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PB3・PB4 課題研究
PB5・PB6 最終報告会

PC1・PC2 zoom

PD1・PD2 回答閲覧
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PE1・PE2

PF1・PF2

PF3・PG1

PG2・PG3

PH1・PH2

PH3・PH0

第5次課題研究

説明会

ポスター発表

質疑応答

課題研究
最終報告会

zoom

2020年度大会（オンライン開催）タイムテーブル　～ 研究発表閲覧上の注意事項と質疑応答の仕方 ～

　すべての研究発表、課題研究報告のビデオ及びpdf資料は著作権保護のため、ダウンロードをできないように処理をし
ております。
　しかし、参加者のみなさまが視聴するディスプレイ上の動画や映像のキャプチャを制限することは技術的にできませ
ん。参加者のみなさまの研究者倫理に委ねられておりますので、今大会のすべてのビデオ、pdf資料のキャプチャ、複
製、公開をなさらないようお願いいたします。

11日（金） 12日（土） 13日（日）
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8:00

回答確認11:00 11:00

12:00 12:00　開会あいさつ 12:00

質問締切

13:00 13:00
大会
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サイト

web上の

コメント
機能
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理事会
zoom

若手の会
zoom14:00

公開期間 質問期間 回答期間
12:00　閉会あいさつ

14:00

15:00 15:00
地区会

代表者会議

zoom

18:00 18:00

19:00 19:00

16:00 16:00

17:00 17:00

20:00 20:00

回答期間

発表者は13日（日）10：00までに、web
上のコメント欄の質問に回答を記入してく
ださい。

回答閲覧

この時間までに質問に対する回答が入力さ
れていますので、web上で回答を閲覧する

ことができます。
途中経過でよければいつでも閲覧すること
ができます。

課題研究最終報告への質問には、13日の報

告会でリアルタイムで回答し、その後指定
討論を行います。

24:00 24:00

公開期間

口頭発表ビデオ・ポスター発表原稿・課題
研究最終報告会ビデオをオンデマンドで公
開します。
期間中は視聴したい発表をいつでも視聴す
ることができます。

質問期間

質問者は12日（土）18：00までに、web
上のコメント欄に質問を記入してくださ
い。
質問を記入する際は、所属・氏名をご記入
ください。(課題研究最終報告会への質問も

ポスター発表はpdf原稿のリンクのみになっ

てしまいますので、zoomによるリアルタイ

ムでの質疑応答を行います。
発表者は指定の時間までに必ず入室して
ください。

重要



口頭発表 

 

研究発表 
 

口頭発表 

（開催期間中は音声付きビデオをいつでも視聴できます） 

 
家族・生活設計 
 
[OA1] 小中学生の生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因 

〇加賀 恵子1、鈴木 真由子2、奥谷 めぐみ3、大本 久美子2  
(1. 弘前大学教育学部、2. 大阪教育大学、3. 福岡教育大学教育学部) 
 

[OA2] 小学生と中学生の幼児に対する意識の違い 
〇西岡 里奈1、倉持 清美2 
 (1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部) 

 
食生活 
 
[OB1] 一人一台タブレット端末（Chromebook）におけるクラウドを活用した調理実習 

―五感で感じる調理を目指して― 
〇有友 愛子1、和田 早苗2  
(1. お茶の水女子大学附属中学校、2. 白鷗大学教育学部（非）) 
 

[OB2] VRを活用した火の学び教材の加熱調理における学習効果 
―女子中学生、高校生を対象として― 
〇清水 彩子1、丸山 智美1、河原 ゆう子2  
(1. 金城学院大学生活環境学部、2. 東邦ガス株式会社技術研究所) 
 

[OB3] 飲み比べ、削って学ぶ「かつおだし」の授業における生徒の学び 
―社会的認識を獲得するプロセス― 
〇望月 朋子1、河村 美穂2  
(1. 静岡県富士市立田子浦中学校、2. 埼玉大学 教育学部) 
 

[OB4] 高校生の食生活の実態と影響を及ぼす要因 
―家庭科教育における指導法の検討― 
〇中尾 凪沙1、藤田 智子2  
(1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部) 

 
[OB5] 中学校技術・家庭 家庭分野食生活領域における目標・指導・評価が一体となったデジタル教材の開発と学習効果

の検証 
―改訂版ブルーム・タキソノミーの理論を参考にして― 
〇村田 晋太朗1、菊地 英明2、山本 亜紀子3  
(1. 大阪教育大学、2. 東京学芸大学附属国際中等教育学校、3. 大阪府寝屋川市立第五中学校) 

