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家庭科の意義・役割や生活実態を探る高校生調査

庭科への要望（自由記述）」である。
なお，本調査では，よりよい生活を営むために
必要な生活実践力・活用力を「生活リテラシー」
とし，衣食住や時間管理などの自立や，共生，消
費・環境，情報の実践・活用に関わる質問項目を
設定した。各質問項目における実践状況について
は，「いつもする」４点，「時々する」３点，「あま
りしない」２点，「しない」１点として得点化した。
また，「生活意識」については，「ジェンダー観」
「自己理解・自尊感情」「自立と共生」「市民性」に
関する質問項目を設定した。各質問項目の意識に
ついては，「そう思う」「重要である」といった肯
定的な回答を４点（意識が高い），「どちらかとい
えばそう思う」「どちらかといえば重要である」３
点，「どちらかといえばそう思わない」「どちらか
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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３報である。
ここでは，家庭科の意義・役割や生活実態を探

る高校生調査について報告する。高校生調査は，
高校生の生活や意識の実態，家庭科で獲得した力
等を把握し，21世紀型学力に照らして分析するこ
とによって，これからの家庭科教育の役割と課題
を明らかにすることを目的とした。

２．研究の方法

2016年７月～ 2017年１月に，全国の国公立全
日制高等学校50校に在籍する4,980人の高校生に，
家庭科担当教員の協力のもと自記式質問紙法で実
施した。分析対象は，質問項目の完全回答者
4,302人（男子1,778人，女子2,467人，性別未記
入57人）で，有効回答率は86.4％だった。高校生
調査の全体枠組みを図１に示す。
調査内容は，「生活リテラシー」，「生活に関す

る意識（以下，生活意識）」，家庭科観として「教
科観」「学習価値意識」，家庭科で「獲得した力」，「家

図１　高校生調査の全体枠組み
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といえば重要でない」を２点，「そう思わない」「重
要でない」といった否定的な回答を１点（意識が
低い）として得点化した。
分析に当たっては，EXCEL統計Ver.7.0を用い，
項目間の検定には，母比率の差の検定，母平均の
差の検定を行い，統計的有意水準は５％以下とし
た。

３．結果及び考察

（1）生活リテラシーと生活意識
１）生活リテラシーの男女比較
生活リテラシーの各質問項目における実践状況
について，男女の平均点を比較した結果を表１に
示す。

表１　高校生の生活リテラシーの男女比較 （いつもする４点……しない１点）

生活リテラシー 質問項目
全体

（n＝4,302）
男

(N＝1,778)
女

（N＝2,467） t検定
平均点 平均点 平均点

自
　
　
立

食生活 包丁やフライパンなどを使って食事をつくる 2.39 2.14 2.56 ***
食事は栄養バランスを考えて食べる 2.75 2.70 2.79 ***

衣生活 ボタンがとれたときに，自分でボタンをつける 2.31 1.83 2.65 ***
季節や気候，場面にあった服を自分で決める 3.64 3.40 3.82 ***

住生活 部屋や身のまわりの整理・整とんができる 3.08 2.99 3.15 ***
時間管理 生活時間や生活リズムを自分でコントロールしている 3.07 3.03 3.10 **

共　　生 近隣の人との住まい方のルールやマナーを守って生活する 3.56 3.44 3.65 ***
バスや電車でお年寄りや身体の不自由な人がいたら席をゆずる 3.31 3.19 3.39 ***

消費・環境 商品を選ぶときは品質表示を確認する 2.49 2.47 2.50 n.s.
電気や水を使いすぎないようにしている 3.14 3.06 3.20 ***

情　　報 インターネットの情報が正しいかどうか考えるようにしている 3.19 3.24 3.16 ***
生活リテラシー平均点 3.00 2.86 3.09 ***

