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１．研究の目的

日本家庭科教育学会特別研究委員会「家庭科未
来プロジェクト」では，2016年度に全国の社会人
対象と高校生対象の２つの調査を行い，その成果
を学会，例会で発表してきた。本稿はそれらの全
容を本学会誌で３回に分けて報告するシリーズの
第２報である。
ここでは，前報「高等学校家庭科男女必修の成

果と課題を探る社会人調査（数量的データ分析）」
に続けて，自由記述の内容から，高等学校家庭科
男女必修（以下，男女必修家庭科）の成果と課題
を明らかにすることを目的とした。

２．研究方法

自由記述分析は，シリーズ１で報告した数量的
データ分析（藤田他，2018）と同様の調査枠組み
に基づいて行った。

（1）　分析対象者及び分類枠組み
自由記述分析は，質問紙調査に回答した1,266

人のうち，性別と年齢，男女必修家庭科履修の有
無について回答している972人を対象とした。こ
れらの対象者を，男女必修家庭科履修の有無と性
別の視点から，【男女必修世代】男性（196人），
女性（187人），【女子のみ必修世代】男性（321人 )，
女性（268人）の４グループに分けた。なお，【女
子のみ必修世代】男性は高校時代に家庭科を履修

していないが，【女子のみ必修世代】女性や【男
女必修世代】男女との違いを考察するために，回
答された記述内容は除外せず，分析対象として用
いた。

（2）　調査内容及び分析方法
本報では，調査票に記述された自由記述の内容
を，家庭科について『学んでよかったこと』『学
びたかったこと』『その他』の３つに分けて分析
した。さらに，『学んでよかったこと』『学びたか
ったこと』の記述内容は，学習内容（食生活，衣
生活など）とそれ以外（理由や回数・時間数など）
に分類した。その際，記述文に，複数の分類に該
当する記述が確認された場合は，それぞれの分類
に含めて集計した。これらの記述は，（1）で述べ
た世代と性別による４グループに分けた上で，記
述内容の特徴や違いを考察した。
なお，以下の文章や図表で示した個々の内容を
記述した人の割合（％）は，自由記述に回答した
人を分母とした値である。

３．結果及び考察

（1）　自由記述を記入した人の割合
分析対象とした972人のうち自由記述を記入し
た人は350人（36.0％）であった。自由記述回答
率は，世代間で比較すると，【男女必修世代】の
方が【女子のみ必修世代】よりも１割程度高かっ
た。また，両世代共に男女間で比較すると，女性
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の方が男性よりも１割高かった。以上の回答率の
差から，【女子のみ必修世代】より【男女必修世代】，
男性より女性の方が，家庭科への関心が高いこと
が示唆された。
さらに男女必修家庭科履修の有無と性別による

４グループ別に記述割合を算出した（表１）。記
述内容のうち『学んでよかったこと』は，【女子
のみ必修世代】男性が３割であったが，その他の
３グループでは５割程度が記述していた。『学び
たかったこと』はどのグループも３割程度の記述
割合であった。『その他』の記述については，【男
女必修世代】女性と【女子のみ必修世代】男性が
５割を超える記述割合を示していた。

（2）　『学んでよかったこと』
1）　学習内容
『学んでよかったこと』として記述された学習
内容を５分野（家族・家庭生活，衣生活，食生活，
住生活，消費生活・環境）に分類すると，４グル
ープとも衣生活，食生活についての記述割合が高
かった（図１）。
具体的な記述内容を確認すると（表２），「家族・

