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１．はじめに

2017年に中学校学習指導要領が公示された。そ
こでは，高齢者の学習について“家庭生活は地域
との相互の関わりで成り立っていることが分かり，
高齢者など地域の人々と協働する必要があること
や介護など高齢者との関わり方について理解する
こと。家族関係をよりよくする方法及び高齢者な
ど地域の人々と関わり，協働する方法について考
え，工夫すること。”と記載された。また，二橋
（2019）は，これからの中学校家庭科の高齢者学
習は地域の高齢者と関わる活動などを通じて「多
様な高齢者を理解すること」「高齢者との協力・
協働する態度を涵養すること」を視点に行うべき
であると提案している。
中学校での授業実践が記載された全国中学校技

術・家庭科研究会の機関誌『理論と実践』には，
高齢者学習が中学校で始まった1999年から現在に
至るまで上記に関連する報告はされていなかった。
このように，これまでの中学校では高齢者学習の
実践が十分に行われ，その経験が蓄積されてきた
とは言えない。
また，中学校家庭科ではこれまで異世代との交

流としてＡ家族・家庭生活でふれあい体験学習を
行ってきた。松岡ら（2019）は，都道府県教育委
員会・政令指定都市教育委員会の中学校家庭科担
当指導主事を対象に乳幼児と直接関わる授業の実

施有無を尋ねた。その結果，ふれあい体験実習な
ど直接的な体験実施のために必要と考える項目は
「学校近隣（往来可能な距離）に保育施設（幼稚園・
保育所）があること」「相手側の保育施設（幼稚園・
保育所）や子育て支援センター等の理解が得られ
ること」「校長など管理職の理解・協力があるこ
と」などが挙げられた。新学習指導要領の全面実
施にあたって，これまでの中学校家庭科で行った
ことの少ない「高齢者との交流」をどのように導
入するか課題になるではないかと推察される。
以上のことから，本稿では「多様な高齢者の理
解」「高齢者との協力・協働」を視点として，高
齢者との直接的な交流を実践する。また，授業実
践のプロセスと授業時の生徒の様子について報告
する。

２．授業実践

（1）生徒の様子
八王子市立横山中学校（以下「本校」と記す）
は１年生に175名（男子85名，女子90名）在籍し
ている。本実践は，長期欠席や病欠などの事情が
ある生徒を除き170名（男子82名，女子88名）を
対象に行った。家庭分野は１年生で１単位，２年
生で１単位，３年生で0.5単位履修する。
生徒は明るく元気で活発な生徒が多い。また，
人なつっこく，愛嬌がある生徒が多い。授業には
前向きに積極的に取り組むことができる。自分の
考えを発表しようとする意志をもち，本校での教
育活動全般でその機会は増えてきている。
事前調査の結果では，生徒の70人（41.2％）は
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これまでに何かしらの教科や課外活動等で高齢者
学習を「経験している」と回答している。
また，平成27年国勢調査によると，我が国の３

世代で暮らしている人口は270万人であり，全人
口の12.4％に当たる。本校の生徒は25人（14.8％）
が“祖父母と同居”であり，全国平均よりもやや
高い割合である。

（2）授業の作成に当たって
1）授業の計画
単元目標は「自分の生活を支える地域社会には

多様な高齢者が生活していることを理解し，家族
や地域の一員として支えられる側から支える側に
なることが出来ることに気づき，高齢者など地域
の人々と協力・協働する態度を身につける」と設

定した。実施期間は2019年11月27日～ 12月17日
である。概要は次の通りである。
第１時の目標は「地域の中には様々な高齢者が
いることを理解する」「高齢者を支える地域の仕
組みを知る」である。そこで，高齢者と関わる職
業に従事している方（介護ヘルパー，デイサービ
ス職員，高齢者あんしん相談センター職員）を招
いて，高齢者を支える地域の仕組みと実情，高齢
者の身体的な特徴について講話を聞いた。ここで
は，職員の話を聞くことで，地域には多様な高齢
者が暮らしていることに気づく。また，講話を通
じて疑問に思ったことを，次時のお茶会で高齢者
に尋ねるため質問を考えた。
第２時の目標は「高齢者との会話を通して，自
分の疑問を聞いたり，考えることができる」であ