 



口頭発表 

 

 
衣生活 
 
[OC1] 「家庭科」被服製作で用いる定規に関する検討 

〇末弘 由佳理1、𠮷𠮷井  美奈子2、藤澤  泰行3  
(1. 武庫川女子大学生活環境学部 、2. 武庫川女子大学教育学部、3. 神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校) 

 
[OC2] 被服教育におけるデジタル教材 

－新型コロナウイルスに伴うオンライン授業時の教材利用－ 
〇末弘 由佳理1、𠮷𠮷井  美奈子 2  
(1. 武庫川女子大学生活環境学部 、2. 武庫川女子大学教育学部) 

 
[OC3] 家庭科教育におけるデジタル教材 

―Webで活用する「基礎縫い」教材の製作― 
〇𠮷𠮷井 美奈子1、末弘 由佳理2、藤澤 泰行3  
(1. 武庫川女子大学教育学部、2. 武庫川女子大学生活環境学部、3. 神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校) 

 
[OC4] 「刺し子」学習における裁縫技能実態と学習効果 

―製作物の経時的観察と質問紙調査による製作学習過程の分析― 
〇山中 大子1、寳達 佑美2、川端 博子3  
(1. 東京学芸大学大学院 (院生)、2. 東京都町田市立南成瀬中学校、3. 埼玉大学) 

 
 
消費・環境 
 
[OE1] SDGsの視点から家庭科の学びを捉えなおす対話的な学習の試み 

〇土屋 善和1、千葉 眞智子2  
(1. 琉球大学教育学部、2. 捜真女学校) 

 
  



口頭発表 

 

 
学習指導方法・カリキュラム 
 
[OF1] 通信制高校家庭科における添削指導の実態 

―アンケート調査から― 
〇辰濃 菜穂1、永田 智子2  
(1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学) 

 
[OF2] 学習指導要領からみた家庭科と各教科のかかわり 

〇黒光 貴峰1、西尾 幸一郎2  
(1. 鹿児島大学教育学部、2. 山口大学教育学部) 

 
[OF3] 福井県繊維関連産業と連携した教育活動の価値と課題 

―家庭科の指導法を実践的に学ぶアクティブラーニングプロジェクトの背景― 
〇末川 和代1  
(1. 福井大学教育学部) 

 
[OF4] アメリカ家庭科教科書における学習課題“Active Learning”に関する一考察 

―目標と指導と評価の一体化の観点より― 
〇村田 晋太朗1、岸田 蘭子2  
(1. 大阪教育大学、2. 京都市総合教育センター) 

 
 
国際化 
 
[OG1] 中国における「労働技術教育」の学習実態と学習者の意識 

―広東省広州市の高校生に対する質問紙調査から― 
〇霍 雨佳1、小林 裕子2、永田 智子3  
(1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学院（院生）、3. 兵庫教育大学) 

 
[OG2] 教科横断型の探究的な学び（グローバル・ヒューマン学）についての考察 

〇和田 欣子1、吉本 敏子2、磯部 由香3 
 (1. ユマニテク医療福祉大学校、2. 三重大学教育学部（非）、3. 三重大学教育学部) 

 
 
教員養成・教員研修 
 
[OH1] 学び続ける家庭科教員のためのオンライン・ナレッジ・マネジメント 

―遠隔開催研修会からの考察― 
〇堀内 かおる1、中西 佐知子2 
 (1. 横浜国立大学教育学部、2. 東京学芸大学大学院 (院生)) 

 
[OH2] 中学校家庭科教師の教材選択プロセスの検討 

〇兼安 章子1  
(1. 福岡教育大学大学院教育学研究科)  



ポスター発表 

 

研究発表 
 

ポスター発表 

（大会期間中はは音声無し資料はいつでも閲覧できます） 

（各研究に示した時間は Zoom による質疑応答時間です） 

 
 
家族・生活設計 

ＰＡ１：9:00-9:15  座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 
[PA1] ケアリングの視点からみた中学校家庭科の「幼児とのふれあい体験」授業の検討 

〇藤井 志保1、伊藤 圭子2 
 (1. 広島大学附属三原中学校、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科) 

 
ＰＡ２：9:15-9:30  座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 

[PA2] 家庭や地域との連携・協働を促す高等学校家庭科学習の試み 
―「背守り」刺繍体験講座への参加実践の成果― 
〇梶山 曜子1、中村 誉子1、魏 暁敏1、竹吉 昭人1、正保 正惠2、村上 かおり3、鈴木 明子3  
(1. 広島大学大学院（院生）、2. 福山市立大学、3. 広島大学大学院人間社会科学研究科) 

