
指導ガイド Ｐ18,19
教材 Ｐ21～23
ワークシート 　　 （Ｐ7）ワーク
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学校名：大阪府立夕陽丘高等学校
教　科：家庭科
教諭名：寺川　理香

Ⅲ
教材❼　社会人の生活設計と社会保障制度
3. 生活の管理と契約②　～生活の設計・管理～

1 モデル授業実施計画
1 ．本時の題材について

　社会保障制度については、これまでに中学校の社会科などで学習してきたが、モデル授業実施前の生徒は、
社会保障制度についてほとんど関心がないという状況であった。しかし、いざ自らのライフスタイルと生活
設計を考えてみると、さまざまなリスクに出会う可能性があることに気づいた。そこで、「人生すごろく」
の製作をとおして、個人では備えることに限界があるリスクに対して、どのようなセーフティネットが使え
るのかなど、その対処法を理解させることにした。社会保障制度は幾世代にもわたる社会全体の支え合いの
制度であり、社会保険料の負担は消費者市民としての責任であることを本教材を活用して認識させる。また、
適切な意思決定に基づいて行動できるとともに、生涯を見通した生活における経済の管理や計画について考
えさせる。

２．題材の評価規準
関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技　　能 知識・理解

• 経済計画や家計管理
に関心を持ち、経済
生活の充実・向上を
めざして意欲的に取
り組んでいる。

• 積極的に「人生すご
ろく」の製作や調べ
学習に参加し、主体
的に学ぼうとしてい
る。

• 生活のリスクに対応
するため、あらかじ
め対策を講じておく
必要性を認識し、そ
の対処法を具体的に
考 え る こ と が で き
る。

• ライフイベントは想定
できることと、できな
いことがあるというこ
とを理解し、「人生すご
ろく」の製作をとおし
てライフイベントとし
て想定される項目につ
いて情報整理できる。

• 将 来 起こりうるリス
クに対してどのよう
な社会保障が使える
かを理解している。

• 社 会 保 障 は 社 会 全
体での支え合いであ
り、社 会 保 険 料 の負
担は国民の責任であ
ること、消 費 者 市 民
としての行動でもあ
ることを理 解してい
る。

• リスクの対応 策とし
ての三本 柱（公的保
障・企 業 保 障・私 的
保 障）が あることを
知り、そ の 中 の 社 会
保障の仕組みを理解
している。
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指導ガイド Ｐ18,19
教材 Ｐ21～23
ワークシート 　　 （Ｐ7）ワーク

7

学校名：大阪府立夕陽丘高等学校
教　科：家庭科
教諭名：寺川　理香

Ⅲ
教材❼　社会人の生活設計と社会保障制度
3. 生活の管理と契約②　～生活の設計・管理～ 3．題材の指導計画 

経済生活　　消費者の権利と責任　( 全５時間 ) ※ 1単位時間は 45分
第１時　　「人生すごろく」製作準備
第２時　　「人生すごろく」製作
第３時　　リスクへの備え　社会保障について
第４時　　リスクへの備え　グループワーク
第５時　　リスクへの備え　発表・まとめ（本時）

４．本時の目標　　　
○班ごとに調べ、まとめた社会保障についての内容をわかりやすく発表し、また他の班の発表を聞き、

社会保障制度について理解を深めさせる。 〔思考・判断・表現〕〔知識・理解〕
○社会保障の仕組みを理解し、リスク発生時の対処法についてまとめさせる。 〔思考・判断・表現〕
○社会保障制度の概要と、特にリスクへの備えとしてどのようなときに保障を受けられるのかを理解

するとともに、この制度が幾世代にもわたる社会全体での支え合いであり、社会保険料を負担する
ことは消費者市民としての行動であることを認識させる。 〔知識・理解〕

５．本時の展開

時間 生徒の学習活動 指導上の留意点（指導者）〔評価規準〕・（評価方法） 教材・教具

導
入（
5
分
）

・本時の課題を確認す
る。

・これまでの授業を振り
返り、リスクに備え
て社会保険料の負担
があることを再認識
させる。

・各班の発表時間は３分
間であること、発表
者は前に出て、発表
することを伝える。

・各班の発表を聞いて、
学習したことを授業
プリント（表面）（Ｐ25）に
記入するように伝え
る。

・模造紙（Ｐ24）

・授業プリント
  （表面）（Ｐ25）

・カラーペン

展
開（
30
分
）

・前時に班ごとに調べた
社会保障の内容を発
表する。

　（公的医療保険・公的
年金・公的介護保険・
労働者災害補償保険・
雇用保険）

・生徒が授業プリント
（表面）（Ｐ25）に記入して
いる時間に、発表の
よかった点や、補足
コメントを付け加え、
各保障が重要な役割
を果たしていること
を認識させる。