表１　授業の計画
学習
過程 時 ○学習内容　・学習活動 ◎学習指導要領解説に示された内容

◆主な手だて　☆配慮事項

生
活
の
課
題
発
見

１

○ゲストティーチャーの話を聞いて高齢者との関わり
を考える。

◎介護など高齢者との関わり方については，視力や聴力，筋力
の低下など中学生とは異なる高齢者の身体的な特徴が分かり，
それらを踏まえて関わる必要があることを理解できるように
する。

・ゲストティーチャー（高齢者福祉施設の方）を招き，
高齢者の生活を支える地域の仕組みと現状，高齢者
の身体的な特徴について話を聞く。

・ゲストティーチャーの話から，もっと調べてみたい
ことや高齢者に聞いてみたいことをワークシートに
まとめる。

・次時に実施するお茶会の計画を立てる。

◆ゲストティーチャーに，工夫している点や苦労していること
などを質問する時間をとり，話の内容を深め，問いを見付け
るきっかけとする。

２

○地域の高齢者を学校に招き，お茶会をする。 ◎高齢者など地域の人々にインタビューして家庭生活と地域と
の関わりについて調べたり，自分が地域の人々とともにでき
ることについて話し合ったりする活動などが考えられる。

・前回の授業から，心配になったことや疑問に感じた
こと，課題と感じたことを直接高齢者の方に聞く。

☆高齢者の方に話を聞く時間を十分確保する。

解
決
方
法
の
検
討
と
計
画

３

○高齢者をとりまく問題についてまとめる。 ◎高齢者など地域の人々と関わり協働する方法については，中
学生の身近な地域の生活の中から，主に高齢者など地域の
人々との関わりについての問題を見いだし，課題を設定でき
るようにする。

・ゲストティーチャーからの話と，高齢者とのお茶会
を通して，分かったことを付せんに書き出す。

・グループでKJ法を使い，同じような内容ごとに整
理する。

・整理した内容をキーワードでまとめる。
・キーワードを紙に書き黒板に掲示する。
・気になるキーワードを１つ選び，次回までに調べて
くる。

◆その他は作らないように分類させる。

４

○高齢者と協働できることについて考えよう。 ◎解決方法については，生徒が各自の生活経験について意見交
換などを通して，中学生の自分が地域の一員として，どのよ
うにすれば高齢者など地域の人々とよりよく関わり，協働す
ることができるかについて検討できるようにする。

・高齢者を招き，高齢者の方と一緒に地域で協働でき
ることについて話し合う。

・前時，調べてきたことをグループで発表する。
・グループで１つ課題を決め，解決策を考える。
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ープで課題を１つ決め解決策を考えさせた。以上
に記した授業の展開を表１に示す。
2）ボランティアコーディネーターとの連携
ボランティアコーディネーター（以下「BCN」

と記す）の主たる役割は，学校の要望により地域
の中で教育活動に協力できる人材を見つけ渉外を
行うことである。BCNはPTAのOBやOG，元
主任児童委員，元民生児童委員のように地域の人
材をよく知っている者が担う。彼らは八王子市内
小中学校の全校に各２～３名ずつ配置されており，
本校は３名在籍している。
授業を行うまでに筆者とBCNがどのように連
携したか以下に記す。まず，今回の授業では校長
に「地域の方や高齢者の方と一緒に考える授業ボ
ランティア募集」の文書作成を依頼した（写真１）。
そこには，授業の「目的」「日時」「当日の進行」「場
所」について記した。筆者は「高齢者と直接交流
する授業を行うために，地域の高齢者で来校可能
な者を募ってほしい」とBCNに要請した。BCN
は写真１の文書を基に地域の高齢者を勧誘した。

る。そこで，地域の高齢者を学校に招きお茶会を
実施した。高齢者は６人１組の班に１人配置した。
生徒は前時を受けて疑問に感じたことや課題に思
ったことを直接高齢者に聞いた。
第３時の目標は「今までの学習を通して，分か

ったことを整理分析して，高齢者に関する課題を
見つけることができる」である。そこで，それま
での学びを通じてわかった高齢者を取り巻く問題
についてKJ法を用いてまとめた。また，その中
で気になったキーワードを１つ選び，次時までに
調べてくるよう宿題を出した。
第４時の目標は「高齢者や地域の方と関わり協

働できることについて考えることができる」であ
る。そこで，地域の高齢者を学校に招き，地域を
より良くするためにどのようなことで協働できる
か第３時で出した宿題を基に考えた。その際，高
齢者は６人１組の班に１人配置した。また，グル