家庭生活」では，両世代で共通して男性より女性

表１　自由記述の回答者数と記述者数

分析対象者 男女必修世代 女子のみ必修世代
男性

n=196
女性

n=187
男性

n=321
女性

n=268
自由記述回答者数

（％）
72

（36.7）
86

（46.0）
90

（28.0）
102

（38.1）

記
述
者
数
（
％
）

『学んで
よかったこと』

36
（50.0）

40
（46.5）

27
（30.0）

53
（52.0）

『学びたかった
こと』

24
（33.3）

30
（34.9）

29
（32.2）

31
（30.4）

『その他』 32
（44.4）

48
（55.8）

50
（55.6）

44
（43.1）

の方が多く記述しており，保育園実習や保育体
験・妊婦体験について記述していたのは女性だけ
であった。「衣生活」では，４グループの全てで
衣生活の基礎や裁縫・製作の基礎を学んでよかっ
たとする記述が多かった。中でも【女子のみ必修
世代】男性は，記述の半数がボタン付けなど裁縫
の基礎を学んでよかったと回答していた。この結
果から，【女子のみ必修世代】男性は，高校時代
に家庭科を履修していないことを踏まえれば，小
学校の学習内容が充実していたことが伺える。「食
生活」に関しては，全グループに「食生活の基礎」
「調理の基礎技能」「調理実習」の記述があった。
加えて，【女子のみ必修世代】女性は，栄養や食
品の科学的な反応，煮込み方や焼き方，郷土料理
の作り方など，より専門的な内容について学んで
よかったと記述していた。「住生活」「消費生活・
環境」については，両世代の男女共に記述割合が
10％以下と少なかった。
2）　学習内容以外
次に，『学んでよかったこと』について，学習
内容以外の記述内容を概観し，共通して記述され
ていた内容を基に，「知識」「技能」「考え方や価値
観」に整理した結果，【男女必修世代】男性の記
述割合が他の３グループよりも高かった（図２）。
「知識」「技能」に分類した記述内容の多くは，
前述した学習内容の記述内容と重なることから，
「考え方や価値観」に注目し４グループ間で比較
した（図３）。その結果，【男女必修世代】男女は，
「自分の生活を見つめ直す機会」「多角的に物事を
捉えることの大切さ」「今をよりよく生きる」など，
生活への見方を捉えなおす記述が見られた。この
結果から，家庭科を学んだ時間が，生活に必要な
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図２　『学んでよかったこと』学習内容以外
別記述割合図１　『学んでよかったこと』学習内容別記述割合
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表２　『学んでよかったこと』学習内容別記述内容
男女必修世代 女子のみ必修世代

男性 女性 男性 女性

家
族
・
家
庭
生
活

＜家族・家庭生活＞計２
○家族や家庭生活，子どもな
どについての理解(1)○家庭
における男女の役割(1)
＜生活設計＞計１
○将来のライフプラン(1)

＜家族・家庭生活＞計１
○親の気持ちや気持ちの受け止め方
(1)
＜保育・育児＞計２
○幼児の発達(1)○テレビタレントの
出産シーン(1)
＜保育園実習・保育体験・妊婦体験＞
計３　○保育園実習(1)○赤ちゃん人
形での保育・育児体験(1)○妊婦体験(1)
＜生活設計＞計１
○今後の将来について(1)

記述なし

＜家族・家庭生活＞計３
○マナーや規律(1)
○礼儀作法（和室の入り方や座布団の
出し方など）(1)○家族とのかかわり(1)
＜妊娠・出産・子育て＞計２
○子育てについては，赤ちゃんのオム
ツの替え方(1)○生理・排卵のメカニ
ズム，妊娠可能な時期，基礎体温など

衣
生
活

＜衣の知識・技能＞計２
○衣生活の知識や技能(2)
＜裁縫・基礎技能＞計11
○裁縫等の基本的な技術６
○裁縫などの家事に関する知
識・技術５
＜ボタン付け＞計１
○ボタン付けなどの基本的な
こと(1)
＜アイロンかけ＞計３
○アイロンがけ(3)

＜衣の知識・技能＞計１
○衣生活の技能と知識の習得(1)
＜裁縫・製作・基礎技能＞計23
○裁縫など実践的なもの(8)○裁縫(7)
○裁縫などの実習(2)○基本的な裁縫
の技術（ボタンつけ，縫い方，ミシン
等）が身についた(3)○自分の手で「ぬ
いぐるみ」などを作ったこと(1)○作
品を作る授業(2)
＜洗濯＞計１
○基本的な裁縫の仕方や洗濯に関する
知識(1)

＜衣の基礎＞計１
○衣生活の最低限度のこと
(1)
＜裁縫・基礎技能＞計８
○裁縫(7)○裁縫の基礎を習
得(1)
＜ボタン付け＞計10
○ボタン付けなどの裁縫の技
能(8)○ボタンつけが自分で
できる(1)○裁縫の基礎(2)
＜アイロンかけ＞計１
○アイロンがけやボタン付け
(1)

＜衣の基礎＞計１
○衣生活の基本的な考え方，実践法(1)
＜裁縫・ミシン・基礎技能＞計25
○裁縫(16)○裁縫などの基本的な知識
や技術(5)○中２のパジャマ作り，中
３のワンピース作り，高１のベストと
スカート作り(1)○エプロンをデザイ
ンや生地選びから各自でやり，世界に
一つのエプロンを作ったこと(2)○ボ
タン・スナップの付け方(1)
＜洗濯・洗剤＞計３
○掃除の仕方，洗剤等の知識(1)○洗
濯の基本を学べたこと(1)○洗濯石鹸
や衣類の成分(1)

食
生
活

＜食の基礎・食生活・文化＞
計６
○食生活の知識や技能(3)○
日本の食事などの「文化」(1)
○調理の知識や栄養バランス
の重要性(1)　他１
＜調理・料理・基礎技能＞
計12　○調理の技術(9)　○
料理の基本的な技術(2)他(1)
＜調理実習＞計２
○調理実習(2)

