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８ 家 庭， 技 術・家 庭 
 

 

学習指導要領 家庭科編（試案） 昭和 22 年 ５月 15 日（1947 年）発行 

学習指導要領 職業科工業編（試案） 昭和 22 年 12 月 13 日（1947 年）発行 

学習指導要領 職業科農業編（試案） 昭和 22 年 11 月 ４日（1947 年）発行 

学習指導要領 職業科水産編（試案） 昭和 22 年 12 月 20 日（1947 年）発行 

学習指導要領 職業科商業編（試案） 昭和 22 年 12 月 23 日（1947 年）発行 

学習指導要領 職業指導編（試案） 昭和 22 年 10 月 12 日（1947 年）発行 

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 家庭，技術・家庭の目標 

 

学習指導要領 家庭科編（試案）〔昭和 22 年５月 15 日（1947 年）発行〕より 

 家庭科の教育の全体を通じた目標としては，次のようなことが挙げられる。 

１．家庭において(家族関係によって)自己を生長させ，また家庭及び社会の活動に対し自分の受け

持つ責任のあることを理解すること。 

２．家庭生活を幸福にし，その充実向上を図って行く常識と技能とを身につけること。 

３．家庭人としての生活上の能率と教養とをたかめて，いっそう広い活動や奉仕の機会を得るよう

にすること。 

 

学習指導要領 職業科工業編（試案）〔昭和 22 年 12 月 13 日（1947 年）発行〕より 

1．工業に使われる材料の性質を理解し，工業製品の作り方と道具の使い方の初歩的な技術を養成する。 

2．日常使用する物品を正しく使用し，買い入れに際して選択する能力を養成する。 

3．工業の社会的・経済的な意義を理解し，工業労働者の任務の重要であることを理解する。 

4．工業に関係あるいろいろな職業の内容について理解する。 

5．職業的な活動をすることによって，みずからの技能・興味・適性を知る。 

6．計画的に，能率的に，順序よく，注意深く仕事をする習慣を養成する。 

7．労働を喜び，これを尊重し，みずから進んで働く態度を養成する。 

8．自分の個性・能力を自覚し，ほこりを持つと共に，他人の個性・人格・意見を尊重し，強い責任感

をもって共同して働く態度を養成する。 

 

学習指導要領 職業科農業編（試案）〔昭和 22 年 11 月 4 日（1947 年）発行〕より 

職業科農業の教育の目標は，すべての人の生活を充実させ，更にいっそう豊かな生活を創造するため，

他の教科で学んだ基礎の上に，農業の実際を通じて次の五つの方面を発達させる点にある。 

１．農業や他の職業，及び日常の実際生活を合理的・能率的に営む基礎となる技能 

(１) 科学的・合理的に作物を栽培し，家畜を飼育し，森林をしたて，農林畜産物を加工して
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利用する技術的能力 

(２) 農業や日常生活に必要な，簡単な工作物を製作する技術的能力 

(３) 農具その他の道具をじょうずに使い，農業用その他の機械を正しく使う技術的能力 

(４) 農業経営やその他の経済生活を，科学的・合理的に計画し，実践する能力 

２．農業や他の職業，及び日常の実際生活を合理的・能率的に営む基礎となる事がらについての理

解 

(５) 作物・樹木・家畜などの性状と，その自然的環境との関係の理解  

(６) 農業経営や，その他の経済生活と，その経済的環境との関係の理解 

(７) 合理的・能率的な農業や日常生活の基礎となる科学的・経済的・歴史的・地理的知識 

３．農業及びこれと関係あるいろいろな産業・職業や仕事についての理解 

(８) わが国の農業の特質とその重要性，並びに農業と他の産業との関係の理解 

(９) 郷土の農業の実態及びこれと関係あるいろいろな産業や職業や仕事についての理解 

４．人間生活にいっそう役立つものを合理的・能率的に生産しようとして，くふうする態度 

(10) すべてのものをいっそう役立つようにしようとし，また仕事をいっそう能率的に進めよ

うとして，科学的・研究的にくふうする態度 

(11) 真実なるものの姿をつきとめ，かつ，これに従おうとする態度 

(12) 伝統の中に価値あるものを発見し，更にこれを発展させようとする態度 

(13) 協力して農業やその他の産業の改良・発達をはかろうとする態度 

５．職業や仕事の個人的・社会的意義を理解し，これに打ちこむ態度 

(14) 自然の恩恵を感じ，自然の力を助けて作物・家畜を愛育する態度 

(15) 作物・家畜・工作物や仕事に，美しさやおもしろさを感じること 

(16) 職業や仕事を尊び，かつこれに喜びを感じ，楽しみながら自ら進んで励む態度 

 

学習指導要領職 職業科水産編（試案）〔昭和 22年 12 月 20 日（1947 年）発行〕より 

水産の教育の目標はすべての人の生活を充実させ，更に豊かな生活を創造するために，他の教科で学

んだ基礎の上に，次の五つの方面を発達させることにある。 

 １. 水産業および他の職業，または日常の実際生活を合理的・能率的に営む基礎となる技能。 

(１) 沿岸の魚・貝・そう類をさがし，かつ，これを取る基礎となる技術的能力。 

(２) 漁具の手入れ，保存や使い方についての初歩の技術的能力。 

(３) 水泳や小型漁船を操ることに対する訓練および航海をする基礎となる技術的能力。 

(４) 漁獲物を処理・加工し利用する基礎となる技術的能力。 

(５) 魚・貝・そう類の繁殖を助けたり，養殖したりする基礎となる技術的能力。 

 ２. 水産業および他の職業，または日常の実際生活を合理的・能率的に営む基礎となる知識。 

(６) 水産生物とその環境との関係の理解。  

(７) 水産業の経営とその環境との関係の理解。 

 ３. 水産業およびこれと関係あるいろいろな産業・職業・仕事についての理解。 

(８) 水産業の技術と経営および日常生活を合理化させる基礎となる科学的・歴史的・地理

的・経済的知識。  

(９) 各種の水産業の一般およびこれと関係ある産業・職業・仕事についての理解。 

(10) わが国の水産業の特質とその重要性ならびにこれに関係ある他の産業についての理解。 

(11) 各地方の水産業の実態およびこれに関係あるいろいろな産業・職業・仕事についての理



 

 
- 287 -

解。 

 ４. 人間生活にいっそう役立つものを合理的・能率的に生産しようとする態度。 

(12) 水産資源を開発し，保護しようとする態度。  

(13) 水産物の利用価値をいっそう高めようとする態度。 

(14) 伝統の中に価値あるものを発見し，更にこれを発展させようとする熊度。 

(15) 協力して水産業およびその他の産業の発達をはかろうとする態度。 

(16) 仕事をいっそう合理的・能率的にしようとして，科学的・研究的にくふうする態度。 

(17) 真実なものの姿をつきとめ，これに従おうとする態度。 

 ５. 職業や仕事の個人的・社会的意義を理解し，これに打ちこむ態度。 

(18) 職業や仕事を尊び，かつ，これに喜びを感じ，みずから進んで働く態度。 

 

