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Ⅰ 1. 商品の安全　～安全の理解・危険の回避～

教材❶　健康食品（ダイエット食品）　

学校名：大阪府立阿倍野高等学校
教　科：家庭科
教諭名：中島　美保子

1モデル授業実施計画
1 ．本時の題材について

　生徒は小・中学校で食生活や栄養について学んでいるが、必ずしも健康で安全な食生活を営んでいるとは
言いがたい。また、食生活の変化等により、肥満や若年性糖尿病などの生活習慣病をもつ生徒、やせ願望の
ある生徒やフードファディズム※の考えにとらわれて適切な食べ方を理解していない生徒も多くみられる。
　本時の題材を通して、安全で健康的な食生活を送るために、正しい知識を身に付けるだけでなく、食に関
するメディアやマスコミなどの情報や内容を批判的に思考して適切に読み取り、自分で考えて選択する必要
があることに気づかせる。さらに、消費者問題が生じる背景や、守られるべき権利が侵されることが健康的
な食生活に影響を及ぼすことについても理解させる。
※「○○を食べれば痩せる」など科学的根拠のないことを過大に信用・評価すること。

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

• 安全に配慮した食生
活 に 関 心 を も ち、意
欲的に学習活動に取
り組んでいる。

• 食品の表示等に関心
を も ち、食 生 活 の 安
全について考えよう
としている。

• 食品をめぐる近年の
事例から食生活の安
全性について思考を
深めている。

• 安全に配慮した食生
活 の あ り 方 に つ い
て、課 題 を 解 決 す る
ための手段を考えて
いる。

• 安全性に配慮した食
生 活 に つ い て、主 体
的 に ま と め、発 表 し
ている。

・主体的に食生活を営む
ために必要な情報を
整理し、検討するこ
とができる。

・健康で安全な食生活に
ついての生活情報を
収集・整理すること
ができる。

• 食生活を取り巻く環
境が変化している現
状を理解している。

・現代の食生活や食品
の安全性についての
課 題 を 認 識 し、そ の
知識を身に付けてい
る。

・消費者市民として自
分だけでなく他者も
安全な食生活を送る
ことができるような
知識や視点を身に付
けている。
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教材❶　健康食品（ダイエット食品）　

学校名：大阪府立阿倍野高等学校
教　科：家庭科
教諭名：中島　美保子

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

導
入（
10
分
）

・本時のテーマと学習の
目標を知る。

・健康食品の広告プリン
トを見て、問題点がな
いか考える。

・授業プリント（Ｐ9）に気
になった理由を記入す
る。

・フードファディズムに
ついて理解し、授業プ
リント（Ｐ9）に記入する。

・健康食品の広告プリン
トを見て気になる点を
各自考えさせ、授業プ
リント（Ｐ9）に自分の考
えを記入させる。

・フードファディズムに
ついて理解させ、授業
プリント（Ｐ9）に記入さ
せる。

・食品をめぐる近年の事
例から食生活の安全性
について思考を深め、
安全に配慮した食生活
のあり方について考え
ている。〔思考・判断・
表現〕（授業プリント（Ｐ9））

・健康食品の
　広告プリント
・授業プリント（Ｐ9）

展
開
１（
5
分
）

・広告を見て、自分なら
購入するかしないかを
考える。

・購入する場合、しない
場合の理由を考える。

・授業プリント（Ｐ9）にま
とめさせる。

・措置命令・事
故情報のプリ
ント

・授業プリント（Ｐ9）

５．本時の展開

3．題材の指導計画
食生活を作る　( 全 10 時間 )※ 1単位時間は 50分
　第１・２時　　食生活の課題を考えよう（本時）　　　　
　第３・４時　　食事と栄養・食品
　第５・６時　　食生活の安全と衛生
　第７・８時　　これからの食生活
　第９・10 時　  調理の基本