＜食の基礎＞計４
○食生活の技能と知識(1)○栄養につ
いての学習(1)○食べ物の三大栄養素
(1)　他(1)
＜調理・料理・基礎技能＞計７
○基本的な調理の技術（段取りの仕方
など）(1)○調理(1)○料理(5)＜調理実
習・料理実習＞計12
○調理実習(10)○料理実習(1)
○調理実習（マーボー豆腐，肉じゃが）
(1)

＜食の基礎＞計１
○食生活の最低限度のこと
(1)
＜調理・基礎技能＞計７
○調理の基礎知識(5)○小学
校で学んだ調理の技能(1)○
簡単な調理体験（小学校家庭
科授業）(1)
＜調理実習＞計２
○調理実習(2)

＜食の基礎・食生活＞計１
○食生活の基本的な考え方，実践法(1)
＜栄養・着色料・食品＞計４
○栄養バランスによい食事作り(1)○
食品の栄養素(1)○食品の科学的な反
応(1)○着色料の授業(1)
＜調理・料理・基礎技能＞計20
○料理の基本的な知識や技術(8)○料
理(8)○調理の基礎，ほうれん草の土
の落とし方など(1)○野菜の切り方や
煮込み方，焼き方など(1)　他(2)
＜調理実習＞計11　○調理実習(11)
＜郷土料理＞計２　○郷土の料理の作
り方(1)○調理実習で郷土料理（のっ
ぺ）(1)

住
生
活

＜住の知識や技能＞計２
○住生活の知識や技能(2)
＜フィールドワーク＞計１
○学校周辺の環境について取
材・調査・プレゼンした(1)

＜住の知識や技能＞計１
○住生活の技能と知識の習得(1)
＜地域活動＞計１
○地域活動の活動内容(1)

＜住の基礎＞計１
○住生活の最低限度のこと
(1)
＜住居の知識＞計１
○住居の知識(1)

＜住の基礎＞計１
○住生活の基本的な考え方，実践法(1)
＜住居の間取り，家族の生活＞計１
○自宅の間取りについて家族とのかか
わりを考察(1)

消
費
生
活・環
境

＜生活費の管理＞計１
○生活費の使い方，家計簿の
つけ方，節約法(1)

＜買い物の実践＞計１
○学習をきっかけにして家庭の調理や
買い物を自分で行う(1)
＜消費生活＞計１　○悪徳商法など
(1)
＜その他＞計１　○家庭経済(1)

記述なし

＜地域の人々の家計簿診断＞計１
○子供のいる大家族と高齢者夫婦の二
人暮らし・一人暮らしを比較(1)

○：記述概要（件数）

５件
○自分自身ができないこと，知らないことに気づくことができた。順を追っていく，
積み重ねていく教科とは異なる要素が多く，いつも新しい何かを得ることが多
かった。
○高校当時，授業を受けて自分の生活を見つめ直す機会になりました。
○生活で役立つ技能を学べたこと，生活することの楽しさを学べたことは，とても
よかったと思っている。
○フィールドワークで学校周辺の環境について取材，調査しプレゼンしました。多
角的に物事を捉えることの大切さに気付けました。
○「豊かさとは何か」という本を読んでレポートを書いたことがよかった。

３件
○家庭科の授業で，「将来への見通し」等は学べなかったように思いま
すが，自分を取り巻く環境を知り，「今をよりよく生きる」という視
点は得られたように思います。

○家庭科で学んだことをきっかけにして調理や買い物を自分でするよう
になった。新聞やテレビで生活にかかわる記事をよく読むようになっ
た。

○栄養学では，ビタミンＥやＣ，尿素など外から塗って吸収できるもの
じゃない，と学び，市販のハンドクリームの宣伝などの真偽について
考えるようになった。

２件
○内容が生活と直接かかわっていること，例えば衣食住にかかわることが全て科学
的な裏付けがあることを知ったことはとてもよかった。
○家庭科を学んでよかったことは，自立した生活を送る自信を得た。生きて働く学
習内容を学べる教科として必要。

２件
○より豊かな，より快適な生活をするための（人生にとって大切な）知
識を学ばせていただき，感謝しております。

○衣・食・住の基本的な考え方，実践法を学べたと思う。母が高１の時
に亡くなったので，即実生活に生かせたと思う。

女子のみ必修世代

男女必修世代

男　性 女　性

図３　『学んでよかったこと』考え方や価値観の記述内容
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知識，技能の習得だけでなく，一人の生活者とし
て，自分の今や将来の生活を見直す機会となって
いたこと，また，それは社会人となった今でも価
値あるものとして位置づけられていることが分か
った。
3）　学んでよかった理由
『学んでよかったこと』を記述したもののうち