 
ＰＡ３：9:30-9:45  座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 

[PA3] 青年の生活観タイプと未来の家庭展望との関連 
―未来の家庭展望形成を促す家庭科への示唆― 
〇渡辺 朗生1、今川 真治2 
 (1. 広島大学大学院（院生）、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科) 

 
ＰＡ４：9:45-10:00 座長：石垣 和恵（山形大学） 

[PA4] 幼児とのふれ合い体験に防災教育を関連づけた授業実践 
〇西尾 幸一郎1、黒光 貴峰2  
(1. 山口大学教育学部、2. 鹿児島大学教育学部)  
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食生活 

ＰＢ１：10:00-10:15  座長：石垣 和恵（山形大学） 
[PB1] 中学校家庭科「災害時の食」教育に関するモジュール学習教材の開発 

〇小林 裕子1、永田 智子2 
 (1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学院) 

 
ＰＢ２：10:15-10:30  座長：石垣 和恵（山形大学） 

[PB2] 孤食対策事業「ふれあい食堂」調理ボランティア活動を通したSDGsへの取り組み 
〇皆川 勝子1、福井 典代2  
(1. 松山東雲短期大学食物栄養学科、2. 鳴門教育大学) 

 
ＰＢ３：10:30-10:45  座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

[PB3] 可逆性サーモシールを用いた調理実習の授業における安全教育 
〇安川 あけみ1、加賀 恵子1 
 (1. 弘前大学教育学部) 

 
ＰＢ４：10:45-11:00  座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

[PB4] AQA『食事の準備と栄養』の教科書に現れる「実践的活動（Practical activity）」の特徴 
〇渡瀬 典子1  
(1. 東京学芸大学) 

 
ＰＢ５：11:00-11:15  座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

[PB5] 教員養成系大学における食物アレルギーとアナフィラキシーに関する授業実践と検討 
〇平 和香子1  
(1. 都留文科大学教養学部) 

 
ＰＢ６：11:15-11:30  座長：磯﨑 尚子（富山大学） 

[PB6] 中学校の学校給食における残食量に関する研究 
〇川邊 淳子1 
 (1. 北海道教育大学教育学部旭川校) 

 
 
衣生活 

ＰＣ１：11:30-11:45  座長：磯﨑 尚子（富山大学） 
[PC1] オンライン製作実習「刺し子」の実践課題 

―大学生へのインタビューと質問紙調査の分析― 
〇山中 大子1、川端 博子2 
 (1. 東京学芸大学大学院 (院生)、2. 埼玉大学) 

 
ＰＣ２：11:45-12:00  座長：磯﨑 尚子（富山大学） 

[PC2] 生活を豊かにするための布を用いた物の製作における「袋」の題材研究 
〇都甲 由紀子1 
 (1. 大分大学教育学部) 
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住生活 

ＰＤ１：13:00-13:15  座長：星野 洋美（常葉大学） 
[PD1] 鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間の基礎知識と特徴の把握に関する授業実践 

〇飯野 由香利1、渡邉 彩子2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5 
 (1. 新潟大学教育学部、2. 新潟大学附属長岡中学校 、3. 静岡大学学術院教育学領域 、4. 浦和大学こども学

部 、5. 埼玉県さいたま市立城北中学校 ) 
 

ＰＤ２：13:15-13:30  座長：星野 洋美（常葉大学） 
[PD2] 鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間の特徴と整え方に関する授業実践 

〇渡邉 彩子1、飯野 由香利2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5  
(1. 新潟大学附属長岡中学校、2. 新潟大学教育学部、3. 静岡大学学術院教育学領域、4. 浦和大学こども学部、5. 
埼玉県さいたま市立城北中学校) 

 
ＰＤ３：13:30-13:45  座長：星野 洋美（常葉大学） 

[PD3] 伝統文化に関する家庭科の教材研究 
〇弘下 由菜1 
 (1. 広島大学大学院（院生）) 

 
ＰＤ４：13:45-14:00  座長：吉岡 良江（津市立東観中学校） 

[PD4] 小学校教員を対象とした清掃指導に関するアンケート調査 
―学校清掃と家庭科における指導観の違い― 
〇萬羽 郁子1、藤田 智子1、渡瀬 典子1、西岡 里奈2 
 (1. 東京学芸大学教育学部、2. 東京学芸大学附属小金井小学校) 

 
 