学習指導要領 職業科商業編（試案）〔昭和 22 年 12 月 23 日（1947 年）発行〕より 

商業の教育目標は，これを学ぶものに社会的・経済的自覚にもとづいた，良心的な生活を営ませ，経

営の改善や能率的に事務を処理するために必要な知識・技能を修得させ，さらに社会及び産業の健全な

発展につくす態度をかん養するために，他の教科で学んだ基礎の上に商業を通じて，次のことを発達さ

せるにある。 

(１)ものごとを科学的・能率的に処理する能力 

(２)経済生活及び商業活動に必要な技能 

(３)経済及び商業に関する一般的知識 

(４)わが国の経済・産業の特色，商業と他の産業との相互関係についての理解 

(５)良心的な経済生活・商業活動をなし，社会一般の福祉に貢献し，国民生活の向上に努力する態

度 

(６)勤労を尊び，産業の発展に努力する態度 

 

学習指導要領 職業指導編（試案）〔昭和 22 年 10 月 12 日（1947 年）発行〕より 

 職業指導は個人が職業を選択し，その準備をし，就職し，進歩するのを援助する過程である。さらに

これを学校における職業指導の立場から細かに述べると，次のような目標が挙げられる。  

(ａ) 各種の職業および職業人についての理解をもたせること。 

(ｂ) 就職および進学の機会についての理解をもたせること。 

(ｃ) 労働愛好の精神および態度を養成すること。 

(ｄ) 職業および職業生活における研究的態度を育成すること。 

(ｅ) 基礎的職業技能および応用の能力を養うこと。 

(ｆ) 個性の自覚とその伸長をはかること。 

(ｇ) 適当な職業を選択する能力を養成すること。 

(ｈ) 適切な相談をすること。 

(ｉ) 適切な就職指導をすること。 

(ｊ) 適切な輔導をすること。 
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２ 家庭，技術・家庭の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

理解 

態度 

技能 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

＜家庭＞ 

近代的，民主的社会における家庭の位置の理解 

家庭生活の理想とそれへの望ましい態度 

家庭生活における実技 

 

＜職業＞ 

実技 

技術的な知識 

社会的，経済的理解 
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教育課程審議会答申 昭和 25 年 ６月（1950 年） 

中学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 12 月 25 日（1951 年）発行 

小学校学習指導要領（試案） 昭和 31 年 ２月 24 日（1956 年）発行 

中学校学習指導要領（改訂版） 昭和 31 年 ５月 28 日（1957 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

小学校の教育課程をどのように改善すべきか（答申）〔昭和 25 年６月（1950 年）〕より 

小学校家庭科の教育について 

１. 家庭科を存置すべきか廃止すべきかにつき協議した結果左の理由により存置することにされたい。 

存置理由 

１. 知的発達 

２. 社会的発達 

３. 運動能力の発達 

４. 興味の発展 

５. 社会的要求 

１. 知的発達 

家庭生活の本質，あるいは家族関係の理解のためには，児童が，家庭生活をその認識の対象とし，

その有機的関係を考えることができることを必要とする。従ってその学習のためには，児童がその

自己中心性を脱し，自他を区別し，客観的に思考し得るに至ることが，必要である。 

かような発達は 10 歳及至 11 歳において見られるとされている。 

ただこの年令においては，広く一般社会生活と家庭生活との関係を理解することは困難であり，

また観念的抽象的思考の発達は十分でないので，複雑な関係を抽象的に理解することはできないし，

十分批判的な思考をすることも困難である。 

２. 社会的発達 

家族関係の理解に基づいて，責任と共同とを理解し，これによって行動するためには社会性の発

達が進み，その生活において自己がその社会的な有機的関係において行動することができ，責任を

意識し，共同的な行動ができるようにならなくてはならない。このような発達を示す年令は，従来

の研究によると小学校５年くらいであって，（例えば Reininger）それ以前では，まだ未熟である。 

３. 運動能力の発達 

家庭科における種々な技術の指導を可能ならしめるものは，功徴運動の発達である。この功徴運

動の発達について見るに，小学校 4 年位までは，速度において著しいのであるが，５年になると，

正確度において著しいものがある。Unger 及び Burr（Unger E.W.and Burr.E.T,Minimum Mental-Age 

Level of Accomplishment 1931）が運針学習の可能な年令を研究しこれを知能的年令９才としたの

は，右の年令よりやや早いが，かかる発達を示す一つの例証といわれる，このことは，この時期に，

これを訓練する好期のあることを示しているということができる。ただ，この程度の発達は，複雑

な技術の学習を可能にするとは，いい難いものであることには注意しなくてはならない。 
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４. 興味の発展 