「学んでよかった理由」を分類すると，「学びが楽
しかった」「その時役に立った」「後で役に立った」
に大別できた（図４）。「後で役に立った」記述は，
全グループとも，他の理由よりも高い記述割合
（39.6～ 55.6％）を示していた。「学びが楽しか
った」と「その時役に立った」については，４グ
ループの中では【男女必修世代】女性が比較的高
い記述割合を示していた。
そこで，学んでよかった理由別に記述内容を整

理した（図５）。「学びが楽しかった」記述には，

実際に調理実習や被服製作を行うこと，一緒に協
力して活動すること，作り上げることで自信を付
けたことなどが挙げられていた。
「その時役に立った」記述には，調理をする機
会が増えたり自分の生活を見直して地域活動に目
を向けるようになったり，家族の思いを考えて関
係を見直すことができたりと，家庭科での学びを
生かして自分の生活をより良くできた経験が理由
として記述されていた。「学びが楽しかった」「そ

図５　「学んでよかった理由」に関わる記述内容

学びが楽しかった　３件
○高校家庭科は隔週で座学と実習が行
われていた覚えがある。30歳独り身
ではおよそ作らない料理を級友と協
力して作ったのは，単純によい思い
出である。
その時役に立った　３件
○自分で料理をする機会が増えた。
後で役に立った　16件
○調理の知識や栄養バランスの重要性
など，今も意識して生活しており，
健康に資していると感じられる。
○衣食住の知識や技能を学習してよ
かった。日常生活で必要なことであ
り，社会人になって活用できた。
○料理，裁縫などの家事について得た
知識・技術は，その後，特に一人暮
らしの時にとても役に立った。
○家族や家庭生活，子どもなどについ
ての理解を深められたことは，今に
なって活きていると感じます。

学びが楽しかった　９件
○手芸が好きだったので家庭科で作品を作る授業が大好きでした。
○グループに分かれて調理実習を行ったことや，裁縫でナップザックを作って完成した時に嬉しかったことを覚えて
います。
○料理，裁縫など実習は楽しく学べた。座学ばかりより，家庭科の実習が勉強の息抜きにもなっていた。
その時役に立った　10件
○自分の日々の私生活について見直すことや，今後の将来について考えることができた。地域活動など，どんなこと
を行っているか分かり，参加してみようと思った。
○親との関わり方が難しいときに，親の気持ちや子がその気持ちをどのように受け止めるべきかを学び，ぎくしゃく
しなくなった。
○料理や裁縫が実生活でできるようになった。自分の手で「ぬいぐるみ」などを作ったことで，売られている商品を
大切しようと思った。
後で役に立った　19件
○保育園実習では普段全く子どもとかかわらなかったのですごく人生の役に立った。
○料理実習や裁縫は，親になって学んでよかったなと思います。
○調理実習や裁縫など実践的なものは記憶に残っており，今も役に立っている。
○ミシンの使い方，子どもの幼稚園で使う手さげや給食袋が手作り指定のところがあったので，学んでいてよかった。
○環境に関する学習（リサイクル等）は，現在でも役に立っていると実感している。

学びが楽しかった　９件
○小学校の時，班で協力して調理実習
をしたのが楽しかった。買い出しで
は，計画的に行い，調理も段取りが
大切だと分かった。
後で役に立った　15件
○小学校で学んだ調理の技能が今も暮
らしに生きています。
○独身時代や単身赴任時代，調理やボ
タン付けなど昔の授業を思い出しな
がらやっていました。・調理の基礎
知識や被服（裁縫）は，生活の役に
立っている。
○ボタンが取れた際の修繕など家庭科
で学んだことが実生活で非常に役
立っている。幼少の頃から掃除の手
伝い，食器洗いなどは必須であり，
自分の洗濯物は自分でしなくてはな
らなかった。
○裁縫は今でも役に立っています。