消費・環境 

ＰＥ１：14:00-14:15  座長：吉岡 良江（津市立東観中学校） 
[PE1] グローバルな視点で地域課題をみつめる高校環境学習の一考察 

―石川県金沢市のごみリサイクル活動を事例の中心として― 
〇手塚 貴子1 
 (1. 金沢星稜大学女子短期大学部) 

 
ＰＥ２：14:15-14:30  座長：吉岡 良江（津市立東観中学校） 

[PE2] SDGsの達成に向けた家庭科における消費生活・環境領域の学習の実態 
―長野県Ｎ中学校生徒における意識調査をもとに― 
〇市川 幸奈1、鄭 暁静2  
(1. 信州大学大学院（院生）、2. 信州大学教育学部) 
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学習指導方法・カリキュラム 

ＰＦ１：14:30-14:45  座長：永田 智子（兵庫教育大学） 
[PF1] 高校家庭科におけるプロジェクト学習（H・Pと学校家庭クラブ活動）の課題 

〇野中 美津技1、佐藤 真紀子2、亀井 佑子3、志村 結美4、有川 亜希子5、高橋 礼子6  
(1. 茨城大学教育学部、2. 東京都立忍岡高等学校、3. 愛国学園短期大学、4. 山梨大学教育学部、5. 東京都立美原

高等学校、6. 三輪田学園中学校・高等学校) 
 

ＰＦ２：14:45-15:00  座長：永田 智子（兵庫教育大学） 
[PF2] 中学校家庭科における学習意欲を高める授業の検討 

―キャリア教育の視点から― 
〇渡邉 綾馨1、志村 結美2 
 (1. 山梨県甲斐市立竜王北中学校、2. 山梨大学大学院総合研究部教育学域) 

 
ＰＦ３：15:00-15:15  座長：永田 智子（兵庫教育大学） 

[PF3] 中学校家庭科における自己調整学習を用いた授業の検討 
―題材「簡単な日常食を調理しよう」をもとに― 
〇桒原 知恵1、伊藤 圭子2 
 (1. 広島大学大学院(院生)、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科) 

 
 
国際化 

ＰＧ１：15:15-15:30  座長：福井 典代（鳴門教育大学） 
[PG1] 国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業検討 

〇西村 芹菜1、志村 結美2 
 (1. 富山県砺波市立出町小学校、2. 山梨大学教育学部) 

 
ＰＧ２：15:30-15:45  座長：福井 典代（鳴門教育大学） 

[PG2] 家庭科教育における生活文化の研究 
―高校家庭科教科書の衣生活と住生活の文化に関する記述調査から― 
志村 結美1、楢府 暢子2、阿部 睦子3、亀井 佑子4、〇仙波 圭子5、仲田 郁子6  
(1. 山梨大学教育学部、2. 法政大学中学高等学校（非）、3. お茶の水女子大学附属高等学校（非）、4. 愛国学園短

期大学、5. 女子栄養大学（元）、6. 國學院大學栃木短期大学) 
 

ＰＧ３：15:45-16:00  座長：福井 典代（鳴門教育大学） 
[PG3] 多文化共生の視点を導入した中学校技術・家庭科家庭分野における衣文化の授業 

〇上野 顕子1、星野 洋美2  
(1. 金城学院大学生活環境学部、2. 常葉大学教育学部) 

 
  



ポスター発表 

 

 
教員養成・教員研修 

ＰＨ１：16:00-16:15  座長：浅井 玲子（琉球大学） 
[PH1] 継続的授業研究による教師の変容に焦点をあてた小学校家庭科授業の発話分析 

〇貴志 倫子1、安永 真寿美2 
 (1. 福岡教育大学教育学部、2. 久留米市教育委員会) 

 
ＰＨ２：16:15-16:30  座長：浅井 玲子（琉球大学） 

[PH2] 家庭科教諭が配置されていない中学校における家庭科の現状と課題 
―宮崎県における小規模校の実態を中心に― 
〇伊波 富久美1  
(1. 宮崎大学大学院教育学研究科) 

 
ＰＨ３：16:30-16:45  座長：浅井 玲子（琉球大学） 

[PH3] 高校家庭科教師の自主的な研修の効果と今後の課題 
〇若月 温美1、仲田 郁子2 
 (1. 東葉高校、2. 國學院大學栃木短期大学) 
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課題研究最終報告会 
 