4．本時の目標　　　
○食品をめぐる近年の事例から食生活の安全性について思考を深め、安全に配慮した食生活のあり方につ

いて考えさせる。 〔思考・判断・表現〕
○安全性に配慮した食生活のあり方について、課題を解決するための手段を考えさせる。〔思考・判断・表現〕
○フードファディズムにとらわれず、現代の食生活の課題や食品の安全性について認識し、その知識を身

に付けさせる。 〔知識・理解〕
○自分だけでなく、周囲も安全な食生活を送ることができるような知識や視点を身に付けさせる。
  〔知識・理解〕
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3具体的な展開（工夫した点、アレンジした点）
①最新の正確な情報を生徒に示すため、消費者庁のウェブサイトから措置命令や事故情報に関する資料を抜粋

した。事例として用いたものは、どの部分がなぜ問題なのかが具体的に書いてあるため、指導しやすかった。
また、生徒に身近な資料とするため、事故情報データバンクシステムからは、１０代から２０代の食に関す
る事故情報を抜粋し、まとめた。

②生徒にじっくり考えさせるために、検討の時間を十分にとった。また、どのようにまとめればよいかわから
ない生徒に対しては、メディアリテラシーやフードファディズムの観点から適宜アドバイスを行い、方向性
を示し、考えをまとめられるよう指導を行った。

③批判的な視点で広告を見ることが大切と考え、班でまとめる模造紙には、ⅰ）具体例を挙げて広告の問題点
を指摘する、ⅱ）どんな人がだまされやすいのか、 ⅲ）だまされないようにするにはどうすればよいか 、ⅳ）
もしだまされたらどこに相談すればよいか の４点を記載させた。