学びが楽しかった　10件
○小５の野菜サラダで，盛りつけをほめられたことが，54歳の今でも自信となっている。中２のパジャマ作り，中３
のワンピース作り，高１のベストとスカート作りなど，やはり体験実践したことが印象に残っています。
○料理を作ったり，洋裁をしたり，集団ですることが楽しかった。
○料理や裁縫などはやっていて楽しかったし，お母さんがどんなことをいつもやっているのか自分でやってみて，知
ることができて，よかったと思います。
その時役に立った　６件
○両親，同居の祖母が勤めていたこともあり，子どもの頃から家族の一員として何ができるかと考えた時，家庭科で
学んだ実践的・体験的学習はとても役に立ったと感じています。
○マナーや規律，技能や食品の科学的な反応など実際に生活の役立つことが学べたので，勉強になりました。
後で役に立った　20件
○自分からは食事を作る機会もなかったので，調理実習は何となくできる……（やればできる）という自信につながっ
た。裁縫も家庭科でやってから好きになり，服飾の専門学校，仕事に就いたので，経験は大事だと思う。ムダには
ならない。
○高校のときに，ミシンを使って洋服をつくったことがあったので，子どもができて，バックをつくるときに，役に
立った。
○料理などでは，野菜の切り方や煮込み方，焼き方などは現在も役だっている。裁縫なども，実生活で役立っている
ので，学んでよかったと思います。
○裁縫を学び，子どものグッズを作るのにいかされていると思う。
○高校生の時の家庭科の先生が大好きで，料理や裁縫が大好きになり栄養士になりました。今でも，先生が教えてく
れたことを実践しています。母の教えも大切ですが，教師の教えも大切だと思います。
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図４　「学んでよかった理由」に関わる記述割合
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の時役に立った」の２つの理由については，世代
や性別による大きな違いは認められなかった。
「後で役に立った」に分類した記述内容を概観
すると，男性は，両世代とも，「健康に資している」
や「日常生活に必要なこと」「一人暮らし」など，
家庭科を通して学んだことが，今の自分自身の実
生活に活かせていることをよかったとして記述し
ていると推察された。それに対して女性は，男性
同様，今の生活に役立っているという記述に加え，
「子どもの幼稚園で使う手提げや給食袋」を作る
機会など，子育ての中で必要となった技術を身に
付けられたことに価値を見出していた。さらに【女
子のみ必修世代】女性の中には，家庭科履修によ
り身に付けた内容や家庭科教師との出会いが，回
答者自身の職業選択に影響を及ぼしたことが記述
内容から読み取れた。
以上，家庭科の学習を通して身に付けた知識や

技術，考え方などが，社会人になってからの実生
活や子育ての場面で活かされることのよさを感じ
ていることが分かった。

（3）　『学びたかったこと』
『学びたかったこと』に該当する記述を，学習
内容別に，家族・家庭生活，衣生活，食生活，住
生活，消費生活・環境に５分類した（図６）。こ
の結果を４グループ間で比較すると，家族・家庭
生活に関する記述は，【女子のみ必修世代】女性
の記述割合が高く，食生活に関しては【女子のみ
必修世代】男性の記述割合が，そして，消費生活
に関しては，【男女必修世代】男性の記述割合が
高いという，世代や性別による記述内容の特徴が
見られた。学びたかった学習内容の記述傾向を整

理した（表３）。
「家族・家庭生活」に関する記述内容を概観す
ると，全てのグループで「子育て」と「生活設計」
に関する記述が確認できた。加えて，女性のみに，
「夫婦の協力や家庭内での役割を学びたかった」
といった記述が見られた。本調査の女性回答者は
就業率や正規職員の割合が高いことから，家族を
もち，仕事と家庭の両立が期待される中で，その
必要性が記述されたと推察される。
衣生活に関しては，両世代の男女ともに，「も
っと学んでおけば，実生活に生かすことができ
た」といった記述をしており，【男女必修世代】
女性の記述には，「もっと裁縫など学んでおいて
わが子のために使いたかった」とする記述も見ら
れた。
また，「食生活」に関する記述内容を概観すると，
全てのグループで「食の基礎」や「調理実習」を
学びたかったとする記述が見られた。とりわけ【女
子のみ必修世代】男性の記述に，「調理に関する
知識や基礎技能を学びたかった」といった記述が
多く見られた。
「住生活」に関しては，両世代の女性で整理・
整とんや快適な住環境についての記述が数例ずつ
あった。
「消費生活・環境」に関する記述では，【男女必
修世代】男女は，自身の消費生活に直結した「消
費知識や将来設計に関わる税金年金，ローンなど
に関する知識を学びたかった」と回答していた。
また，回数や時間数など，家庭科を「もっと学
びたかったこと」に関わる記述が多く見られた
（図７）。なかでも，【男女必修世代】男女の記述
割合が高いことから，高校時代の家庭科内容が必

図７　「もっと学びたかったこと」に関わる記述割合
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表３　『学びたかったこと』学習内容別記述内容
男女必修世代 女子のみ必修世代

男性 女性 男性 女性

家
族
・
家
庭
生
活
（
福
祉
）

＜出産・子育て＞計１
○出産子育て(1)
＜生活設計＞計２
○将来設計について(1)
○人の一生と将来を見通した
生活設計(1)
＜福祉＞計２
〇高齢者問題，福祉について，
当時からの意識向上のための
学習(1)〇少子高齢社会につ
いて注目されるべき今後の家
庭科教育への期待(1)