注：男女で比較して，有意差のある質問項目の高い数値を太字・網掛けにしている **p<0.01，***p<0.001

表２　生活意識の男女比較 （意識：高い４点……低い１点）

意識 質　問　項　目
全体 男子 女子

t検定（n＝4,302）（n＝1,778）（n＝2,467）
平均点 平均点 平均点

ジ
ェ
ン
ダ
ー
観

夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである（逆） 3.05 2.92 3.15 ***
女性の仕事は，家事や育児と両立できるパートタイマーがよい（逆） 2.62 2.61 2.63 n.s.
男女ともに経済的に自立すべきである 3.24 3.12 3.32 ***
男女で家事育児を協力して行うのがよい 3.74 3.63 3.82 ***
同じ仕事内容でも男性に比べて女性の給料が安いのは問題である 3.62 3.48 3.73 ***
政治や会社の管理職に，女性が少ないのは問題である 3.20 3.04 3.33 ***
女性は，男性よりも料理や裁縫が上手である（逆） 2.16 1.91 2.34 ***
男性は，女性よりもリーダーシップがある（逆） 2.65 2.48 2.77 ***
運動部のマネージャーは女子の方がよい（逆） 2.22 1.90 2.45 ***

平均点 2.94 2.79 3.06 ***

自
己
理
解
・
自
尊
感
情

自分の長所・短所を理解している 3.07 3.07 3.06 n.s.
物事にはいい面と悪い面があることを踏まえ，自分なりに考えて行動している 3.27 3.26 3.28 n.s.
困難な状況においても，自分で問題の打開策を考えて，解決しようとする 3.11 3.12 3.11 n.s.
自分ひとりで限界を感じたときには，誰かに相談したり，助言を求めたりすることがある 3.11 2.99 3.21 ***
責任のある役割はなるべくしたくない(逆） 2.33 2.19 2.44 ***
人のために行動することが好きだ 3.04 2.92 3.13 ***
自分には自慢できるところがある 2.61 2.64 2.58 *
私はたいていの人がやれる程度には物事ができる 2.94 2.94 2.94 n.s.
私は時々，自分が役立たずだと感じる(逆） 2.06 2.14 2.01 ***
何事もうまくいかないのは自分のせいだと思いがちだ（逆） 2.34 2.39 2.31 **

平均点 2.79 2.77 2.81 **

自
立
と
共
生

経済的に自立する（一人前に収入を得る） 3.81 3.83 3.81 n.s.
生き方を自分で選択することができる 3.76 3.74 3.77 *
身の回りのことや家事・育児ができる 3.69 3.62 3.75 ***
人とかかわり，人を支えたり助けたりすることができる 3.66 3.59 3.72 ***
体の仕組みがわかり，自分や相手の望まない妊娠を避けることができる 3.73 3.69 3.76 ***
公共の場で，市民としてのマナーを守る 3.84 3.79 3.87 ***
平均点 3.75 3.71 3.78 ***

市
民
性

（
政
治
関
心
）

国の政治や政策に関心がある 2.53 2.63 2.46 ***
自分たちの生活は国の政治や政策の影響を受け関係が深い 3.00 3.05 2.97 ***
自分たちの考えもたくさん集まれば政治や政策に反映させることができる 2.79 2.86 2.74 ***
政治や政策に関心をもたなくても生活していけるので，関わりたくない(逆） 2.76 2.74 2.78 n.s.
政治や政策についてもっと学んだり話したりしたい 2.48 2.56 2.43 ***

平均点 2.71 2.77 2.68 ***
注：斜体（逆）の質問項目は，逆転項目，得点は逆転作業済み *p<0.05，**p<0.01，***p<0.001
注：男女の平均点で比較して，有意差のあった高い群の数値を太字・網掛けにしている
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高校生全体で各質問項目の実践状況をみると，
「食事をつくる」「ボタンをつける」「品質表示を確
認する（商品選択）」に対する実践力・活用力が
低く，「共生」については高い。男女で比較すると，
「衣食住や時間管理などの自立」や「共生」は，
女子の方が男子よりも有意に高い。男子の方が高
いのは「情報」のみで，生活リテラシー平均点を
比較すると，男子2.86に対して女子は3.09で，女
子の方が男子よりも有意に高い。
２）生活意識の男女別比較
生活意識として，「ジェンダー観」「自己理解・

自尊感情」「自立と共生」「市民性（政治関心）」に
関する意識について，男女の平均点を比較した結
果を表２に示す。
高校生全体でみると，「自立と共生」に対する

意識は各質問項目とも高く，「マナーを守る」
3.84，「経済的に自立する」3.81と重要性をよく
認識していた。一方で，「政治に関心がある」
2.53，「自分には自慢できることがある」2.61など，
「市民性（政治関心）」「自尊感情」に関する質問
項目は低い。
男女で比較すると，「ジェンダー観」「自己理解・