12 月 13 日（日）10：30~12：00 Zoom による質問回答・指定討論 

（開催期間中は音声付きビデオをいつでも視聴できます） 

 
第4次課題研究 最終報告会  
全体テーマ：未来を支える力と家庭科 
 
趣 旨 
新学習指導要領が順次実施され，次世代の教育のあり方が問われています。家庭科では，未来を支える力として，少子高齢社会

に対応する力や生活課題の解決に必要な社会参画力，持続可能な社会を構築する力，生活文化の継承・創造などが示されていま

す。このような動向に対し第４次課題研究（2018～2020年）では，二つのテーマで研究が進められてきました。一つは，家庭科

で育てる学力（資質・能力）の整理を理論的に進め，教科の本質を追求する授業研究により，学校教育における家庭科の意義・役

割を明らかにする研究，もう一つは，学校現場の抱える課題解決とこれからの教育を担う指導力を備えた家庭科教員養成・研修

の実践やカリキュラムの研究です。 
今回，最終報告会として，各研究グループの研究成果を会員で共有し，研究のさらなる展開と家庭科教育の取り組むべき課題

を皆さんと一緒に考えたいと思っております。  
 
指定討論者 岡 陽子（佐賀大学大学院） 
      高木 幸子（新潟大学）  
 
報 告   
テーマ１ 家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調査・実証研究 
 
１－１ 「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む中学校家庭分野での授業つくりの検討 
            報告者：葛川 幸恵（横浜市立鴨志田中学校） 
１－２ 高校家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調査・実証研究 
           報告者：野中 美津技（茨城大学教育学部）  
 
テーマ２ 家庭科教員養成に関する調査・実証研究 
 
２－１B  国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査－教員と学生の家庭科観の比較とカリキュラム等の現状－ 
           報告者：黒光 貴峰（鹿児島大学教育学部） 
２－１A  国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査  学生の家庭科観の実態とその変容要因  
           報告者：手塚 貴子（金沢星稜大学女子短期大学部） 
 ２－２ 家庭科教員研修に関する実態と課題 
           報告者：志村 結美（山梨大学大学院総合研究部教育学域） 
  
参加の方法 
最終報告発表と質問の受付： 
音声付きスライドショーを視聴下さい。各発表へのご質問は，コメント機能をご利用下さい。頂いた質問に対し，下記の要領に



課題研究最終報告会 
 

 

て各グループよりリアルタイムで回答や発表の補足を行い，テーマごとに指定討論いただきます。時間に限りがございますので，

ご質問によっては，コメント機能を通じた回答となる場合や，他の質問とまとめた形で回答される場合もあり得ます。ご了解下

さい。  
 
質問への回答と指定討論： 
 2020年12月12日(日) 
  10:30～12:10 Zoomミーティングによる実施 
  10:20～    参加者の接続承認開始 
      10:30～    開会の辞 
      10:35～11:00 テーマ１質問への回答（１－１，１－２）  
      11:00～11:10 テーマ１の指定討論者 岡 陽子先生（佐賀大学大学院）  
      11:10～11:45 テーマ２質問への回答（２－１B,２－１A，２－２） 
      11:45～11:55 テーマ２の指定討論者 高木 幸子先生（新潟大学） 
      11:55～12:10 閉会の辞 学会長による大会閉会の挨拶 
 
演題番号と研究メンバーの詳細： 
[R1] 「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む中学校家庭分野での授業つくりの検討 

〇葛川 幸恵1、浅野 和子2、西田 寛子3、小橋 和子4、桑原 智美5、工藤 由貴子6  
(1. 神奈川県横浜市立鴨志田中学校、2. 神奈川県横浜市立港南中学校、3. 神奈川県横浜市立樽町中学校、4. 岡山県岡山市

立福浜中学校、5. 東京学芸大附属高等学校、6. 横浜国立大学（元）) 
 
[R2] 高校家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調査・実証研究 

〇野中 美津技1、谷 昌之2、仲田 郁子3、岩﨑 香織4、齋藤 和可子5、三沢 徳枝6、若月 温美7、吉野 淳子8  
(1. 茨城大学教育学部、2. 大阪府立天王寺高等学校、3. 國學院大學栃木短期大学、4. 東京家政大学家政学部、5. 中央大学

附属中学校・高等学校、6. 川口短期大学 子ども学科、7. 東葉高等学校、8. 埼玉県立越谷総合技術高等学校) 
 
[R3] 国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査 

―教員と学生の家庭科観の比較とカリキュラム等の現状― 
〇黒光 貴峰1、小倉 育代2、鎌田 浩子3、鈴木 明子4、妹尾 理子5、室 雅子6、加賀 恵子7、小清水 貴子8、手塚 貴
子9、村上 睦美10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14  
(1. 鹿児島大学教育学部、2. 大阪教育大学教育学部（非）、3. 北海道教育大学教育学部、4. 広島大学大学院人間社会科学