家庭的な生活あるいは技術に対する興味は児童において著しく，低学年児童においてもこれを見

ることができる。しかし，この興味は，中等学校においては，減退する傾向がある。たとえば，従

来教科の好悪について調査した結果についてみると，裁縫は，小学校において著しく好まれている

が，中等学校においては，漸次その好まれる度を減ずる傾向にある。これは，指導方法の如何もよ

るが，大体青年期においては，自己の技術について批評的になり，懐疑的になるとともに，興味が

観念的なことに原因する。このことは，単純な家庭技術の基礎となるものの如きにおいて，より一

層この傾向をもつもののあることが察知できる。単純な基礎技術の如きは，小学校において学習し

なければ，これを学ぶ機を逸するおそれがあるのである。 

５. 社会及び家庭の要求 

わが国の家庭生活は，これを諸外国のそれと比較して，その経済的事情と著しいく異にする。た

めに，児童が家庭において，自ら処理しなければならない仕事は，極めて多く，家庭の生活はこれ

を必要としているのである。この事実は一面より見れば，好ましくないものもあるが，他面からは，

児童の家庭生活への協同の習慣を養い，労働の習慣を養う上に望ましい点もある。この意味におい

て，学校がこれらの生活を指導することは，その要求に応ずるものとして，考慮すべきものをもっ

ている。 

ただ，かかる児童の仕事は，身の周りの処理や，簡単な手伝いの程度のものであつて複雑な仕事

は，要求されていない。 

２. 家庭科教科内容については左の趣旨によられたい。 

小学校の家庭科においては，高度の技術や複雑な仕事を課することは適当でない。児童の仕事は，

身の周りめ処理や簡単な手伝いの程度のもでなくてはならない。この点に鑑みて，現在の家庭科の内

容は，これを改善する必要がある。また，著しく他の教科と重複する指導目標や内容は，これを改め

るべきである。もちろん，こうはいっても実際指導の際は他の教科と密接な関連をもたせることは極

めて必要である。 

小学校家庭科の目標は，およそ次のように定められるのが適当である。 

小学校家庭科の目標 

１.家族のものと共に幸福な生活をすることを喜ぶ態度を養うこと。 

２.家族関係について理解し，相互の愛情を深め，礼儀作法を守る態度を養い，責任を果たし，協同す

る習慣を養い，その大切さを自覚すること。 

３.衣，食，住の生活については，身のまわりの処理の仕方や，基本的な家庭技術を習得すること。た

とえば， 

(1) みなりを正しくすることの習慣の実行。 

(2) 自分のものを正しく選び，手入れをし，使うこと。 

(3) 幼児の要求を知って，その行動に注意し，助けてやること。 

(4) 余暇を上手に使って，家族と共に楽しむことができること。 

(5) 家とその設備や用具の手入れの必要を知り，その手入れの仕方を知り，かつ実行すること。 

(6) 毎日の食事の選択や調理に栄養の原則を応用することができること。 

(7) 自分に適当な簡単な衣服の選択や手入れや裁縫ができること。 

(8) 家庭生活を向上させるくふうができ，自分のなすべき役割を実行すること。 

(9) 家庭における自分の役割を通じて，計画性や責任感を養うこと。 

(10)家族の間柄の正しいあり方を知ること。 
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以上は，小学校家庭科の目標についての本委員会の暫定案であるが，大体，この線にそって改善され

ることがのぞましい。なお，新しい家庭科としては，目標３に主眼をおき，それを通して１及び２の目

標に到達するようにするのが適当である。 

なお，小学校家庭科の内容や学習活動は，新しい家庭科の性格とその指導目標にそって適切に選択さ

れることがのぞましい。 

 

 

２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

中学校学習指導要領 職業・家庭科編（試案）〔昭和 26 年 12 月 25 日（1951 年）発行〕より 

 職業・家庭科の目標は，家庭および社会の一員として，その家庭や社会の発展のために力を合わせる

ことの意義を自覚し，それに必要な知識・技能・態度を身につけ，みずからの能力に応じた分野を受け

持って，その力をじゅうぶんに発揮するようになることにあるが，これをさらに細かく分けてみると次

のようになる。 

１．実生活に役だつ仕事をすることの重要さを理解する。  

２．実生活に役だつ仕事についての基礎的な知識・技能を養う。 

３．協力的な明るい家庭生活・職業生活のあり方を理解する。 

４．家庭生活・職業生活についての社会的，経済的な知識・理解を養う。 

５．家庭生活・職業生活の充実・向上を図ろうとする態度を養う。 

６．勤労を重んじ，楽しく働く態度を養う。 

７．仕事を科学的，能率的に，かつ安全に進める能力を養う。 

８．職業の業態および性能についての理解を深め，個性や環境に応じて将来の進路を選択する能力

を養う。 

 

小学校学習指導要領 家庭科編〔昭和 31 年２月 24 日（1956 年）発行〕より 

 前章で述べた小学校家庭科の意義を実現するためには，次の目標によって指導を行うことがたいせつ

である。 

１．家庭の構造と機能の大要を知り，家庭生活が個人および社会に対してもつ意義を理解して，家

庭を構成する一員としての責任を自覚し，進んでそれを果そうとする。  

２．家庭における人間関係に適応するために必要な態度や行動を習得し，人間尊重の立場から，互

に敬愛し，力を合わせて，明るく，あたたかい家庭生活を営もうとする。 

３．被服・食物・住居などについて，その役割を理解し，日常必要な初歩の知識・技能・態度を身

につけて，家庭生活をよりよくしようとする。 

４．労力・時間・物資・金銭をたいせつにし，計画的に使用して，家庭生活をいっそう合理化しよ

うとする。 

５．家庭における休養や娯楽の意義を理解し，その方法を反省くふうして，いっそう豊かな楽しい

家庭生活にしようとする。 
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中学校学習指導要領 職業・家庭科編（改訂版）〔昭和 31 年５月 28 日（1957 年）発行〕より 

職業・家庭科の目標は，われわれの生活に必要な知識・技能・態度を身につけ，家庭および社会の一

員として，その家庭や社会の発展のために力を合わせることの意義を自覚し，みずからの能力に応じた

分野を受け持って，その力をじゅうぶんに発揮し，職業生活・家庭生活の改善向上を図るようにさせる

ことにある。これを具体的に示せば，次のようになる。  

1．基礎的な技術を習得させ，基本的な主活活動を経験させる。  

2．産業ならびに職業生活・家庭生活についての社会的，経済的な知識・理解を得させる。  

3．科学的，能率的に実践する態度・習慣およびくふう創造の能力を養う。  

4．勤労と責任を重んじる態度を養う。  

5．将来の進路を選択する能力を養う。  

 

 

３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

技能  

理解  

実践的な態度 （小）習得した知識技能をもとにして，仕事を計画し，手順を考え，創意くふ

うにより，積極的に実践しようとする態度。 

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

技能  

知識・理解  

能力 （中）習得した技能や知識，理解をもとにして，創意くふうにより仕事を計画

し処理する能力。 

態度・習慣 （中）根気強く仕事に打ち込む態度を含む。 

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 
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教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 家庭科は，衣食住の技能を中心とし，家庭生活についての理解を深め，実践的態度を養うこと。 

② 目標と内容を明確にし，男女共通の基礎的理解・能力を高めるとともに，性別の相違についてもじ

ゆうぶん考慮を払うこと。 

③ 社会科・理科・図画工作科など他教科との関連を明らかにして，目標・内容の重複を避け，家庭科

の充実を期すること。 

④ 教員養成，現職教育の強化を図ること。 

⑤ 施設・設備の充実と，その適切な運営を図ること。 

 

＜中学校＞ 

① 現行の職業，家庭科（必修）を改め，これと図画工作科において取り扱われてきた生産的技術に関

する部分と合わせて技術科を編成すること。 

② 内容に二系列を設け，男子向には工的内容を中心とする系列，女子向には家庭科的内容を中心とす

る系列を学習させること。 

③ 理科との関連において内容を精選し，系統的学習ができるようにすること。 

④ 技術科教育の効果を高めるため，教員養成と現職教育の強化徹底を図り，施設設備の整備に努める

必要があること。 

 

＜中学校：農業，工業，水産，家庭（選択教科）＞ 

① 現行の選択教科としての職業・家庭科を改めて，農業科，工業科，商業科，水産科，家庭科とし，

必要に応じて，そのうち１以上を履修させるようにすること。 

職業生活または家庭生活への準備的な教養について，その基礎的なものを身につけさせるようにするこ

と。 

② 第３学年においては，生徒の進路に応じ，必要とする者のために現行よりもさらに多くの時間数を

充当できるようにすること。 

 