自尊感情」「自立と共生」の平均点は女子の方が
有意に高く，「市民性（政治関心）」は男子の方が
女子よりも有意に高い。
３）生活リテラシー別生活意識の比較
生活リテラシーと生活意識の関連をみるため，

男女別にそれぞれの生活リテラシー平均点で上位
群と下位群に分けて，「ジェンダー観」「自己理解・
自尊感情」「自立と共生」「市民性（政治関心）」意
識を比較した結果を表３に示す。

男女とも，生活リテラシー上位群の方が「ジェ
ンダー観」「自己理解・自尊感情」「自立と共生」「市
民性（政治関心）」平均点が下位群よりも高く，
女子の「ジェンダー観」以外は有意差があった。
生活リテラシーと，「自己理解・自尊感情」「自立
と共生」「市民性（政治関心）」意識に関連がある
ことが示唆された。
次に，男女別にそれぞれの生活リテラシー平均
点の上位群・下位群に分けて，「市民性（社会参
加）」意識について社会活動への参加希望を比較
した結果を図２に示す。

社会活動への参加意識は，男女ともすべての活
動項目で生活リテラシー上位群の方が，下位群よ
りも有意に高い。しかし，「特になし」は下位群
の方が有意に高く，特に生活リテラシー下位群の
男子では，41.5％が社会活動に関心がない。

（2）家庭科観
１）家庭科の教科観
家庭科の教科観について，図３は，社会人注１）

と高校生に同じ質問をして，「そう思う」「どちら
かといえばそう思う」を合わせた割合を比較した
結果を示している。
家庭科の教科観は，高校生，社会人とも「料理
や裁縫などの家事を学ぶ」が最も高い。高校生は
「人間の生活について総合的・実践的に学ぶ」「結
婚や子育てのための知識・技術を習得する」「社
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図２　生活リテラシー別市民性（社会参加）の比較

表３　生活リテラシー別生活意識の比較
（高い４点……低い１点）

性別生活リ
テラシー群

男子（n＝1,778） 女子（n＝2,467）
下位群 上位群

t
検定

下位群 上位群
t
検定

生活リテラ
シー平均点 2.86未満 2.86以上 3.09未満 3.09以上

n（人） 846 932 1,077 1,390
ジェンダー観 2.74 2.83 *** 3.05 3.07 n.s.
自己理解・
自尊感情 2.60 2.91 *** 2.67 2.91 ***
自立と共生 3.60 3.81 *** 3.71 3.83 ***
市民性

（政治関心） 2.62 2.90 *** 2.54 2.78 ***

注：有意差のあった高い群の数値を太字・網掛けにしている ***p<0.001
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会へ目を向け，家庭の在り方や生き方について学
ぶ」についても約９割が肯定的に捉えており，社
会人に比べて有意に高い。
２）家庭科の学習価値意識
高校生が家庭科を学ぶことについてどのように

考えているか（家庭科の学習価値意識）を尋ねた
結果を図４に示す。
家庭科の学習について，９割の高校生が「家庭

科は他教科と違った生きた勉強ができる」と家庭
科の独自性を認識していた。さらに，「自分の生
活の見直しができる」「実習で力を合わせる（協
働）」「自分の将来や人生に目がむく」「生活問題の
発見，解決を考える」についても８割以上が家庭
科を学ぶことの価値を肯定的に評価していた。

（3）家庭科で獲得した力
１）家庭科の学習価値意識別家庭科で獲得した力比較
家庭科で獲得した力については，家庭科を学ん
だことによる変化を４件法で尋ね，「そう思う」「ど
ちらかといえばそう思う」を合わせた割合を獲得
率とした（表４）。
高校生全体における家庭科で獲得した力をみる
と，「生活に関する基礎的な知識・技能が身につ
いた」「幼児やお年寄り，障がいのある人への理
解が深まった」（知識・技能），「家庭生活は男女
が協力して営むものであると考えるようになっ
た」「将来やこれからの人生について考えるよう
になった」「子育ての意義と親の役割について考
えるようになった」（思考力・判断力），「グルー
プ活動での協力」（協働）などの獲得率は80％を
超えて高い。一方で，「生活の中で自分のことは
自分でする」64.9％，「表示を見て比較したり，
計画的に購入する（商品選択）」65.9％と生活へ
の実践力・活用力が低い。
家庭科の学習価値意識別家庭科で獲得した力に
ついては，図４の家庭科学習への価値意識を得点