研究科、5. 香川大学教育学部、6. 椙山女学園大学教育学部、7. 弘前大学教育学部、8. 静岡大学教育学部、9. 金沢星稜大

学女子短期大学部経営実務科、10. 奈良教育大学、11. 愛知教育大学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大

学大学院総合研究部教育学域、14. 学校法人柴田学園) 
 
[R4] 国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査 

―学生の家庭科観の実態とその変容要因― 
〇手塚 貴子1、加賀 恵子2、小清水 貴子3、村上 睦美4、小倉 育代5、鎌田 浩子6、黒光 貴峰7、鈴木 明子8、妹尾 
理子9、室 雅子10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14  
(1. 金沢星稜大学女子短期大学部、2. 弘前大学教育学部、3. 静岡大学教育学部、4. 奈良教育大学、5. 大阪教育大学教育学

部（非）、6. 北海道教育大学教育学部、7. 鹿児島大学教育学部、8. 広島大学大学院人間社会科学研究科、9. 香川大学教育

学部、10. 椙山女学園大学教育学部、11. 愛知教育大学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総合

研究部教育学域、14. 学校法人柴田学園) 
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[R5] 家庭科教員研修に関する実態と課題 

〇志村 結美1、青木 香保里2、木村 紀子3、日景 弥生4、小倉 育代5、加賀 恵子6、鎌田 浩子7、黒光 貴峰8、小清

水 貴子9、鈴木 明子10、妹尾 理子11、手塚 貴子12、村上 睦美13、室 雅子14  
(1. 山梨大学大学院総合研究部教育学域、2. 愛知教育大学教育学部、3. 青森県立青森西高等学校、4. 学校法人柴田学園、

5. 大阪教育大学教育学部(非）、6. 弘前大学教育学部、7. 北海道教育大学教育学部、8. 鹿児島大学教育学部、9. 静岡大学

教育学部、10. 広島大学大学院人間社会科学研究科、11. 香川大学教育学部、12. 金沢星稜大学女子短期大学部経営実務

科、13. 奈良教育大学、14. 椙山女学園大学教育学部) 
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会期を通じた開催

口頭発表

家族・生活設計

小中学生の生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因

〇加賀 恵子1、鈴木 真由子2、奥谷 めぐみ3、大本 久美子2

（1. 弘前大学教育学部、2. 大阪教育大学、3. 福岡教育大学

教育学部）

[OA1]

小学生と中学生の幼児に対する意識の違い

〇西岡 里奈1、倉持 清美2 （1. 東京学芸大学大学院

（院生）、2. 東京学芸大学教育学部）

[OA2]

口頭発表

食生活

一人一台タブレット端末（ Chromebook）における

クラウドを活用した調理実習

〇有友 愛子1、和田 早苗2 （1. お茶の水女子大学附属中学

校、2. 白鷗大学教育学部（非））

[OB1]

VRを活用した火の学び教材の加熱調理における学習

効果

〇清水 彩子1、丸山 智美1、河原 ゆう子2 （1. 金城学院大学

生活環境学部、2. 東邦ガス株式会社技術研究所）

[OB2]

飲み比べ、削って学ぶ「かつおだし」の授業におけ

る生徒の学び

〇望月 朋子1、河村 美穂2 （1. 静岡県富士市立田子浦中学

校、2. 埼玉大学教育学部）

[OB3]

高校生の食生活の実態と影響を及ぼす要因

〇中尾 凪沙1、藤田 智子2 （1. 東京学芸大学大学院

（院生）、2. 東京学芸大学教育学部）

[OB4]

中学校技術・家庭 家庭分野食生活領域における目

標・指導・評価が一体となったデジタル教材の開発

と学習効果の検証

〇村田 晋太朗1、菊地 英明2、山本 亜紀子3 （1. 大阪教育大

学、2. 東京学芸大学附属国際中等教育学校、3. 大阪府寝屋

川市立第五中学校）

[OB5]

口頭発表

衣生活

「家庭科」被服製作で用いる定規に関する検討

〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子2、藤澤　泰行3 （1. 武庫川

女子大学生活環境学部　、2. 武庫川女子大学教育学部、3.