 



２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 被服・すまいなどに関する初歩的，基礎的な知識・技能を習得させ，日常生活に役だつように

する。 

２ 被服・食物・すまいなどに関する仕事を通して，時間や労力，物資や金銭を計画的，経済的に

使用し，生活をいっそう合理的に処理することができるようにする。 

３ 健康でうるおいのある楽しい家庭生活にするように，被服・食物・すまいなどについて創意く

ふうする態度や能力を養う。 

４ 家庭生活の意義を理解させ，家族の一員として家庭生活をよりよくしようとする実践的態度を

養う。 

 家庭科は，第４学年までにおける家庭生活についての経験や学習の発展に即応し，組織的，実践的な

指導を行うため，第５学年から置かれるものである。 

 上に掲げた目標は，相互に密接な関連をもつものである。目標１は，家庭科で指導すべき中心的なね

らいであり，目標２および３は，目標１のねらいを具体的，重点的に示したものであって，この指導に

あたっては家庭科の特性上，常にその根底において目標４が考慮されなければならない。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

＜技術・家庭＞ 

１ 生活に必要な基礎的技術を習得させ，創造し生産する喜びを味わわせ，近代技術に関する理解

を与え，生活に処する基本的な態度を養う。 

２ 設計・製作などの学習経験を通して，表現・創造の能力を養い，ものごとを合理的に処理する

態度を養う。 

３ 製作・操作などの学習経験を通して，技術と生活との密接な関連を理解させ，生活の向上と技

術の発展に努める態度を養う。 

４ 生活に必要な基礎的技術についての学習経験を通して，近代技術に対する自信を与え，協同と

責任と安全を重んじる実践的な態度を養う。 

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として技術・家庭科の目標をなすもの

である。１は，基礎的技術について主として実践的活動を通して学習させ，必要な知識，技能，態

度を身につけさせるという技術・家庭科の総括的目標であり，２，３，または４のいずれかにかか

わる指導においても常に１が根底にならなければならない。 

 

＜農業（選択教科）＞ 

１ 農業(林業を含む)に関する基礎的な知識と技能を習得させる。 

２ 農業技術の科学的な根拠を理解させ，これを実際に活用する能力を養う。 

３ 協同と責任を重んじる態度を養う。 

 

＜工業（選択教科）＞ 

１ 工業に関する基礎的な知識と技能を習得させる。 
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２ 工業技術の科学的な根拠を理解させ，これを実際に活用する能力を養う。 

３ 協同と責任を重んじる態度を養う。 

 

＜商業（選択教科）＞ 

１ 商業に関する基礎的な知識と技能を習得させる。 

２ 事務や経営管理に関する実務を能率的に行う能力と態度を養う。 

３ 経済生活を合理的に営む態度を養う。 

 

＜水産（選択教科）＞ 

１ 水産業に関する基礎的な知識と技能を習得させる。 

２ 水産技術の科学的な根拠を理解させ，これを実際に活用する能力を養う。 

３ 協同と責任を重んじる態度を養う。 

 

＜家庭（選択教科）＞ 

１ 家庭生活に必要な衣食住，保育・看護および家庭経営について理解させ，家事その他の実務に

役だつ基礎的技術を習得させる。 

２ 家庭生活を合理的，能率的にし，明るく快適にする態度を養う。 

 

 

３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

技能 日常生活に必要な被服・食物・すまいなどに関する初歩的，基礎的な技能を身に

つけている。 

知識・理解 日常生活に必要な被服・食物・すまいなどに関する初歩的，基礎的な知識を身に

つけている。 

実践的な態度 習得した知識・理解や技能をもとにして，仕事を計画し，手順を考え，創意くふ

うにより積極的に実践しようとする。 

 

＜中学校＞ 

知識・理解 技術に関する知識を身につけ，技術と産業や生活との関係について理解してい

る。 

技能 正確に速く作業したり実証的・創造的に作業したりすることができる。 

表現・創造 作品等を考案設計する際に適切に構想をまとめたり，既習事項を活用して新しい

問題を自主的に解決したりすることができる。 

態度 みずから進んでものごとを合理的に処理し，つねに協同・責任・安全を重んじて

作業しようとする。 
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＜農業（選択教科）＞ 

知識・理解 農業に関する実際的な知識を身につけ，それらの技術についての基本的な原理を

理解している。 

技能 農業に関する実際的な仕事を合理的・能率的に計画し処理することができる。 

態度 農業に関する実際的な仕事を合理的・能率的に処理しようとする。 

 

＜工業（選択教科）＞ 

知識・理解 工業に関する実際的な知識を身につけ，それらの技術についての基本的な原理を

理解している。 

技能 工業に関する実際的な仕事を合理的・能率的に計画し行なうことができる。 

態度 工業に関する実際的な仕事を合理的・能率的に処理しようとする。 

 

＜商業（選択教科）＞ 

知識・理解 商業に関する実務的な知識・理解をもっている。 

技能 事務的な仕事を合理的・能率的に処理することができる。 

態度 商業や事務に関する仕事を合理的・能率的に処理しようとする。 

 

＜水産（選択教科）＞ 

知識・理解 水産に関する実際的な知識を身につけ，それらの技術についての基本的な原理を

理解している。 

技能 水産に関する実際的な仕事を合理的・能率的に計画し処理することができる。 

態度 水産に関する実際的な仕事を合理的・能率的に処理しようとする。 

 

＜家庭（選択教科）＞ 

知識・理解 家庭生活に関する実際的な知識を身につけ，それに必要な衣食住その他について

理解している。 

技能 家庭生活に関する実際的な仕事を合理的・能率的に計画し処理することができ

る。 

態度 家庭生活に関する実際的な仕事を合理的・能率的に処理しようとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，日常生活に必要な衣食住などに関する知識，技能を習得させ，それを通して家庭