表４　家庭科の学習価値意識別家庭科で獲得した力の比較
（獲得率：「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）

家庭科学習の価値意識群 全体 下位群 上位群
比率の差
の検定

家庭科学習の価値意識平均点 3.25 3.25未満 3.25以上
n（人） 4302 2175 2127

獲得した力 質問項目 ％ ％ ％
知識・技能 生活に関する基礎的な知識や技能が身についた 92.1 86.4 97.8 ***

幼児やお年寄り，障がいのある人への理解が深まった 87.7 80.4 95.3 ***

思考力・判断力

家庭生活は男女が協力して営むものであると考えるようになった 90.0 83.7 96.4 ***
将来のことやこれからの人生について考えるようになった 84.0 73.4 94.8 ***
子育ての意義と親の役割について考えるようになった 80.4 69.3 91.8 ***
少子高齢化や消費者問題など，今日の家庭生活にかかわる社会問題について考える
ようになった 72.5 60.4 84.9 ***

表現力 話し合いや発表活動で人の考えに耳を傾けたり，自分の考えを伝えられたりするよ
うになった 80.3 69.6 91.2 ***

実践力
生活の中で自分のことは自分でするようになった 67.9 55.4 80.5 ***
商品を買うとき，表示を見て比較したり，計画的に購入したりするようになった 65.9 54.1 77.9 ***
環境に配慮した生活を心がけるようになった　 80.8 70.2 91.6 ***

協　働 調理実習などグループ活動で協力して行うことができた 91.8 87.4 96.3 ***
注：家庭科で獲得した力が80％を超えている質問項目の数値を太字・網掛けにしている ***p<0.001

図３　家庭科の教科観の社会人と高校生比較
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図４　家庭科の学習価値意識（n=4,302）
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に多い傾向にあった。
授業で増やしてほしい学習内容等（表６）とし
ては，男女ともに「食生活」が約６割と突出して
いた。次いで，「衣生活」「家族・家庭生活」が１
割程度であり，「住生活」にかかわる記述は１％
に満たなかった。その他には，冠婚葬祭等に関す
る「マナー」や「社会問題」について学びたいと
いう要望も散見された。
授業で増やしてほしい学習活動（表７）として
は，男女ともに「実習」が約７割にのぼり，その
内訳は，「食（調理実習，料理，お菓子つくり等）」
の実習に対する要望が約８割を占めた。次いで，
男女とも「衣（裁縫）」であるが，男子7.4％に対し
て女子は16.6％で女子の要望が高い。実習以外で
は，「グループ活動」や「校外学習」「体験活動」と
いった学習活動に対する要望も男女ともに確認で
きた。その他，「もっと専門的に学びたい所を追
求できるといい」「もっと話し合いを増やして考
える時間がほしい」といった「主体的な学び」や
「考える活動」「話し合い活動」を望む声もあった。

４．まとめ

家庭科の意義・役割や生活実態を探る高校生調
査を分析して，以下のことが明らかになった。

化（そう思う４点…思わない１点）して６項目の
平均点（3.25）の上位群・下位群に分けて，家庭
科で獲得した力を比較している（表４）。家庭科
の学習価値意識別でみると，上位群の方が下位群
よりも全ての質問項目で獲得率が有意に高かった。
上位群では，「表示を見て比較したり，計画的に
購入する（商品選択）」以外は獲得率が80％を超
えているのに対し，下位群では「協働」「知識・
技能」は80％を超えているものの，「思考力・判
断力」「表現力」「実践力」の獲得率が低い。
２）家庭科で獲得した力と生活リテラシー及び生
活意識との関連
表４の家庭科で獲得した力を得点化（そう思う

４点…思わない１点）して11項目の平均点（3.15）
の上位群・下位群に分けて，生活リテラシー（表
１）や生活意識（表２）の各平均点を比較した結
果を表５に示す。

家庭科で獲得した力の上位群は，「生活リテラ
シー」及び「ジェンダー観」「自己理解・自尊感情」
「自立と共生」「市民性（政治関心）」の生活意識
いずれにおいても，下位群よりも有意に高い。家
庭科で様々な力を獲得した高校生は，家庭科を学
んだことによる変化を自覚しているだけでなく，
実際に生活において実践・活用し，生活意識にも
関連がみられた。