＜家庭生活＞計４
○夫婦間の協力の仕方，家庭内暴力(1)
○共働き子育て世代，男性も家事を担
う当事者という意識(1)○家庭内での
役割(1)○家庭の問題(1)
＜子育て・親の役割＞計２
○子育ての意義や，親の役割(1)
○子供や高齢者について(1)
＜生活設計＞計３
○将来を見通した生活設計，ライフプ
ランなどの内容(3)
＜福祉＞計３
〇高齢者介護，マイノリティの立場に
ある人たち（障がい者，LGBT等）(1)
〇要介護の人がいる世帯の生活などの
実例(1)〇子供や高齢者(1)

＜保育・育児＞計３
○育児(1)○乳幼児などの子
どもの接し方(1)○保育や家
族生活(1)
＜家庭管理・生活設計＞計３
○簡単な家事と家庭管理(1)
○生活設計や地域社会とのか
かわりの重要性(1)○家事の
協力(1)
＜福祉＞計１
○地域行政も含めた周辺との
かかわり(1)

＜家庭生活＞計３
○家庭生活(1)○現代の家庭生活は協
働になっているので，今の家庭科(1)
○男女が協力・分担して家庭を運営す
る視点(1)
＜妊娠，出産，育児＞計４
○結婚，妊娠，出産，育児について(1)
○生活設計や男女が協力するという学
習(1)○妊娠・出産・子育ての現状(1)
○赤ちゃんのお世話，育児(1)
＜生活設計＞計５
○高齢出産した場合と若年出産した女
性のキャリアの築き方のロールモデル
(1)○職業をもち，家庭ももつという
生き方にプランや見通しが持てる内容
（4）
＜福祉＞計４
〇社会福祉など生活をしていく上で直
面する問題(1)〇福祉について・少子
高齢化社会など将来的な話など(3)

衣
生
活

＜裁縫＞計２
○一人暮らしで役だった料理，
裁縫などの家事の知識・技術
(1)○その後，役だったエプ
ロン作りを通した裁縫。アイ
ロン掛け(1)

＜衣の安全・危険＞計１
○食の安全，身の回りのものの安全な
もの，危険なもの(1)
＜衣の知識＞計１
○衣食住の知識・調理実習や裁縫など
実用的なこと(1)
＜裁縫＞計３
○子育てをして強く後悔している裁縫
(1)○洋裁など子どもにも役立てられ
る実践的な技術(1)○洗濯の仕方など，
日常生活で役立つこと(1)

＜衣の基本＞計２
○人が生きていくための必要
最低限のこと（簡単な家事と
家庭管理など）(1)○衣食の
基本的な知識(1)

＜衣＞計２
○衣食住の技能についての科学的学び
(1)○科学的な衣食住の学び(1)
＜掃除・洗剤＞計１
○掃除の仕方，洗剤の知識など，生活
上必要な知識(1)
＜裁縫＞計３
○裁縫(1)○母親に必要なミシンなど
(1)○詳しいミシンの使い方(1)

食
生
活

＜食の基礎＞計１
○料理などの家事で得た知
識・技術(1)
＜料理・調理技能＞計３
○調理の基礎技能(1)
○魚の捌き方(1)
○野菜の切り方(1)
＜調理実習＞計１
○料理(1)

＜食の基礎＞計２
○衣食住の知識(1)
○食の安全(1)
＜調理実習＞計８
○調理実習(4)
○簡単にできる調理の仕方(2)
○料理の基本(1)
○調理実習の時間や調理に関すること
(1)

＜食の基礎＞計７
○人が生きるための必要最低
限（簡単な家事など）(1)
○食，栄養について，科学的
知見(1)○衣食の基本的な知
識(3)○栄養学の重要性(1)○
食生活と健康のあり方(1)
＜調理技能＞計４
○魚の三枚おろし(1)○実技
の基礎(2)○日常生活に実際
に役立つ料理法，料理の仕方，
包丁の使い方など(1)
＜調理実習＞計３
○料理の作り方(1)○調理実
習(1)○調理のいろいろ(1)

＜食の基礎＞計４
○衣食住の技能（科学的）(1)
○食生活(1)○科学的な衣食住の学び
(1)○食物のカロリー計算の授業(1)
＜調理実習＞計２
○調理（調理実習）(1)
○調理の基礎(1)

住
生
活

記述なし

＜住の安全・危険・知識＞計２
○身の回りのものの安全なもの，危険
なもの(1)
○衣食住の知識(1)
＜掃除＞計２
○掃除の仕方（2）
＜「住」に関すること＞計１
○「住」に関すること（収納など）役
に立ちそう(1)

＜住の基礎＞計１
○人が生きていくための必要
最低限（簡単な家事など）(1)

＜住＞計２
○衣食住の技能（科学的）(1)
○科学的な衣食住の学び(1)
＜掃除・洗剤＞計１
○掃除の仕方，洗剤の知識等生活上必
要な知識(1)
＜住環境＞計１
○住環境・快適な環境(1)

