画面の例

充実したデジタル教材
　—�QRコード・学習者用デジタル教科書＋デジタル教材
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（◎印は著作者代表　○印は監修）■ 編修著作者 ■

◎大竹　美登利　東京学芸大学名誉教授　　天野　晴子　日本女子大学教授　　綿引　伴子　金沢大学教授
○鶴田　敦子　元聖心女子大学教授

秋 元 孝 之 芝浦工業大学教授

浅 井 玲 子 琉球大学教授

石 井 克 枝 千葉大学名誉教授

石 川 尚 子 元東京都立立川短期大学助教授

石津みどり 東京学芸大学附属小金井中学校教諭

色 川 卓 男 静岡大学教授

大島久美子 東京都江戸川区立篠崎第二中学校教諭

大 森 玲 子 宇都宮大学教授

表  真 美 京都女子大学教授

角 間 陽 子 福島大学教授

鎌 田 浩 子 北海道教育大学釧路校教授

金 田 利 子 東京国際福祉専門学校 講師・静岡大学名誉教授

菊 野  暁 東京都市大学付属高等学校教諭

木村美智子 茨城大学教授

轡 田 徳 子 元静岡県立科学技術高等学校教諭

倉 持 清 美 東京学芸大学教授

高 良 麻 子 法政大学教授

斎 藤 悦 子 お茶の水女子大学教授

齋藤美重子 川村学園女子大学准教授

齊 藤 ゆ か 神奈川大学教授

坂 井 史 子 成蹊高等学校教諭

佐 藤 誠 紀 桐蔭学園高等学校教諭

下 村 由 夏 仙台市立工業高等学校教諭

鈴 木 民 子 東京都立瑞穂農芸高等学校教諭

鈴 木 博 美 正則高等学校教諭

高 木 幸 子 新潟大学大学院教授

髙 木  直 山形大学名誉教授

高橋恵里香 愛媛県立松山東高等学校教諭

田 川 愛 里 田園調布雙葉中学高等学校教諭

竹内冨貴子 カロニック・ダイエット・スタジオ管理栄養士

田 中 麻 里 群馬大学教授

千 葉 桂 子 福島大学教授

露久保美夏 東洋大学准教授

仲 田 郁 子 國學院大學栃木短期大学准教授

中 村 恵 子 福島大学教授

中 村 洋 子 元東京音楽大学附属高等学校非常勤講師

中 山 節 子 千葉大学准教授

竝 川 幸 子 京都府立洛北高等学校教諭

西 村 隆 男 横浜国立大学名誉教授

野 中 幹 子 神奈川県立新羽高等学校教頭

野原慎太郎 神奈川県立横浜清陵高等学校教諭

橋 元 祐 子 元神奈川県立相原高等学校教諭

日野三佐子 千葉経済大学附属高等学校教諭

平 田 京 子 日本女子大学教授

福 留 奈 美 東京聖栄大学准教授

藤 田 昌 子 愛媛大学教授

藤 田 智 子 東京学芸大学准教授

藤 野 圭 紀 東京都立八王子北高等学校教諭

松葉口玲子 横浜国立大学教授

丸 谷 貴 子 金沢高等学校教諭

森 田 美 佐 高知大学教授

皆 川 勝 子 元松山東雲短期大学准教授

八 幡 彩 子 熊本大学教授

與 倉 弘 子 滋賀大学教授

若 月 温 美 東葉高等学校教諭

脇 田 祥 尚 近畿大学教授
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