（4）家庭科への要望
家庭科に関する要望について，授業でもっと知

りたいことや増やしてほしいことを自由記述で尋
ねたところ，学習内容等と学習活動に分類された。
記述の頻度に大きな性差は確認できなったが，「お
年寄り」や「子ども」「家族・家庭生活」「保育所・
幼稚園」等，人にかかわるワードは相対的に女子

表５　家庭科で獲得した力別生活リテラシーと
生活意識の比較

家庭科で獲得した力群 全体 下位群 上位群
t検定獲得した力平均点 3.15 3.15未満 3.15以上

n(人） 4,302 2,134 2,168
生活リテラシー 3.00 2.81 3.18 ***

生
活
意
識

ジェンダー観 2.94 2.92 2.97 ***
自己理解・自尊 2.79 2.66 2.92 ***
自立と共生 3.75 3.65 3.85 ***
市民性（政治関心） 2.71 2.57 2.85 ***

注：有意差のあった高い群の数値を太字・網掛けにしている ***p<0.001

表６　授業で増やしてほしい学習内容等
（％）

学習内容等 全体 男子 女子
（n＝650） （n＝271） （n＝371）

学　習
内　容

家族・家庭生活 8.2 4.8 10.8
衣生活 10.2 5.9 12.9
食生活 60.8 63.5 58.8
住生活 0.5 0.4 0.5
消費生活 6.5 7.4 5.9

その他 マナー 2.2 2.2 2.2
社会問題 1.7 2.6 1.1

表７　授業で増やしてほしい学習活動
（％）

学習活動 全体 男子 女子
（n＝650） （n＝271） （n＝371）

実　習 71.8 69.7 73.0

内訳
食（調理） 80.1 84.7 77.1
衣（裁縫） 13.1 7.4 16.6
保育 3.4 2.1 4.4

グループ活動 3.2 3.3 3.2
校外学習 3.1 3.7 2.7
体験活動 2.3 0.7 3.5
主体的学び 1.4 0.7 1.9
考える活動 1.1 0.0 1.9
話し合い活動 0.6 0.4 0.8
実　験 0.3 0.4 0.3
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○生活リテラシーは，女子の方が男子よりも有意
に高かった。生活意識は，「ジェンダー観」「自己
理解・自尊感情」「自立と共生」は女子の方が有
意に高く，「市民性（政治関心）」は男子の方が有
意に高かった。
○男女別にそれぞれの生活リテラシー平均点の上
位群・下位群に分けて生活意識を比較した結果，
男女ともに生活リテラシー上位群の方が下位群よ
りも「自己理解・自尊感情」「自立と共生」「市民
性」が有意に高かった。
○家庭科の教科観については，「料理や裁縫など
の家事を学ぶ」が最も高いが，「総合的・実践的
に学ぶ」「子育ての知識・技術を学ぶ」「社会への
視点，生き方について学ぶ」についても約９割が
肯定的に捉えていた。
○家庭科学習の価値意識について，９割の高校生
が「家庭科は他教科と違った生きた勉強ができ
る」と家庭科の独自性を認識し，「生活の見直し」
「協働」「人生設計」「生活問題解決」についても８
割以上が肯定的に評価していた。
○家庭科の学習を通して，「グループ活動での協
力」（協働），「男女協力」「これからの人生」（思考・
判断），「生活知識」「他者理解」（知識・技能）の
獲得率は８割を超えていた。一方で「自分でする」
「商品比較」が低く，実践力・活用力に課題がみ
られた。家庭科で獲得した力が高い群は，「生活
リテラシー」「ジェンダー観」「自己理解・自尊感
情」「自立と共生」「市民性（政治関心）」が高かっ
た。
○家庭科の授業への要望を分析した結果，授業で
知りたい，もっと増やしてほしい内容は，６割が
男女とも食生活分野だった。増やしてほしい学習
活動は実習で，そのうち８割が調理実習だった。