・班ごとに調べまとめた
社会保障についての
内容をわかりやすく
発表している。〔思考・
判断・表現〕

  （模造紙（Ｐ24））
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2生徒の様子

3具体的な展開（工夫した点、アレンジした点）
①現時点での生徒の生活になじみのない社会保障制度を「自分のこと」として認識させるために、以下のよ
うな段階を踏んだ。

　第１時・第２時：「人生すごろく」製作
今後、予想されるライフイベントを書き出す作業をした。その際に、起きてほしいことだけでなく、
起きてほしくないことも考えるようにアドバイスし、社会保障制度の授業につなげた。自分の書
き出したライフイベントを持ち寄って班で１つの「人生すごろく」を製作する際には、市販の「人
生ゲーム」を例に置き、イメージをもちやすくした。

　第３時：「リスクへの備え」
公益財団法人生命保険文化センターの「【君とみらいとライフプラン】」より、デジタル教材（パワー
ポイント）「生活設計とリスクへの備え」を使用し、同教材のワークシートに記入しながら、社会
保障についての理解を深め、その後、自分たちが製作した「人生すごろく」のライフイベントの
中からリスクを取り上げ、より詳しく調べる作業につなげた。

②調べることが重複しないように５種類の社会保障のうち、３つについてはさらに２つに分け、各班が調べ
る内容として８つにし、スマートフォンなどを使用して調べさせた（生徒記入の授業プリント（表面）（Ｐ25）

参照）。

③発表形態は、生徒がまとめた模造紙を撮影し、プロジェクターで教室前面のホワイトボードに映し出し、
生徒全員によく見えるようにした。マイクを使用することで、プレゼンを体験させることができ、聞き慣
れない用語も後ろの席までよく聞こえるよう配慮した。

展
開

・ 各班の発表を聞いて、
学習したことを授業プ
リント（表面）（Ｐ25）に記
入する。

・社会保障制度の仕組
みを理解し、リスク
時の対処法について
まとめている。〔思考・
判断・表現〕

  （模造紙（Ｐ24））
・他の班の発表をよく

聞き、社会保障制度
について理解を深め
ようとしている。〔知
識・理解〕

・社会保障制度につい
てどのようなときに
保障が受けられるの
かを理解するととも
に、この制度が幾世
代にもわたる社会全
体での支え合いであ
り、社会保険料を負
担することは消費者
市民としての行動で
あることを認識して
いる。〔知識・理解〕

  （授業プリント（裏面）
（Ｐ26））

ま
と
め（
10
分
）

・パワーポイントの説明
を聞き、授業プリント

（裏面）（Ｐ26）に記入す
る。

・アンケートに記 入す
る。

・生徒になじみのない社
会保障制度に関する
用語を理解しやすいよ
うにパワーポイントを
用いて、認識させる。

・社会保障制度は社会
全体の支え合いの制
度であり、社会保険料
を負担することは消費
者市民としての行動だ
ということを理解させ
る。

・授業プリント
  （裏面）（Ｐ26）

・パワーポイント（Ｐ24）

・アンケート
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2生徒の様子

3具体的な展開（工夫した点、アレンジした点）
①現時点での生徒の生活になじみのない社会保障制度を「自分のこと」として認識させるために、以下のよ
うな段階を踏んだ。

　第１時・第２時：「人生すごろく」製作
今後、予想されるライフイベントを書き出す作業をした。その際に、起きてほしいことだけでなく、
起きてほしくないことも考えるようにアドバイスし、社会保障制度の授業につなげた。自分の書
き出したライフイベントを持ち寄って班で１つの「人生すごろく」を製作する際には、市販の「人
生ゲーム」を例に置き、イメージをもちやすくした。

　第３時：「リスクへの備え」
公益財団法人生命保険文化センターの「【君とみらいとライフプラン】」より、デジタル教材（パワー
ポイント）「生活設計とリスクへの備え」を使用し、同教材のワークシートに記入しながら、社会
保障についての理解を深め、その後、自分たちが製作した「人生すごろく」のライフイベントの
中からリスクを取り上げ、より詳しく調べる作業につなげた。

②調べることが重複しないように５種類の社会保障のうち、３つについてはさらに２つに分け、各班が調べ
る内容として８つにし、スマートフォンなどを使用して調べさせた（生徒記入の授業プリント（表面）（Ｐ25）

参照）。

③発表形態は、生徒がまとめた模造紙を撮影し、プロジェクターで教室前面のホワイトボードに映し出し、
生徒全員によく見えるようにした。マイクを使用することで、プレゼンを体験させることができ、聞き慣
れない用語も後ろの席までよく聞こえるよう配慮した。