消
費
生
活
・
環
境

＜家庭経済＞計１
○経済に関すること(1)
＜消費生活＞計４
○消費生活（お金に関連する
こと）(2)○高校卒業後の学
生生活に必要な消費生活の知
識(1)○消費生活に関する法
(1)
＜年金，預金，ローンなど＞
計５
○クレジットカードやローン，
金利，為替など，消費生活や
お金に関する知識(2)○老後
の必要な貯蓄(1)○定期預金
や財形貯蓄，各種保険等「家
庭の経営」(2)

＜家計簿・生活費＞計２
○家計簿や将来にわたって家庭で必要
な経費のこと(1)○生活費の内訳やク
レジットカードの仕組み(1)
＜消費生活＞計４
○消費生活(2)
○消費生活や地域社会，政治との関連
(1)○消費や環境(1)
＜環境＞計２
○環境への配慮(1)
○消費や環境(1)
＜税金・保険＞計１
○税金や生命保険のこと(1)

＜家庭経済＞計３
○家庭経済：人生設計におけ
る保険全般(1)
○家計や生活の経済など(2)
＜消費者教育＞計１
○社会生活の基本知識，金銭
に関する消費者教育(1)
＜保険・ローン・投資＞計２
○保険(1)
○投資やローンなどのお金に
関する運用や考え方(1)

＜家計・契約＞計２
○家計（経理）について(1)
○契約(1)
＜消費生活＞計１
○消費生活など生活をしていく上で直
面する問題(1)
＜消費者問題＞計２
○消費者問題(2)

○：記述概要（件数）
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識・技能をもっと学びたかったと回答していた
（図８）。

（4）　『その他』の自由記述内容
最後に，『学んでよかったこと』『学びたかった
こと』以外の『その他』の記述内容を整理し，「後
悔・反省」「肯定」「要望」に分類した（図９）。

要感をもって認められているとともに，現在の家
庭科の授業時数の少なさが反映されていると推察
された。
記述内容を確認すると，男性は，自身が生活す

るうえで必要な知識・技能として消費生活等をも
っと学びたかったと回答し，女性は，日常生活に
必要で，生活を豊かにする調理・裁縫に関わる知

図８　「もっと学びたかったこと」に関わる記述内容

家庭生活・消費生活　６件
○学びたかったことは家庭生活にかか
わる様々な法律，（消費生活に関す
る法）。
○人の一生と将来を見通した生活設計
につて学びたかった。
○預金や保健等「家庭の経営」の勉強
を学生のうちからできるとよい。○
クレジットカードやローン，金利，
為替など，消費生活やお金に関する
知識を習得し，活用する時間をもっ
と増やしてもいいのではないか。
料理・裁縫等の知識・技能　２件
○調理の基礎技能

家庭生活・消費生活　２件
○高校時代の家庭科では，消費生活や家庭の問題に関する授業はなかった。
○もう少し税金や生命保険のことなどをくわしく学びたかった。
料理・裁縫等の知識・技能　９件
○衣食住についての学習は座学がほとんどだったため，実技にももう少し時間をとって欲しかった。
○調理実習や裁縫など実用的なこと
○洋裁系をもっと学びたかった。大人になると毎日料理をしたり，子供の成長について，保健センターなどで講習が
あったりするので，自然と，料理や食べ物の知識はついてくるが，洋裁は全くやる機会がないので，ブラウスのボ
タンを直すのが精いっぱいな状態です。家庭科で実践的な技術を身につけてそれを子どものために使いたかったと
今は強く思います。
○調理実習の時間や調理に関することをもっと多く設けて料理の知識を増やしたかった。
その他　１件
○もう少し家庭科の時間数が多くてもよかった。

家庭生活・消費生活　１件
○乳幼児などの子どもの接し方につい
て，もっと学習したかった。
料理・裁縫等の知識・技能　９件
○調理のいろいろ
○学生時代，もう少し学びたかった。
（特に料理の基本）

家庭生活・消費生活　１件
○消費生活や社会福祉など生活をしていく上で直面する問題についてもっと深く学びたかった。
料理・裁縫等の知識・技能　６件
○母親になり，もう少しミシンとかできるようになっていればなぁと思う。
○私の家庭は共働きだったので，料理，裁縫などはほとんど教えてもらえませんでした。生活していく上で必要な基
本的な事をたくさん学びたかった。
○調理の基礎は学んだが，日頃実践はしていなかったので実習の時間がもっと沢山あってよい。
その他　１件
○もっと授業数多く欲しかったです。今でも覚えているのが着色料の授業です。すごく衝撃的でした。うわべの事だ
けじゃなく，現実にはそういう物が自分の口の中に入ること，もっと小学生ぐらいから教えた方がいいと思います。