写真１　地域の方や高齢者の方と一緒に考える
授業ボランティア募集

写真２　地域の方や高齢者の方と一緒に考える
授業の実施要項
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４）教材の作成
単元目標を達成するために教材として授業プリ
ントを作成した。その際，生徒が地域の高齢者と
交流する前後で学びがどのように変容するか気付
けるよう，単元内容をＡ３判両面刷りに収めた。
生徒はプリントに「授業目標」「活動内容」「感想・
学んだこと」等を記入する（写真３）。

３．生徒の学びの様子

授業実践後，生徒の学びの深まりを「多様な高
齢者の理解」「高齢者との協力・協働」の観点か
ら検討した。ここでは，３人の生徒（以下，降順
にＡ・Ｂ・Ｃと表記する）が４時間の授業を通じ
てどのように学びを深めたのか，彼らの記述した
プリントを指標に検討する。なお，生徒の記述を
引用する場合は斜体で表記する。

（1）Ａの学び
第１時のまとめとして「ゲストティーチャーの
話を聞いて不思議に思ったこと，あれっと思った
ことを書こう」と問いかけた。それに対してＡは
「疑問に思っていることは特になかった。ただ今
は高齢者が増加しているから，町中で困っていそ
うだったら声をかけたり，手伝ったりしてあげる
ことが大切なんだなと思った」と記述した。この
記述からは，Ａはゲストティーチャーの話を受動
的に受け止めていることが伺える。また，自分の
できそうなことを書いているがその具体性は乏し
い。
第２時の高齢者とのお茶会を通して「がんなど

の病気になりやすくなるため，運動をすることや
食事ではよくかむことが大事だと分かった。（後

写真４　授業の様子（第４時）

その結果，地域の高齢者27人が授業に協力するこ
とになった。高齢者の年齢は70から84歳である。
また，BCNは班活動で使用する机や椅子の整

備や第２時のお茶会で生徒と地域の高齢者が一緒
に食べたみかんの買い出しなど，授業に必要な庶
務も行った。
3）地域の高齢者との連携
授業に参加する高齢者を対象に授業の実施要項

を配布した。そこには文書に加え，先に記した授
業計画について端的に記し，授業の目標や活動内
容，彼らが授業に参加することで生徒にどのよう
な学びをさせたいのかを共有した（写真２）。また，
第２時と第４時で同じクラスを違う高齢者が担当
することがあった。そこで，授業の直前に前回の
授業で生徒が何を考えたのか授業で使用したプリ
ントを指標に打ち合わせを行い共有した。

写真３　授業に使用したプリント
※個人情報保護の観点から，それに関連する箇所を
白塗りにしている。
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略）」と感想を記述した。ここから，高齢者が日
ごろ健康のために気を付けていることを聞いた様
子が伺える。
第３時でこれまでの学びを整理・分析する活動

を通じて，Ａは高齢者がなりやすい病気と原因に
ついて興味を持ち調査をした。第２時に高齢者と
話し合ったことで彼らの健康面に課題を持ってい
る様子が伺える。
第４時に，班では「高齢者が暮らしやすくする

ために，私たちは何ができるか」と課題を設定し
た。方策として，例えば，声掛けや道路をきれい
にする，コミュニケーションを取るなどが挙げら
れた。４時間の学びの最後に「これから高齢者の
方とどのように関わろうと思いましたか。また，
どのようなことで協働できるだろう」と教員は問
いかけた。それに対して，Ａは「高齢者にいきな
り声をかけたり手助けをしたりすることは意外に
困難であることが分かった。だから，登校中にす
れ違ったら挨拶をしたり，ごみ拾いやお祭りなど
地域の行事に参加し，高齢者と関わりを持つこと
が一番重要だと思った（後略）」と記述した。
以上の記述から，Ａは当初，他人事だった高齢

者の生活について高齢者の交流を通じて理解を深
め，地域の中で自分には何ができるか考えられる
ようになっている。また，その方策がより具体的
で生活の中で実践できるものになっている。

（2）Ｂの学び
第１時のまとめとしてＢは「高齢者の介護にも，

自宅に行って介護する場合と，迎えに行って外で
介護する場合があるということが分かった」と記
述した。ここからは，講話を受けて記憶に残った
知識を書いていると推察される。また，講話のメ
モは身体機能の低下について書いている。
第２時の高齢者とのお茶会を通して「地域の人