生活の意義を理解させ，家族の一員として家族生活をよりよくしようとする実践的な態度を養うもの

であることを明確にすること。 

家庭生活を基盤として営まれる衣食住などに関する初歩的，基盤的な知識，技能を習得させ，そ

れを通して家庭生活の意義を理解させ，家族の一員として協力して家庭生活をいっそう明るく楽し

くしようとする実践的な態度を育成するという家庭科教育のねらいが，正しくはあくされるよう基

本的な目標を明確にする。 

（内容の精選） 

２ 内容については，基本的事項を精選して，指導の重点を明確にすること。 

なお，時代の進展による家庭生活の変化に即応しうるような基礎的な内容を，児童の発達段階に応

じてとりあげるよう考慮すること。 

(1) 内容については，すべての領域にわたって，男女を通して家庭生活に必要な基本的事項を精選し，

その程度と範囲をいっそう明らかにし，指導の重点を明確する。 

(2) 時代の進展による家庭生活の変化に即応しうるような基礎的な内容を選択するようにする。この

場合，家庭生活にとりいれられている機械，器具等については，児童の心身の発達段階に応じて。，

基本的なもののみをとりあげることとする。 

（他教科等との関連） 

３ 他教科等とくに社会，理科，図画工作，体育，道徳との関連について配慮すること。 

現行においても，教科の性格上，他教科等との関連をじゅうぶんに配慮しているが，改訂に伴う

他教科等との関連をじゅうぶんに図る。 

（中学校との関連） 

４ 中学校の技術・家庭科との関連をじゅうぶんに考慮すること。 

(1) 小学校の家庭科の内容と中学校の技術・家庭科の内容との関連を図る。たとえば，被服に関する

内容のうち「手入れのしかた」の範囲，食物に関する内容のうち「栄養」の範囲，すまいに関する

内容のうち「照明」の範囲などについて，その分担を明確にする。 

(2) 中学校の技術・家庭科についても，小学校における家庭科の基本的な学習が発展的に結びつくよ



うに関連を図る必要がある。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

＜技術・家庭＞ 

１ 目標について 

目標については，生活に必要な基礎的技術に関する実践的学習を中心とするこの教科の性格が，い

っそう正しく把
は

握されるように，その表現を明確にすること。この場合，特に技術の修得を通して，

生活を豊かにするためのくふう，創造の能力や実践的な態度を養うということをじゅうぶん配慮する

こと。 

２ 内容について 

(1) 内容は，現行のとおり「男子向き」と「女子向き」の２系列とし，両者の関連をじゅうぶん考慮

すること。 

(2) 現行の各項目を整理，統合するなどして再構成を図ること。その際，項目については，実践的活

動を中核とし，まとまりのある学習ができるように組織すること。 

(3) 各項目の内容については，生徒の心身の発達などを考慮して，質的な改善を図るとともに，基本

的な事項を精選し，その範囲と程度を明確にすること。 

この場合，２個学年または３個学年にわたる項目の内容については，いっそう系統的な指導ができる

ように構成すること。 

なお，実習における安全の保持について，いっそう留意すること。 

(4) 各項目の取り扱いについては，地域や学校の実態および生徒の必要に即して，弾力的に指導でき

るように配慮すること。 

(5) 他教科等時に，社会，理科，道徳などと有機的な関連をもつことができるように配慮すること。 

また，小学校の図画工作および家庭との関連をじゅうぶん考慮すること。 

 

＜農業，工業，商業，水産，家庭（選択教科）＞ 

１ 目標について 

これらの教科については，現行においてはそれぞれの職業に関する基礎的な知識と技能の修得を主

たる目標としているが，これらが職業生活に関する一般的な理解を深め，生徒の興味や適性などを伸

ばすことにも重要な意義を有することを考慮して，それぞれの教科の目標を明確にすること。 

２ 内容について 

(1) これらの教科については，地域や学校の実態に即して，弾力的な指導が行なえるように，それぞ

れの内容を精選し，その再構成を図ること。 

(2) 工業および家庭については，特に「技術・家庭」との関連を密にし，その内容をいっそう深める

ことができるように配慮すること。 

 

 

２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

日常生活に必要な衣食住などに関する知識，技能を習得させ，それを通して家庭生活の意義を理解さ
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せ，家族の一員として家庭生活をよりよくしようとする実践的な態度を養う。  

 このため， 

１ 被服，食物，すまいなどに関する初歩的，基礎的な知識，技能を習得させ，日常生活に役だつ

ようにする。 

２ 被服，食物，すまいなどに関する仕事を通して，生活をいっそう合理的に処理することができ

るようにする。 

３ 被服，食物，すまいなどについて創意くふうし，家庭生活を明るく楽しくしようとする能力と

態度を養う。 

４ 家族の立場や役割を理解させ，家族の一員として家庭生活に協力しようとする態度を養う。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

＜技術・家庭＞ 

生活に必要な技術を習得させ，それを通して生活を明るく豊かにするためのくふう創造の能力および

実践的な態度を養う。 

このため， 

１ 計画，製作，整備などに関する基礎的な技術を習得させ，その科学的な根拠を理解させるとと

もに，技術を実際に活用する能力を養う。 

２ 家庭や社会における技術と生活との密接な関連を理解させ，生活を技術的な面からくふう改善

し，明るく豊かにする能力と態度を養う。 

３ 仕事を合理的，創造的に進める能力や協同・責任および安全を重んじる態度を養う。 

 

＜農業（選択教科）＞ 

 農業（林業を含む。）の生産や経営に関する基礎的な知識と技術を習得させ，農業に対する関心を高

め，職業生活に必要な能力と態度を養う。 

 

＜工業（選択教科）＞ 

 製作や操作に関する基礎的な技術を習得させ，工業に対する関心を高め，職業主活に必要な能力と態

度を養う。 

 

＜商業（選択教科）＞ 

 商業や事務に関する基礎的，実務的な知識と技術を習得させ，日常生活や職業生活に必要な実務を能

率的，合理的に処理する能力と態度を養う。 

 

＜水産（選択教科）＞ 

 漁業生産や食品製造に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産業に対する関心を高め，職業生活

に必要な能力と態度を養う。 

 

＜家庭（選択教科）＞ 

 衣食住保育など家庭生活に関する基礎的な知識と技術を習得させ，家庭生活を合理的にし，明るく快

適にする能力と態度を養う。 
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３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

技能 日常生活に必要な被服・食物・すまいなどに関する初歩的，基礎的な技能を身に

つけている。 

知識・理解 日常生活に必要な被服・食物・すまいなどに関する初歩的，基礎的な知識を身に

つけ，家庭生活の意義を理解している。 

実践的な態度 習得した知識・理解や技能をもとにして，仕事を計画し，手順を考え，創意くふ

うにより積極的に実践しようとする。 

 

＜中学校＞ 

技能 計画・製作，整備などに関する技術を身につけ，それを実際に活用することがで

きる。 

知識・理解 技術の科学的な根拠や技術と生活との関連を理解している。 

くふう・創造 生活を技術的な面からくふう改善し，仕事を合理的，創造的に進めることができ

る。 

 

＜農業（選択教科）＞ 

技能 農業に関する実際的な仕事を合理的に計画して処理することができる。 

知識・理解 農業に関する実際的な知識を身につけ，基本的な事がらを理解している。 

態度 農業に関する実際的な仕事すす「んで合理的に処理しようとする。 

 