保険の種類 各班が調べる内容

公的医療保険

公的医療保険とは
種類

高額医療制度
医療費控除による還付金

公的年金

公的年金制度の必要性
公的年金の仕組み

公的年金保険料
公的年金支給金額

公的介護保険

条件・保険料の金額
利用のための手続き

要支援、要介護とは
自己負担額など

労働者災害補償保険 労災保険とは

雇用保険 雇用保険とは
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4配付資料・教材等
・授業プリント（Ｐ25、26）（ワークシートをもとに作成）
・パワーポイント

6学習の成果と課題
①学習の成果
・「人生すごろく」を製作することで、これからの人生は長く、なかなか思いどおりにいかないものだと実感
することができた。リスクを伴うライフイベントに遭遇した際には、皆一様に悲嘆に暮れる。リスクを排
除するには、決まってかなりのお金を払わなければならないことも共通している。このことにより、リス
クを軽減させるにはお金を伴うということが理解できた。

・本時の授業で、社会保障制度をどのようなときに活用できるのか、保障を受けるにはどのようにすればよ
いのかなどを学習することで、自分では解決できないリスクに将来出会っても、社会保障制度（セーフティ
ネット）があることを理解することができた。また、それは社会全体の支え合い、助け合いで成り立って
いるとともに、国民としての責任であることをこの授業で理解できた。今後、生徒たちが歩んでいく人生
の端々で思い出してもらえることを期待する。

・社会保険料を負担することは、消費者市民として私たちの責任であることも理解することができた。
授業プリントの記述より
・公的医療保険・・加入者やその家族に医療が必要になったとき、医療費の一部を負担する制度だという

ことがわかった。日本のすべての人が加入する「国民皆保険」であるということを知っ
て驚いた。
国民健康保険の保険料は月額約 15,250 円。

・公的年金・・・・・世代を越えて支え合っている、イラストを使った説明でわかりやすかった。
・公的介護保険・・・社会全体で介護が必要な人を支え合う制度。手続きなどをわかりやすく説明してすご
いなと思った。

5評価のポイント
①調べた社会保障についての理解を深め、班で作業を分担し、リスク発生時の対処法について全員で協力し
てまとめることができている。

②発表に際しては、調べた内容をわかりやすく時間内で伝えることができるとともに、消費者市民としての
行動を認識できている。

●① ●② ●③

●④ ●⑤

生徒発表時の模造紙

生徒記入の授業プリント

表

　面
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4配付資料・教材等
・授業プリント（Ｐ25、26）（ワークシートをもとに作成）
・パワーポイント

6学習の成果と課題
①学習の成果
・「人生すごろく」を製作することで、これからの人生は長く、なかなか思いどおりにいかないものだと実感
することができた。リスクを伴うライフイベントに遭遇した際には、皆一様に悲嘆に暮れる。リスクを排
除するには、決まってかなりのお金を払わなければならないことも共通している。このことにより、リス
クを軽減させるにはお金を伴うということが理解できた。

・本時の授業で、社会保障制度をどのようなときに活用できるのか、保障を受けるにはどのようにすればよ
いのかなどを学習することで、自分では解決できないリスクに将来出会っても、社会保障制度（セーフティ
ネット）があることを理解することができた。また、それは社会全体の支え合い、助け合いで成り立って
いるとともに、国民としての責任であることをこの授業で理解できた。今後、生徒たちが歩んでいく人生
の端々で思い出してもらえることを期待する。

・社会保険料を負担することは、消費者市民として私たちの責任であることも理解することができた。
授業プリントの記述より
・公的医療保険・・加入者やその家族に医療が必要になったとき、医療費の一部を負担する制度だという

ことがわかった。日本のすべての人が加入する「国民皆保険」であるということを知っ
て驚いた。
国民健康保険の保険料は月額約 15,250 円。

・公的年金・・・・・世代を越えて支え合っている、イラストを使った説明でわかりやすかった。
・公的介護保険・・・社会全体で介護が必要な人を支え合う制度。手続きなどをわかりやすく説明してすご
いなと思った。

5評価のポイント
①調べた社会保障についての理解を深め、班で作業を分担し、リスク発生時の対処法について全員で協力し
てまとめることができている。

②発表に際しては、調べた内容をわかりやすく時間内で伝えることができるとともに、消費者市民としての
行動を認識できている。

●① ●② ●③

●④ ●⑤

生徒発表時の模造紙

生徒記入の授業プリント

表

　面
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7 アンケートの回答、生徒から出た意見や反応など
◆アンケートのおもな質問と回答（対象者：2学年（40人））
　ⅰ）授業を受ける前から知っていた（または名称を聞いたことがある）社会保障制度はありま