④発表した模造紙を一斉に展示し、他の班がどのような観点で考えをまとめ、何に注目しているか、また、ど
のようにアピールするとわかりやすいかを比較検討させた。

2生徒の様子

展
開
１

・班で広告と事故事例に
ついて話し合う。

・班で広告の問題点と、
なぜ被害にあうのか、
被害にあわないために
はどのような行動をと
ればよいかを討議す
る。

・意見交換することで、
自分の考えをまとめさ
せる。また、他者の考
えを理解させる。

・問題が起こったときの
対処法と相談窓口につ
いて、確認させる。

・安全性に配慮した食生
活のあり方について、
課題を解決するための
手段を考えている。〔思
考・判断・表現〕（授業
プリント（Ｐ9））

・消費生活相談
窓 口 のリーフ
レット

展
開
２（
60
分
）

・班で授業プリント（Ｐ9）

の内容を模造紙（Ｐ8）に
まとめる。

・わかりやすい発表方法
を検討する。

・ 模造紙（Ｐ8）に記入する
下記の４点を記載した
説明用シートを黒板に
貼る。

　ⅰ具体例を挙げて広告
の問題点を指摘する

　ⅱどんな人がだまされ
やすいのか

　ⅲだまされないように
するにはどうすれば
よいか

　ⅳもしだまされたらど
こに相談すればよい
か

・自分たちの考えを他者
にうまく伝える方法を
考え、工夫させる。

・安全性に配慮した食生
活についての考えをま
とめ、発表することが
できる。〔思考・判断・
表現〕（授業プリント（Ｐ9）・
発表内容・発表の態度）

・模造紙（Ｐ8）

・マジック
・消費生活相談

窓口のリーフ
レット

・説明用シート

展
開
３（
10
分
）

・班毎に発表する。発表
班以外の生徒は授業プ
リント（Ｐ9）に問題点を
メモする。

・授業プリント（Ｐ9）にメ
モを記入させ、広告や
情報の特徴を理解させ
る。

・模造紙（Ｐ8）

・授業プリント（Ｐ9）

展
開
４（
5
分
）

・さまざまな意見や考え
を聞き、感想をまとめ
る。

・安全で健康な食生活を
送ることができるよ
う、広告や情報に惑わ
されないためにはどう
すればよいかを考え
る。

・自分自身の判断を見つ
め、適切な意思決定や
消費行動のあり方につ
いて考えさせる。

・見えない情報や広告・
表示に惑わされてしま
う理由について考え、
消費者には批判的思
考、冷静な判断が必要
なことに気づかせる。

・フードファディズムに
とらわれず、現代の食
生活の課題や食品の安
全性について認識し、
その知識を身に付けて
いる。〔知識・理解〕

  （授業プリント（Ｐ9））

・授業プリント（Ｐ9）

ま
と
め（
10
分
）

・消費者市民としての行
動について考えられる
ようにする。

・本時の学習で「わかっ
たこと」を（授業プリン
ト（Ｐ9））に記入する。

・資料集に掲載している
健康食品マークを説明
する。

・自分だけでなく、周囲
も安全な食生活を送る
ことができるようにす
るには、どうすればよ
いか考えさせる。

・自分だけでなく周囲も
安全な食生活を送るこ
とができるような知識
や視点を身に付けてい
る。〔知識・理解〕（授業
プリント（Ｐ9））

・授業プリント（Ｐ9）

・教科書
・資料集
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6学習の成果と課題
①学習の成果
　生徒は、教師からの基本的なアドバイスをもとにして、自分たちの考えを深め、意見交換し、課題をま
とめた。食という身近な問題だけあって、生徒の興味・関心のもち方が新鮮で、班ごとに観点や模造紙に
記載するテーマ設定の仕方にも、こちらが感心させられるものがあった。さらに、自分のことだけでなく
「周囲（家族や友達）にも教えたい」「困ったときにはどこに連絡すればよいかわかった」など、消費者
市民としての行動に繋がる広がりを見ることができた。
　今回、食の安全という消費者問題を取り上げてみて、経済・消費生活の分野だけでなく、このような視
点があるのかと逆に生徒に教えられた感がある。再度食分野で取り上げたことで、生徒は１学期に学んだ
消費生活の内容をより理解し、思考を深めることができた。

生徒発表時の模造紙

生徒記入の授業プリント

授業プリント（P9）の記述より（感想・今日の授業でわかったこと・感じたこと）

4配付資料・教材等
・ 教科書「家庭基礎」（東京書籍）
・ 資料集「生活学Navi」（実教出版）
・ 措置命令のまとめのプリント
　（消費者庁　景品表示法関連報道発表資料2018年度
　  http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2018/ ）
・ 消費者庁「事故情報データバンクシステム」のまとめのプリント
　（事故情報データバンクシステム　http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/ ）
・ 「消費生活相談窓口」
　 （大阪府消費生活センター　http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/78/00000026/1805KeiyakuSoudan_Omo.pdf ）
・ 授業プリント（Ｐ9）

・ 説明用シート（黒板貼付用）

5評価のポイント
①広告から、フードファディズムを理解し、どの内容が問題でどの点に気を付けなければならないかについて
考えを深めて、自分の言葉でまとめている。

②消費者市民として、自分は何ができ、どのように行動すればよいかを理解している。
③自分たちの考えをまとめ、アピールポイントを押さえながらわかりやすく模造紙に書き込み、発表してい
る。

・食べるだけでやせるということはなく、いろいろ工夫することでやせる。バランスのよい食事と運動が健康
に欠かせないことだと改めてわかった。

・７～８割の人がネット購入であり、契約についてよく読んでいない。契約内容をよく見ず、主観だけで買っ
てしまい、だまされる。自分はその広告だけでなく、ＨＰなどを見て内容を確認して決め、他の人が買おう
としていたら、その広告に不適切なところがあることを説明する。

・自分はだまされないと思っているが、だまされる可能性はあると気づいた。広告の言葉をそのまま信じるの
はいけないと思った。これからは疑問に思ったら、調べてみるようにしたい。
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7 アンケート回答、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：１学年（40人））
　　　ⅰ）これまでに健康食品を購入したことがありますか。それはなぜですか。

大阪府消費生活センターよりひとこと 
　大阪府消費生活センターの消費生活相談窓口に寄せられる内容のうち、健康食品や化粧品の定期購入に関
する消費者トラブルは多数あります。メディアやマスコミなどの誇大広告や情報にとらわれず、批判的な視
点をもち冷静に判断する能力を養うことは、さまざまなトラブルに巻き込まれず適切な行動をとり、また周
囲の人にも影響を与えることができる消費者市民につながると考えます。