＜工業，商業，水産，家庭（選択教科）＞ 

農業に同じ （農業の各観点の趣旨の「農業」を各教科名に読みかえる。） 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，実践的・体験的な学習を行う教科としての性格が一層明確

になるように留意して内容の精選を行い，その構成を改善する。 

その際，小学校においては，児童の衣食住などに関する実践的な学習を通してつくることや働くこ

との喜びを味わわせるとともに，家族の一員として自覚や家庭生活に協力しようとする態度を養うこ

と，中学校においては，「男子向き」と「女子向き」の履修方法の関連を一層密接にするとともに，

地域や学校の実態及び生徒の必要に応じて内容を弾力的に取り扱うようにすること，高等学校におい

ては，家庭生活に必要な衣食住，保育などに関する知識と技術を家庭生活を経営する立場から一層総

合的に習得させることを，それぞれ重視する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 実践的・体験的な学習を通して，有機的・統合的な指導が行われやすいようにするため，現行の

４領域（被服，食物，すまい及び家庭）を３領域（被服，食物及び住居に関する内容を中心にする

領域）に整理統合する。 

(ｲ) 被服に関する領域の内容は，被服の着方，手入れ及び製作などの学習を通して被服に関する基礎

的な知識と技能を身につけさせるとともに，日常の生活において自分の被服を整えることができる

ように配慮して構成する。内容の構成に当たっては，現行の「被服」の内容のうち，「被服の着方」

については取扱いの程度と範囲を明らかにし，「被服の手入れ」の一部について，は，１個学年に

まとめるなどして整理する。 

(ｳ) 食物に関する領域の内容は，食物の栄養，献立及び調理などの学習を通して食物に関する基礎的

な知識と技能を身につけさせるとともに，日常の生活において健康に留意した食事を楽しくとるこ

とができるように配慮して構成する。内容の構成に当たっては，現行の「食物」の内容のうち，献

立作成に関する内容は軽減し，調理施設に関する内容は削除する。また，現行の「家庭」の内容の

うち，家庭の交際に関する内容は軽減して，この領域の「会食」に関連させて取り扱う。 

(ｴ) 住居に関する領域の内脊は・住居が家族の生活の場であることを考慮し，すまいの学習と関連さ

せて家庭生活における家族の立場や役割，生活時間の計画などを理解させるように配慮して構成す

る。内容の構成に当たっては，現行の「すまい」の内容をできるだけ実践的な活動を伴うものに整



理する。 

（中学校） 

(ｱ) 現行の領域区分は，男子向き，女子向き別や学年別になっているが，これらを一括して示すこと

とし，次のような新たな領域を構成する。 

Ａ 木材加工  Ｂ 金属加工  Ｃ 機  械 

Ｄ 電  気  Ｅ 栽  培  Ｆ 被  服 

Ｇ 食  物  Ｈ 住  居  Ｉ 保  育 

なお，木材加工，金属加工，機械，電気，被服及び食物の６領域については，次のような小領域に分

割して指導上のまとまりをもたせるようにする。 

Ａ 木材加工(1)，木材加工(2) 

Ｂ 金属加工(1)，金属加工(2) 

Ｃ 機械(1)，機械(2〉 

Ｄ 電気(1)，電気(2) 

Ｆ 被服(1)，被服(2)，被服(3) 

Ｇ 食物(1)，食物(2)，食物(3) 

(ｲ) (ｱ)に示した領域のうち，男子が履修するものとしては，木材加工，金属加工，機械，電気及び

栽培の中から，女子が履修するものとしては，被服，食物，住居及び保育の中から，それぞれ少な

くとも４領域（又は小領域）程度を指定することとするが，指定以外の領域（又は小領域）につい

ては，男女相互の協力と理解を図るという観点並びに地域や学校の実態及び生徒の必要に応じて弾

力的に取り扱うという観点から選択して履修させる。 

(ｳ) 新しい領域の内客の構成に当たっては，現行の内容を次のように整理する。 

[ｱ] 小学校及び高等学校殿内容の関連を密接にし，内容の程度を適切なものにするため，例えば第

２学年の「被服」のうちの被服整理の一部，第３学年の「食物」のうちの行事食などに関する内

容は削除する。 

[ｲ] 学校の実情等を考慮して，例えば第２学年の「被服」の手芸の選択，第３学年の「栽培」の環

境調節や化学調節を加味した栽培などは，学校の裁量の幅を広げ，現行よりも取り扱いやすいよ

うにする。 

[ｳ] 内容の範囲を適切なものにするため，例えば第１学年の「住居」のうちの木製品の設計と製作，

第３学年の「電気」のうちの真空管に関する内容などは，削除する。 

(ｴ) 第３学年における選択教科としての「技術・家庭」の内容は，生徒の能力，興味，特性等に応じ

た発展的，応用的なものとし，特に実習の題材は地域や学校の実態を考慮して適切なものを取り上

げ，製作技能を高めることができるようなものとする。 

 

 

２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

日常生活に必要な衣食住などに関する実践的な活動を通して，基礎的な知識と技能を習得させるとと

もに家庭生活についての理解を深め，家族の一員として家庭生活をよりよくしようとする実践的な態度

を育てる。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

生活に必要な技術を習得させ，それを通して家庭や社会における生活と技術との関係を理解させると

ともに，工夫し創造する能力及び実践的な態度を育てる。  

 

 

３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

知識・理解 衣食住などに関する基礎的な知識を身につけ，家庭生活の意義や在り方を理解し

ている。 

技能 衣食住などに関する基礎的な技能を身につけるとともに，それらの仕事を計画

し，手順を考え，創意工夫して仕遂げることができる。 

家庭生活に対する

関心・態度 

衣食住などの仕事や家庭生活に対して関心をもち，家族の一員として自覚をもつ

とともに，生活の課題の解決を目指して意欲的，創造的に実践しようとする。 

 

＜中学校＞ 

技能 計画，製作などに関する技術を身につけ，それを実際に活用することができる。

知識・理解 生活に必要な技術及び生活と技術との関係について基礎的な事柄を理解してい

る。 

生活や技術に対す

る関心・態度 

生活を技術的な面から工夫し，自ら進んで仕事を合理的・創造的に進めるととも

に，協力・責任・安全を重んずる態度を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

小学校の家庭科，中学校の技術・家庭科及び高等学校の家庭科については，家庭を取り巻く環境や

社会の変化等に対応し，男女が協力して家庭生活を築いていくことや，生活に必要な知識と技術を習

得させることなどの観点から，その内容及び履修の在り方を改善するとともに，実践的・体験的底学

習が一層充実するよう改善を図る。 

その際，小学校においては，日常生活との関連に配慮して衣食住などに関する実践的な学習が一層

充実するよう内容の改善を図る。 

中学校においては，情報や家庭生活にかかわる内容を加えるほか，すべての生徒に共通に履修させ

る領域と生徒の興味・関心等に応じて履修させる領域を設定する。 

高等学校においては，生徒の多様な能力・適性，興味・関心等に応じることができるよう，現行の

「家庭一般」のほかに新たな科目を設け，それらの中からすべての生徒に選択履修させるようにする。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校）（家庭） 