神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校　）

[OC1]

被服教育におけるデジタル教材

〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子　2 （1. 武庫川女子大学生活

環境学部　、2. 武庫川女子大学教育学部）

[OC2]

家庭科教育におけるデジタル教材[OC3]

〇𠮷井 美奈子1、末弘 由佳理2、藤澤 泰行3 （1. 武庫川女子

大学教育学部、2. 武庫川女子大学生活環境学部、3. 神奈川

県川崎市立川崎高等学校附属中学校）

「刺し子」学習における裁縫技能実態と学習効果

〇山中 大子1、寳達 佑美2、川端 博子3 （1. 東京学芸大学大

学院(院生)、2. 東京都町田市立南成瀬中学校、3. 埼玉大

学）

[OC4]

口頭発表

消費・環境

SDGsの視点から家庭科の学びを捉えなおす対話的な

学習の試み

〇土屋 善和1、千葉 眞智子2 （1. 琉球大学教育学部、2.

捜真女学校）

[OE1]

口頭発表

学習指導方法・カリキュラム

通信制高校家庭科における添削指導の実態―アン

ケート調査から―

〇辰濃 菜穂1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院

（院生）、2. 兵庫教育大学）

[OF1]

学習指導要領からみた家庭科と各教科のかかわり

〇黒光 貴峰1、西尾 幸一郎2 （1. 鹿児島大学教育学部、2.

山口大学教育学部）

[OF2]

福井県繊維関連産業と連携した教育活動の価値と課題

〇末川 和代1 （1. 福井大学教育学部）

[OF3]

アメリカ家庭科教科書における学習課題“ Active

Learning”に関する一考察

〇村田 晋太朗1、岸田 蘭子2 （1. 大阪教育大学、2. 京都市

総合教育センター）

[OF4]

口頭発表

国際化

中国における「労働技術教育」の学習実態と学習者

の意識

〇霍 雨佳1、小林 裕子2、永田 智子3 （1. 兵庫教育大学大学

院（院生）、2. 兵庫教育大学大学大学院（院生）、3. 兵庫

教育大学）

[OG1]

教科横断型の探究的な学び（グローバル・ヒューマ

ン学）についての考察

〇和田 欣子1、吉本 敏子2、磯部 由香3 （1. ユマニテク医療

福祉大学校、2. 三重大学教育学部（非）、3. 三重大学教育

学部）

[OG2]

口頭発表

教員養成・教員研修
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学び続ける家庭科教員のためのオンライン・ナ

レッジ・マネジメント

〇堀内 かおる1、中西 佐知子2 （1. 横浜国立大学教育学

部、2. 東京学芸大学大学院(院生)）

[OH1]

中学校家庭科教師の教材選択プロセスの検討

〇兼安 章子1 （1. 福岡教育大学大学院教育学研究科）

[OH2]



[OA1]

[OA2]
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口頭発表

家族・生活設計
 

 
小中学生の生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因 
〇加賀 恵子1、鈴木 真由子2、奥谷 めぐみ3、大本 久美子2 （1. 弘前大学教育学部、2. 大阪教育大学、3.
福岡教育大学教育学部） 
小学生と中学生の幼児に対する意識の違い 
〇西岡 里奈1、倉持 清美2 （1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部） 



[OA1]

[OA2]
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小中学生の生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因
〇加賀 恵子1、鈴木 真由子2、奥谷 めぐみ3、大本 久美子2 （1. 弘前大学教育学部、2. 大阪教育大学、3. 福岡教育
大学教育学部）
キーワード：生活設計リテラシー、小中学生、性役割観、ジェンダーバイアス、危機意識
 