女子のみ必修世代

男女必修世代

男　性 女　性

図９　『その他』の記述内容

後悔・反省　６件
○家庭を持ったら重要性・必要性を強く感じている。
家庭科肯定　13件
○基礎的技能が役立っている。生涯を通じてよく生き
る教科という認識が必要。
要望　11件
○家庭科がなければひとり暮らしに耐え得る知識・技
能は間違いなくなかった。
○より生活に根付いたキャリアプラン。フィールド
ワークで多角的に物事をとらえる大切さに気づいた。

後悔・反省　５件
○主婦となった今はもっと積極的に学んだ方がよかった科目だったなと感じる。真面目に学べばよ
かった。
家庭科肯定　18件
○料理（男子が異様に張り切っていた）。男女一緒にテレビタレントの出産シーンを見た。男子高校
生にもよい教育。
要望　24件
○様々な価値観をもつ人が居ることの強調。将来にわたって必要な経費・ファイナンシャルプラン。
○夫婦の協力法・DV。　　○男女ともに基礎的技能習得。

家庭科肯定　32件
○小学生で学べたことは今でもよい経験だったと思う。
高校生でなかったことに違和感。
○単身赴任に役立った。
○若手社員を見て，共修化の成果を感じている。
要望　21件
○主体的に家事を行う気持ちを養うのが必要。家庭科
での学習が実生活で役立つ例示を増やす。
○社会貢献できることを示す。
○人間関係・学外実習で多様な人々と関わる。

後悔・反省　３件
○今となっては後悔。今一番必要な科目だったと真剣に取り組まなかったことが悔やまれる。
家庭科肯定　28件
○時間数も多く製作に充てる時間がたくさんの知識・技能を習得。
○主人は料理ができないので，男女で家事育児をするのが当然という教育を受けていたら違っていた
のではないか。
○小学校で褒められたことが54歳の今でも自信になっている。
要望　23件
○男女共同参画。家庭科から社会へ目を向ける学習。
○家庭科の視点でグローバルな見方を養うことが自分の視野や可能性を広げる。
○是非，男子にもしっかり学んで大人になってから活かしてほしい。

女子のみ必修世代

男女必修世代

男　性 女　性
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【男女必修世代】男女の１割強が，高校時代に
家庭科を真面目に学習しなかったことを後悔・反
省していた。家庭科を肯定する記述は，男女共に
【女子のみ必修世代】（６割強）の方が【男女必修
世代】（約４割）より多かった。家庭科を肯定し
ている記述に注目すると，男性は，社会人になっ
てから役立ったことの意義や若い世代に男女必修
の成果を感じている記述がみられた。女性は男女
がともに生活を営むパートナーであることを前提
として，家庭科をともに学ぶ意義を記述していた。
また，家庭科への「要望」については，両世代

で共通して男性より女性の記述割合がやや高い結
果だった。具体的には，【男女必修世代】男性は
実生活に役立つ知識・技能を身に付けること，女
性は，男女がともに生活を営むことや家庭科を通
して社会を見る目を養うことを要望していた。

４．まとめ

社会人調査の自由記述を分析した結果，以下の
とおり男女必修家庭科の成果と課題が明らかにな
った。

（1）　男女必修家庭科の成果
①【男女必修世代】男女は，家庭科で学んだこと
が社会人になってから役に立っているという実
感から，衣生活や食生活に関する知識・技能を
習得できることに家庭科教育の意義を認めてい
た。

②【男女必修世代】男女は，家庭科をもっと学び
たかったという記述が【女子のみ必修世代】よ
りも多く，男女ともに家庭生活に対する興味・
関心を高めていた。

③【男女必修世代】が家庭科で学びたかった内容
は，男性は調理技能や消費生活，女性はそれら
に加えて生活設計や（わが子のための）裁縫の
基本であった。全体に食生活・衣生活の技能，
生活設計や消費生活に関する内容に興味・関心
を高めていた。
④【女子のみ必修世代】男性は，自分自身が小学
校で学んだことがその後の生活に役に立ってい
ることや，男女必修の家庭科を高校まで学んだ
若い世代の様子から，家庭科を肯定的にとらえ
ていた。
⑤【女子のみ必修世代】女性には，男性の家事・
育児参加を促す男女共同参画や介護など社会福
祉に関する学習への要望がみられたが，【男女
必修世代】では，これらの学習内容が実施され
てきたことによる一定の成果が得られている
（藤田他，2018）。

（2）　男女必修家庭科の課題
【女子のみ必修世代】女性は，若い世代の家庭
科履修時間の短さや技術の低下に危惧を抱いてい
た。また，【男女必修世代】男女は，現在の家庭
科履修の意義を認め，更なる学習時間の増加や学
習内容の充実を求めていると言える。
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