（子どもなど）に挨拶されると嬉しいと言ってい
たので，これからも高齢者の方に会ったら挨拶を
しようと思いました」と記述した。高齢者との会
話を通じて彼らとよりよく関わるために挨拶のよ
うな声掛けが大切だと気付き，実践の意欲が伺え

る。
第３時でこれまでの学びを整理・分析する活動
を通じて，高齢者がかかりやすい病気に着目して
いた。調べようとしたきっかけについて「どの班
も病気（機能の低下）に関するキーワードがある」
と記述しており，１時間目の講話の内容に興味を
持っている様子が伺える。
第４時では，「高齢者が暮らしやすくするため

には私たちには何ができるのか」を課題として設
定した。その方策として，「近所に住んでいる高
齢者を知る」「挨拶やアイコンタクトをはじめ関
わりを持っていくことが大切」「回覧板などを回
して，幅広い人が交流する機会を増やす」など地
域での暮らしや行事に着目した。また，「これか
ら高齢者の方とどのように関わろうと思いました
か。また，どのようなことで協働できるだろう」
という問いかけに対して，「話し合いで最初に『困
っている高齢者がいたら手伝う』という意見が出
たが，その後の話し合いで，いきなり関わりのな
い人を助けるのは難しいということが分かった。
なので，私は班で考えた解決策のように，あいさ
つや身近な人の関わり合いから始め，交流してい
きたいと思いました」と記述した。
Ｂは当初，身体機能に着目していた。授業が進
行するにつれて，挨拶をすることで高齢者と関わ
りを持とうとしたり，高齢者との関わりを増やす
ための方策について考えたり学びが広がっている
様子が伺える。

（3）Ｃの学び
第１時のまとめとしてＣは「安否だったり怪我

をしていないかを確かめるために民生委員が回っ
ているのに，出てこない人がいるのがよくわから
なかった，デイサービスがあることで介助者の負
担が減るのかが気になった」と記述した。ここか
らは，Ｃが介護・福祉事業に関心を持っている様
子が伺える。
第２時の高齢者とのお茶会を通して「今の高齢

者は生活に困っていることは少なく健康のために
噛み応えのあるものなどを食べていた。自分でや
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ろうとすると不便になると言っていたから，ほか
の人の力も借りたい」と記述した。この記述から
以下のことが分かる。まず，Ｃは，彼が関わった
高齢者は現在自分自身のできることを実践してお
り，健康に生活していることに気づいている。一
方で，ほかの人の支援が必要な部分もあることに
も気づいている。
第３時でこれまでの学びを整理・分析する活動

を通じて，Ｃは「高齢者がかかりやすい病気」に
ついて班で調査した。調べたことをまとめたプリ
ントには病名が記述されていた。
第４時の「これから高齢者の方とどのように関

わろうと思いましたか。また，どのようなことで
協働できるだろう」という問いかけに対して，「高
齢者は動けない人だけではなく，元気な人もいる
のだと思った。でも元気な人も元気でない人も関
係なく普通の人と同じように接したいと思った。
高齢者と協働するには自分にできることを探せば
いいと思った。（中略）地域の行事に参加して高
齢者との交流を深めることが大事だと思った。」
と記述した。ここからは，Ｃが高齢者の多様性に
気づいている点や，協働，つまり各々が得意とす
ることを合わせて生活の問題を解決するための方
策について慮っている様子が伺える。

４．まとめと今後の課題

本稿では「多様な高齢者の理解」「高齢者との
協力・協働」を視点として，高齢者との直接的な
交流を実践したプロセスと授業時の生徒の学びの
深まりについて報告した。
その結果，高齢者と直接交流する活動の実現は

本校のBCNが大きな役割を果たしていた。彼ら
の仕事は，ゲストティーチャーとの連絡調整や授
業（第２時のお茶会）時に使用したみかんの買い
出しまで多岐に渡った。先に記したように本校を
はじめ八王子市の全小中学校にはBCNが配置さ
れている。彼らがより多くの学校で配置されるこ
とで地域の人材を授業に取り組むことが出来ると
考える。そこで，今後BCNとの連携をさらに密
にして授業開発を行う。
また，授業プリントの生徒の記述から生徒は高
齢者との交流を通じて彼らの多様性に気づいてい
る様子が伺えた。また，授業の前半には高齢者の
生活についてどこか他人事であるかのような印象
を受ける記述が，授業を通じて自身の問題として
とらえ，自分が地域や高齢者に何ができるのかを
主体的に慮る様子が伺えた。
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