(ｱ) 「被服」の領域については，指導の効果を高める観点から，第５学年及び第６学年に 

分かれている被服の着方及び被服の手入れに関する内容の取扱いの程度と範囲を明確にし，学年間の

内容配分を改める。 

(ｲ) 「食物」の領域については，食品の栄養的な組合せを考えた望ましい食物のとり方を工夫させる

ことを重視するとともに，社会や家庭における食生活の変化に対応する観点から，調理で扱う食品

について一層弾力的に取り上げることができるよう内容を改善する。 

(ｳ) 「住居と家庭」の領域については，家族の生活と関連させながら住居の内容を取り扱うことを一

層明確にする観点から，領域名を「家族の生活と住居」に改める。また，日常の生活において一層

計画的な生活ができるようにする観点から，物の購入，選択，活用などに関する内容の充実を図る。 

（中学校）（技術・家庭） 

(ｱ) 情報化の進展や家庭の機能の変化等に対応するため，新たに「情報基礎」及び「家庭生活」の領

域を設けるとともに，現行の領域について基礎的・基本的な内容の指導の徹底を図る観点からその

構成を見直し，「木材加工」，「電気」，「金属加工」，「機械」，「栽培」，「情報基礎」，「家庭生活」，「食

物」，「被服」，「住居」及び「保育」の 11 領域で構成する。 



(ｲ) 「情報基礎」の領域については，コンピュータの操作を通して，コンピュータの役割と機能につ

いて理解させ，コンピュータを適切に利用する基礎的・基本的な能力を養うことができるよう，内

容を構成する。 

「家庭生活」の領域については，家族と家庭，生活と家庭の経済，家庭の仕事の計画と実践などの学

習を通して，自己の生活と家族の生活との関連を図る立場から家族及び家庭生活の在り方について

理解させるとともに，消費者としての自覚を育て，健全な家庭生活を目指して実践する態度を養う

ことができるよう，内容を構成する。 

(ｳ) 上記 (ｲ)のほかの各領域については，基礎的・基本的な内容の指導の徹底を図る観点から，内容

を精選・集約するとともに，時代の進展等に対応するよう内容を改善する。また，「木材加工」，「電

気」，「家庭生活」及び「食物」の４領域については，できるだけその他の領域の学習の基礎となる

ように配慮して内容を構成する。 

(ｴ) 履修の方法については，11 領域の中から７領域以上を履修させるようにする。その際，生徒を取

り巻く生活環境や家庭の機能の変化等に対応するため，「木材加工」，「電気」，「家庭生活」及び「食

物」の４領域については，すべての生徒に履修させるようにする。 

「木材加工」及び「家庭生活」の２領域については，技術・家庭科の基礎的・基本的な事項の定着を

図るため，第１学年で履修させるようにする。 

(ｵ) 第３学年における授業時数の弾力的運用については，教科の内容を一層定着させるため，既に履

修した領域の内容について補充や深化を行ったり，未修の領域を履修させるなどにより学習の充実

を図るようにする。 

(ｶ) 第２学年及び第３学年の選択教科としての「技術・家庭」においては，生徒の特性等に応じ，未

修の領域を履修させることのほか，既に履修した領域の内容を一層深める学習や地域的色彩の濃い

内容の学習など発展的，応用的な学習活動等が多様に展開できるようにする。 

 

 

２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 1 日（1992 年） 施行  より 

衣食住などに関する実践的な活動を通して，日常生活に必要な基礎的な知識と技能を習得させるとと

もに家庭生活についての理解を探め，家族の一員として家庭生活をよりよくしようとする実践的な態度

を育てる 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月１日（1993 年） 施行  より 

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を通して，家庭生活や社会生活と技術とのかかわりについて

理解を探め，進んで工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。 
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３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

＜小学校＞ 

家庭生活への関

心・意欲・態度 

衣食住などの仕事や家族の生活について関心をもち，家庭生活をよりよくするた

めに進んで実践しようとする。 

生活を創意工夫

する能力 

家庭生活について見直し，身近な生活の課題の解決を目指して創意工夫する。 

生活の技能 衣食住などに関する基礎的な技能を身に付けている。 

家庭生活につい

ての知識・理解 

衣食住などに関する基礎的な事項と家庭や家族の生活について理解している。 

 

＜中学校＞ 

生活や技術への

関心・意欲・態度 

生活や技術について関心をもち，生活を充実向上するために進んで実践しようと

する。 

生活を創意工夫

する能力 

生活について見直し，課題の解決を目指して工夫し創造する。 

生活の技能 生活に必要な基礎的な技術を身に付けている。 

生活や技術につ

いての知識・理解 

生活や技術に関する基礎的な事項や生活と技術とのかかわりについて理解し，知

識を身に付けている。 

 



 

 
- 307 -

 

教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された家庭，技術・家庭の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申）

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) 衣食住やものづくりなどに関する実践的・体験的な活動を通して，家族の人間関係や家庭の機能

を理解し，生活に必要な知識・技術の習得や生活を工夫し創造する能力を育成するとともに，生活

をよりよくしようとする意欲と実践的な態度を育成することをより一層重視する観点から，小学校

の家庭科，中学校の技術・家庭科及び高等学校の家庭科について，その領域構成や内容の改善を図

る。 

(ｲ) 男女共同参画社会の推進，少子高齢化等への対応を考慮し，家庭の在り方や家族の人間関係，子

育ての意義などの内容を一層充実する。また，情報化や科学技術の進展等に対応し，生活と技術と

のかかわり，情報手段の活用などの内容の充実を図る。 

(ｳ) 基礎的・基本的な知識・技術を確実に身に付けさせるため，実践的・体験的な学習を一層重視す

るとともに，環境に配慮して主体的に生活を営む能力を育てるため，自ら課題を見いだし解決を図

る問題解決的な学習の充実を図る。 

(ｴ) 家庭・地域社会との連携や生涯学習の視点を踏まえつつ，学校における学習と家庭や社会におけ

る実践との結び付きに留意して内容の改善を図る。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校（家庭）） 

家族との触れ合いや衣食住などに関する実践的な学習を通して，家庭生活に関心をもたせるととも

に，家庭生活に必要な基礎的技能を身に付けさせ，自分と家族とのかかわりを考え，家族の一員とし

て家庭生活をよりよくしようとする態度を育てることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 家族の生活と関連させながら衣食住の内容を扱うことを一層明確にし，現行では内容を「被服」，