すか（複数回答可）。

②課題（改善点など）
　内容が広範囲にわたり、時間が足りず、生徒は少し忙しい思いをしたように感じる。もう少し余裕をもっ
た時間配分にすることが望ましいが、限られた時間の中では難しいのが現状であり、今後の課題である。また、
社会保障制度については、社会科等の他教科と情報共有しながら進めていくことが必要と考える。
　本校は留学生が多く、今年度はアメリカとフィンランドの生徒が在籍しているので、留学生に自国の社会
保障制度についても発表してもらう時間を取ればよかったと思う。

8 本教材を活用した授業を終えて（活用してよかった点、生徒の様子など）
　生徒にとって社会保障制度についての授業は、将来の自分について考えるよいきっかけとなった。医療機
関で受診する時にもっていく保険証がどういうものなのか、言葉ではよく聞く年金とはどのようなものなの
か、それらの内容について大筋は理解できたと思われる。社会保障とは現在・未来において必ず自分たちに
密接に関係することで、生活するということは常に誰かに支えられたり、支えたりの普遍的な繰り返しによ
り継続できるものであるということ、そして自分もそこに参画している消費者市民の１人であることを特に
理解させるよう授業案を検討した。生徒たちには、社会保障は国民としての権利であり、義務でもあること
を忘れず、未来に対して何事にも臆さず挑戦し、道を切り拓いていってほしいと願う。

大阪府消費生活センターよりひとこと 
　社会人が経済生活を営むうえで、人生の生活設計を考え計画的に行動するためには、社会保障制度の理解と、
リスクが発生したときの対処法を想定しておくことが必要です。またその制度を持続的に維持するため社会
保険料を負担することも消費者市民としての行動です。高校において社会保障制度の知識を習得することは、
生徒が社会にでてから、思わぬリスクに直面しても適切な行動をとるための意義のある消費者教育と考えて
います。

裏

　面

19a. 公的医療保険

25b. 公的年金

9c．公的介護保険

13d. 労働者災害補償保険

20e. 雇用保険

0 5 10 15 20 25 30

（人）

0 10 20 30 40

（人）

ａ．公的医療保険

ｂ．公的年金

ｃ．公的介護保険

ｄ．労働者災害補償保険

ｅ．雇用保険

無回答 3%
全くわからなかった0％

あまり
わからなかった

2％

ある程度
わかった

40％

よく
わかった

55％

よくわかった ある程度わかった 全くわからなかった 無回答あまりわからなかった

ⅲ）社会保険料を負担することの重要性について理解できましたか

ⅱ）各保障の概要について理解できましたか
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7 アンケートの回答、生徒から出た意見や反応など
◆アンケートのおもな質問と回答（対象者：2学年（40人））
　ⅰ）授業を受ける前から知っていた（または名称を聞いたことがある）社会保障制度はありま

すか（複数回答可）。

②課題（改善点など）
　内容が広範囲にわたり、時間が足りず、生徒は少し忙しい思いをしたように感じる。もう少し余裕をもっ
た時間配分にすることが望ましいが、限られた時間の中では難しいのが現状であり、今後の課題である。また、
社会保障制度については、社会科等の他教科と情報共有しながら進めていくことが必要と考える。
　本校は留学生が多く、今年度はアメリカとフィンランドの生徒が在籍しているので、留学生に自国の社会
保障制度についても発表してもらう時間を取ればよかったと思う。

8 本教材を活用した授業を終えて（活用してよかった点、生徒の様子など）
　生徒にとって社会保障制度についての授業は、将来の自分について考えるよいきっかけとなった。医療機
関で受診する時にもっていく保険証がどういうものなのか、言葉ではよく聞く年金とはどのようなものなの
か、それらの内容について大筋は理解できたと思われる。社会保障とは現在・未来において必ず自分たちに
密接に関係することで、生活するということは常に誰かに支えられたり、支えたりの普遍的な繰り返しによ
り継続できるものであるということ、そして自分もそこに参画している消費者市民の１人であることを特に
理解させるよう授業案を検討した。生徒たちには、社会保障は国民としての権利であり、義務でもあること
を忘れず、未来に対して何事にも臆さず挑戦し、道を切り拓いていってほしいと願う。

大阪府消費生活センターよりひとこと 
　社会人が経済生活を営むうえで、人生の生活設計を考え計画的に行動するためには、社会保障制度の理解と、
リスクが発生したときの対処法を想定しておくことが必要です。またその制度を持続的に維持するため社会
保険料を負担することも消費者市民としての行動です。高校において社会保障制度の知識を習得することは、
生徒が社会にでてから、思わぬリスクに直面しても適切な行動をとるための意義のある消費者教育と考えて
います。
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ⅲ）社会保険料を負担することの重要性について理解できましたか

ⅱ）各保障の概要について理解できましたか
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