以上の結果から，「生活リテラシー」と「ジェ
ンダー観」「自己理解・自尊感情」「自立と共生」「市
民性」に関連があることが明らかになった。高校

生は，家庭科を学ぶことへの価値を認識し，家庭
科の学習を通して獲得した自己の変化（獲得した
力）を自覚していた。また，獲得した力と「生活
リテラシー」「ジェンダー観」「自己理解・自尊感
情」「自立と共生」「市民性」との関連も示された。
家庭科は，「生活の知識・技能」だけでなく，21
世紀型能力や21世紀型スキルなどで求められてい
る「思考力・判断力」「協働」「市民性」「未来を創
る実践力」の育成に貢献できる教科であるといえ
る。
一方で，食事を作ったり，ボタンをつけたりす
る生活実践に課題がみられた。また，商品選択や
計画的な購入といった消費生活における知識の活
用力に課題があることも明らかになった。21世紀
を担う子どもたちに必要な生活リテラシーと家庭
科教育のあり方について，今後一層検討していく
ことが求められる。

注１）「社会人」については，学会特別研究委員
会「家庭科未来プロジェクト」報告シリーズ１
に社会人調査の対象者を示している。
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全国調査の総括
男性の家庭生活における実践に影響を与えている
と推察される。
〇獲得した力は卒業後の意識・実践力につながる
家庭科で多様な学力を身につけたと考える人は，
男女ともにパートナーシップ実践度や生活リテラ
シー（説明は後述）が高く，とりわけ男性の場合
は，ジェンダー観，市民性意識の高さとも関連が
みられた。
以上により，男女必修家庭科は，その有用性へ
の評価に加え，履修後の生活における生活意識や
実践を高めるとともに，男女が協力して家庭を営
み子育てするパートナーシップの涵養に寄与する
ことが示唆された。
一方，以下のような課題もみられた。
・家庭科履修で獲得した力のうち，「生活に関わ
る知識・技能」「男女協力」の獲得率に比べ，「生
活に関わる社会問題の視点」「生活を科学的に
見つめる視点」が低く，獲得した力に差が生じ
ている。
・女子のみ必修世代の女性は，男女必修世代の女
性に比べ「生活を科学的に見つめる視点」を重
視していた。女子のみ必修家庭科は，扱う範囲
が衣食住中心で，知識・技術の習得に力点がお
かれていたこと，かつ４単位履修で実習・実験
の時間が確保できていたことが影響していると
推察される。

２　高校生調査にみる家庭科の可能性と課題
高校生調査の統計的分析を通して特に注目した
いのは以下の点である。
〇生活リテラシーは青年期の成長・成熟と関わる
本調査では，衣食住や時間管理の自立，共生・
協働や消費・環境等にかかわる実践力・活用力を
生活リテラシーと捉え，これらと他の意識との関
連を見た。その結果，日常生活における実践力・
活用力の高い生徒は，自己理解や自尊感情が高く，
ジェンダー平等の意識が高く，市民性，社会活動
への意欲も有意に高いことが明らかになった。
国際比較調査では日本の子供の自信や自尊心の
低さが指摘されている。また，ジェンダー平等の

日本家庭科教育学会では学会創立60周年を記念
して特別研究委員会を組織し，2016年に以下の２
つの全国調査を実施した。
１　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

２　家庭科の意義・役割や生活実態を探る高校
生調査

その結果の詳細は，第61巻第１号，２号，３号
（本報）にシリーズとして収録している。
ここでは，シリーズの冒頭で述べた調査の趣旨

にたちかえり，社会人と高校生対象の２つの調査
結果を横断的に俯瞰しながら，家庭科の成果や課
題について総括したい。
調査の目的は大きく次の２点であった。

①1994年の高校の男女必修開始から22年経過時点
での社会人827名（自由記述972名）の生活意識
や実践を把握し，「男女必修世代（調査時37歳
以下）」と「女子のみ必修世代」を比較すること
で男女必修家庭科の成果や課題を探る。

②高校生4302名の生活意識や実践，家庭科で獲得
する学力について把握するとともに，意識と実
践の関連を分析し，家庭科の特性や課題を明ら
かにする。
以下，調査目的と照らしながら特徴的な知見に

ついてみていく。

１　男女必修家庭科の成果と課題
社会人調査の統計的分析を通して特に注目した

いのは次の点である。
〇家庭科の「有用性」意識の高さ
高等学校で家庭科を学んだ社会人の約95％が

「学んでよかった」と回答しており，世代間にも
男女必修世代の性別間にも有意差はみられず，家
庭科は履修した社会人に肯定的に捉えられていた。
〇「パートナーシップ実践度」の高まり
日常生活に関わるパートナーシップの実践度は，