「食物」及び「家族の生活と住居」の領域ごとに示していることを改め，自分と家庭生活，食事の

とり方と調理，衣服への関心と小物の製作，快適な住まい方，計画的な生活と買物，家庭生活の工

夫などに関する内容で構成し，各内容の関連を図るようにする。 

(ｲ) このうち，例えば，家庭生活の工夫に関する内容においては，家族や近隣の人々との生活の課題

について，(ｱ)で示した各内容での学習を生かして取り組むことができるよう，実践的・体験的な

学習を重視した内容とする。 

(ｳ) 地域や学校，児童の実態に応じて弾力的な指導が行われるようにするため，内容を２学年まとめ
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て示すこととする。また，現在，例えば，簡単なエプロンやカバー類の製作，じゃがいも料理など，

具体的に示している題材は，米飯など必要最小限のものに限って示すこととする。現在「被服」領

域で取り扱っている日常着の整理・整とんを「家族の生活と住居」領域で取り扱っている身の回り

の整理・整とんに統合し，快適な住まい方に関する内容で扱うようにする。 

(ｴ) 食生活に関する内容については，食品の栄養的な組合せや簡単な調理に重点を置いて指導するこ

ととし，細かな栄養素の種類と名称などについては中学校に移行する。衣生活に関する内容につい

ては，生活に役立つ小物の製作に重点を置いて指導することとし，ほころび直しなど日常生活にか

かわりの薄くなった内容を削除する。住生活に関する内容については，快適な住まい方で，保温，

換気，照明などから課題を選択して学習するなど，内容選択の幅を広げる。また，金銭の記録の仕

方など家庭や日常の生活で行った方が効果的な内容を削除する。 

（中学校（技術・家庭）） 

生活の自立を図る観点から，ものづくりやコンピュータの活用の基礎的技術の習得とともに，子ど

もが育つ環境としての家族・家庭の役割や栄養を考えた食生活に関する指導を重視して，次のような

改善を図る。 

(ｱ) 現行の「木材加工」，「電気」，「家庭生活」，「食物」など１１領域に細分化された構成を改め，生

活という視点に立って内容を総合化し，学習した知識・技術を実際の生活に一層生かすことができ

るよう，ものづくりやコンピュータの活用の基礎的技術にかかわる内容を中心とする「技術」と，

衣食住の生活や家族・家庭にかかわる内容を中心とする「家庭」の２領域に再編する。 

(ｲ) 「技術」及び「家庭」の各領域は，すべての生徒に共通に履修させる基礎的・基本的な内容と，

生徒の興味・関心等に応じて選択的に履修させる発展的な内容で構成することとし，基礎的・基本

的な内容及び発展的な内容に配当する授業時数及び履修学年は，各学校において適切に設定するこ

ととし，国の基準としては規定しないこととする。なお，教科の目標が実現できるよう，「技術」

及び「家庭」の各領域に配当する授業時数は，各学校が第１学年から第３学年までの３年間の中で

バランスを図るよう配慮することとする。 

(ｳ) 「技術」領域は，技術とものづくり，情報とコンピュータで構成し，木材や金属を主とした製作

品の設計・製作，工具や機器の使用方法と加工技術などものづくりの基礎的技術に関する内容と，

コンピュータの基本的な構成と操作，コンピュータの利用などコンピュータの活用の基礎的技術に

関する内容を，すべての生徒に共通に履修させることとする。また，エネルギー変換を利用した模

型等の設計・製作，作物の栽培計画と方法，プログラムと計測・制御などの内容については，生徒

の興味・関心等に応じて選択的に履修させることとする。 

(ｴ) 「家庭」領域は，生活の自立と衣食住，家族と家庭生活で構成し，栄養を重視した食生活，衣服

の選択と手入れ，室内環境の整備と住まい方など生活の自立に必要な基礎的・基本的な内容と，幼

児の発達と家族，家庭と家族関係，家庭生活と消費などに関する内容をすべての生徒に共通に履修

させることとする。また，食生活の課題と調理の応用，簡単な衣服の製作，幼児の生活と幼児との

触れ合いなどの内容については，生徒の興味・関心等に応じて選択的に履修させることとする。 

(ｵ) 現行の「電気」領域で取り扱っている電気機器の仕組みについては，ものづくりの基礎的技術に

関する内容で，製作品の製作に使用する機器の仕組みに限定して取り扱うこととし，現行の「機械」

領域で取り扱っている整備の目的に応じた分解と組立てについては，エネルギー変換を利用した模

型等の設計・製作の中で基礎的・基本的な内容に限定して扱うこととする。また，現行の「家庭生

活」領域で取り扱っている家庭の収入と支出は削除し，現行の「被服」領域で取り扱っている各種

の被服製作については，生徒の興味・関心等に応じて選択的に履修させることとし，簡単な衣服の



製作として基礎的・基本的な内容に限定して扱うこととする。 

(ｶ) 各学校が創意工夫を生かして教育課程を編成できるようにするとともに，地域や学校，生徒の実

態に応じて弾力的な指導が行われるようにするため，例えば，現行の「食物」領域における日常食

の調理について，魚や肉などの食品名と焼く・煮るなどの調理方法を具体的に示している扱いを改

め，扱う題材を大綱化して示すこととする。 

 

 

２ 家庭，技術・家庭の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，家庭生活への関心を高めるとともに日常生活に

必要な基礎的な知識と技能を身に付け，家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な態度を育て

る。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

生活に必要な基礎的な知識と技術の習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深め，進

んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。 

 

 

３ 家庭，技術・家庭の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕 

＜小学校＞ 

家庭生活への関

心・意欲・態度 

衣食住や家庭の生活について関心をもち，家庭生活をよりよくするた

めに進んで実践しようとする。 

生活を創意工夫

する能力 

家庭生活について見直し，身近な生活の課題を見付け，その解決を目

指して考え自分なりに工夫する。 

生活の技能 衣食住や家庭の生活に必要な基礎的な技能を身に付けている。 

家庭生活につい

ての知識・理解 

衣食住や家庭の生活に関する基礎的な事項について理解している。 
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＜中学校＞ 

生活や技術への

関心・意欲・態度 

生活や技術について関心をもち，生活を充実向上するために進んで実

践しようとする。 

生活を工夫し創

造する能力 

生活について見直し，課題を見付け，その解決を目指して自分なりに

工夫し創造する。 

生活の技能 生活に必要な基礎的な技能を身に付けている。 

生活や技術につ

いての知識・理解 

生活や技術に関する基礎的な事項や生活と技術とのかかわりについ

て理解し，知識を身に付けている。 

 