・班によって考えていることが違っているので、とてもよい勉強になった。
・自分ではこんな健康食品などを買わないと思っていても、もしかしたら引っかかってしまうかもしれないの
で、そういう時は自分以外の人が被害にあわないように、「188」に連絡して、どんどんこのようなものを
この世界から減らせたらいいと思った。

・普段は健康食品に触れる機会が多くないので、だまされたりする人がいるとは深く考えてなかったが、この
授業を通して危険性や予防策がよくわかった。健康食品を購入して健康被害にあってしまうと意味がないの
で、表示や効果をしっかり確認して買うことが大切だと感じた。

・健康食品以外にも、毎日買い物している商品の表示や成分をよく見るようにしようと思った。すぐに信じ
ず、疑うことが大切。

・商品には全ての情報が書かれていないなど、本当のこととは限らないので、気を付けようと思った。
・普段の買い物で共通する「買う前に少し考える」は、とても大切なことだと思った。
・どういう点に着目して、健康食品を買うべきかわかった。もし大人になって、買うときが来たら、本当に必
要なのかしっかり考えたい。

・健康食品の広告は、端から端まで見ようと感じた。フードファディズムを覚えておいて、被害にあったらす
ぐに相談しようと思った。

・だまされやすい年代は10～20代の若者であるとわかった。自分たちと同世代も含まれ、ＳＮＳなどでも似
たような広告が流れてくるので、他人事ではないと実感した。

・自分も「こんなに簡単にやせられるのか。すごい！」と魅力的に感じることがあったけど、しっかり説明を
読んで、危険がないかを確認しようと思った。

・姉がこの前、広告を見て「すごいな！」と言っていたので、今日学んだ話などをしてあげようと思った。

②課題
　　生徒の反応を見ていると、この教材を使用したことで、考えを深めさせることができたと実感した。
　　授業プリントに重複する項目があったため、何を記入すべきか生徒が戸惑う場面も見られた。また、発表
後に再度、班で討議する時間がとれなかった。他者の意見を共有し、さらに理解を深めるために、振り返り
の討議は必要だと考える。今後は授業プリントの質問内容を工夫するなど検討・精選し、時間配分を考慮し
たい。

　　授業の準備をするうえで、教材の指導ガイドに記載されている「こんな活用もできます」からヒントをも
らい大変参考になった。今後も指導ガイドにさまざまな活用方法を載せていただきたい。また、自分でも活
用方法を探り、食分野だけでなく、衣生活や住生活の分野でも消費者教育を実施したい。

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）
　この教材を活用することで、普段取り上げたくても、時間の関係で取り上げることができなかったフード
ファディズムやメディアリテラシーについて授業を実施することができた。生徒はこちらが想定していたこ
とよりも多くのことを、授業を通して学び、学習を深めることができた。さらに、こちらの狙いであった消
費者市民として何をすべきかを理解し、行動してくれると期待する。この教材を活用することは、生徒に
とっても、教師にとっても非常に有効であると考える。

　　　ⅱ）今後、健康食品を購入しようと思いますか。それはなぜですか。

　　　ⅲ）今後、健康食品を購入することがあれば、何に着目して購入しますか（複数回答可）。

価格や送料
健康食品に含まれる成分の効果
副作用
契約内容（特典や購入回数、返品条件など）
キャッチコピーや体験談
その他

28
24
20
20
13
2

着目する点 人　数

はい２人

いいえ
38人

「はい」の理由
　・飲みたかったから　　　　・信頼と効果が期待できた

「いいえ」の理由
　・あまり興味がないから　　・こわいから　
　・怪しいから　　　　　　　・自分には必要ない　など

はい２人

いいえ
38人

「はい」の理由
　・継続していきたいから

「いいえ」の理由
　・だまされるかもしれないから
　・購入する理由がないから

・自分で努力していきたいから
・無駄だから　など
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7 アンケート回答、生徒から出た意見や反応など
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