特に男性の場合，「協同の意決決定」「子育て参加
度」「家事の分担・協力」の３点について，男女
必修世代は，女子のみ必修世代に比べいずれの実
践度も有意に高かった。男女必修家庭科は，特に
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意識，市民性，社会活動への意欲の涵養は，学校
教育が教科を超えて共通に目指す方向である。本
調査結果は，家庭科で獲得する生活リテラシーが，
高校生の精神的な成長や社会的成熟と包括的に関
わっていることを示唆している。
〇「生活を総合的に学ぶ教科」へ教科観が変化
家庭科について「家事や身辺処理の仕方を学

ぶ」教科と捉える割合は，社会人，高校生ともに
高い。その一方で，「人間の生活について総合的，
実践的に学ぶ」「将来の結婚，子育ての知識技術を
習得する」「社会にも目を向け，家庭の在り方や
生き方を学ぶ」教科と捉える割合は，高校生の場
合いずれも社会人を上回っている。家庭科を，将
来や社会に目を向け生活について包括的に学ぶ教
科，と捉える見方が定着しつつあると考えられる。
1990年代以降の社会変化を背景とした家庭科の

学習内容や視点の広がり（消費，環境，高齢者，
福祉・共生等），思考・判断を重視する学力観の
変化，そして何よりも男女必修という履修形態に
より，教科が従来まとってきたジェンダー色が払
拭されたことが，家庭科の教科観に影響している
ものと思われる。
〇獲得した力の特徴と課題
家庭科で身についた力として「生活に関わる知

識・技能の習得」「男女の協力」「幼児，お年寄り，
障害のある人への理解」「将来への思考」「協働」
について，８割以上の生徒が肯定的に回答してい
る。その一方で，日常生活での自立や実践力・活
用力は６割前後であった。家庭科は，「手や体を
使って技術を身に付けたり，生活に役立つことを
学び，生きた勉強ができる」と認識されているが，
その力の日常生活での実践力は十分とはいえない。

３　学んで良かったこと，もっと学びたいこと
社会人の自由記述の分析を通して以下の特徴が

みられた。「学んでよかった」内容としては，世
代を超えて，衣生活，食生活をはじめ生活を支え
る基礎知識・技能の習得が挙げられていた。また，
「学んでよかった」視点としては，「男女必修世代」
は生活を多角的に捉え生活を見つめ直す視点を，
「女子のみ必修世代」は，生活の科学的な裏づけ
や基本的な考え方の獲得を挙げていた。「もっと

学びたかった」の記述は男女必修世代に多く，調
理技能や消費生活（男性），生活設計，税金や保険，
衣生活の技能（女性）など，30代子育て期の生活
のなかでの必要性が窺われた。
高校生の自由記述では，実習，とりわけ調理に
関わる実習への要望が７割を占め，実践的，主体
的な学びや，調べ学習への要望もみられた。
1999年の学習指導要領改訂において従来の４単
位科目に加え２単位の「家庭基礎」が新設された。
それ以降，受験重視の教育体制のもと，現在約７
割の高校が２単位で学んでいると推測される。本
調査の対象校も多くが２単位履修校であり，対象
校家庭科教員の殆どが授業時間の不足について指
摘していた。上記の高校生の要望は，実験・実習
時間が十分に確保できない現状が背景にある。

４　今後の課題
今回の高校生，社会人の調査を通じて，あらた
めて家庭科は，現在から未来へつながる個人の生
活意識や実践に関わりの深い学びであることが浮
き彫りになった。社会人の「家庭を持った今，（家
庭科の）重要性を強く感じている」「生涯を通じ
てよく生きる教科という認識が必要」（男女必修
世代・男性），「もっと時間数があるとよかった」
（男女必修世代・女性）等の声がこのことを象徴
している。
生徒が家庭科を通して，生活を包括的に捉える
視点を獲得するとともに，その裏づけとなる基礎
的な知識・技能やその活用方法を身につけ，実生
活の中で応用し展開していく。それを可能とする
ためには，生涯にわたって必要な生活能力を見据
え，家庭科の中で確実に獲得するための内容と方
法，必要な授業時数等について明らかにしていく
必要がある。多様な角度からの理論的，実証的研
究が今後の課題であろう。

最後になりましたが，本研究を実施するにあた
りアンケートにご回答いただきました全国の高校
生，家庭科教員，社会人の皆さま，そして調査の
実施にご協力いただいた大学関係者や企業，関連
組織の皆様に心より感謝申し上げます。
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