 
【目的】　20世紀後半からの情報技術革新に起因する社会経済の国際化や雇用の多様化・流動化は，子供の将来
の捉え方に影響を及ぼし，自分の将来に明るい希望をもてない子供の存在が問題とされている。また，2022年民
法改正施行により18歳で生活管理や生活設計能力がある成年とみなされることに伴って，子供が生活設計につい
て学ぶ機会を保障されないままに大人になることが危惧されている。こうしたことを背景に，中学校家庭科の学
習に生活設計にかかわる内容が新設され，生活設計リテラシーを育成するための家庭科教材及びカリキュラムの
開発は急務となった。筆者らはこれまでの研究で，生活設計リテラシーを人間関係形成・社会形成能力，自己理
解・自己管理能力，課題対応力，キャリアデザイン能力から捉え，これら4つの能力には相互に関連が見られるこ
と，中学生の生活設計リテラシーには性差が認められ，男子の得点が低い傾向にあることなどを明らかにしてき
た１）。　 
本稿では，生活設計リテラシーを育成する家庭科教材やカリキュラム開発への示唆を得るために，小中学生の生
活設計リテラシーに影響を及ぼす要因を明らかにすることを目的とする。 
【方法】　大阪府の小学校３校(国立)，中学校3校(国立)の児童生徒1721名を対象に実施した質問紙調査1)をもと
に，生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因として性役割に対する意識，ジェンダーバイアスに関する意識，生
活のリスクに対する危機意識を設定し，以下の手順で分析した。まず，生活設計リテラシーに対する認識の程度
を4件法で尋ねた結果を認識の程度の高い順に4～1点で得点化，学校段階別・性別に平均値を算出した。次に 
(1)性役割に対する意識：4項目に対する認識の程度を4件法で尋ねた結果を認識の程度の低い順に４～1点で得点
化した。平均値±σで3群に分け，上位群(内面化の低い群)と下位群(内面化の高い群)の生活設計リテラシーの得点
を比較した。(2)ジェンダーバイアスに関する意識：6項目に対する認識の程度を4件法で尋ね，両方に必要
(2点)，どちらかに必要(1点)，両方必要でない(0点)で得点化し，12点満点の者をジェンダーフリー群，12点未満
の者をジェンダーバイアス群として，生活設計リテラシーの得点を比較した。(3)生活のリスクに対する危機意識
：5項目に対する認識の程度を4件法で尋ねた結果を危機意識の高い順に４～1点で得点化した。平均値±σで3群に
分け，上位群と下位群の生活設計リテラシーの得点を比較した。なお，数量的分析は BellCurve for
Excel(version3.21)を用いてｔ検定により行った。 
【結果】　調査対象者全体では，(1)性役割に対する意識：生活設計リテラシーの得点には性役割に対する意識の
上位群と下位群の間に統計的な有意差は認められなかった。(2)ジェンダーバイアスに関する意識：人間関係形
成・社会形成能力，自己理解・自己管理能力，課題対応力の得点には有意差が認められ，ジェダーフリー群の方
がジェダーバイアス群に比べ高かった。(3)生活のリスクに対する危機意識：人間関係形成・社会形成能力，課題
対応力，キャリアデザイン能力の得点には有意差が認められ，危機意識の上位群の方が下位群に比べ高
かった。また，小学女子と中学女子，小学男子と中学男子の比較では，生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因
の群の得点の高低に一部逆転が認められた。さらに，逆転が表出した能力には性による違いが認められた。 
　今後の課題は，コホート分析によって生活設計リテラシーに影響を及ぼす要因について詳細な分析を行うこと
で生活設計に関わる学習課題を把握し，生活設計リテラシーを育成するための家庭科教材及びカリキュラムを開
発することである。 
1)鈴木，加賀，大本，奥谷．(2019)．「 Factors Affecting a positive Attitude Planning among
Students」． ARAHE2019， Abstracts, 173．
 
 

小学生と中学生の幼児に対する意識の違い
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〇西岡 里奈1、倉持 清美2 （1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部）
キーワード：家庭科、小学校、家族・家庭生活、異年齢交流、中学校
 
 
＜背景と目的＞ 
　平成29年度に学習指導要領が改訂され、小学校学習指導要領解説家庭編には「幼児又は低学年の児童や高齢者
など異なる世代の人々と関わることができるよう配慮する。」と新たに記載された。　一方、中学校学習指導要
領解説技術・家庭編家庭分野では、以前からも幼児とふれ合うなどの活動について記述され、幼児の発達と生活
の特徴や遊びなど指導内容が具体的に示されている。 
　また、中学生と幼児との関りや幼児に対する意識などの研究も行われ、ふれあい体験を中核とした保育学習に
ついての検討がすすめられている。しかし、小学校家庭科で「幼児又は低学年児童との関わり」についての研究
は管見の限り少なく、小学生と中学生の幼児についての意識の違いを検討した研究も少ない。令和2年度より小学
校で新学習指導要領が全面実施されたなかで、今後、小学校でも幼児との交流を行うこと鑑みると、小学校と中
学校で系統性をもって学んでいくために、それぞれの発達段階の特徴や幼児に対する意識を明らかにすることは
重要である。 
　そこで本研究では、中学生と小学生が幼児に対してどのように考えているのかを調査し、発達段階による相違
を明らかにし、各々の学校段階で配慮する事項を検討することを目的とする。 
 
＜研究方法＞ 
小学校と中学校で質問紙調査を行い、幼児に対する意識の違いを検討する。 
①研究対象：東京都内の小学校六年生　全９８名 
　東京都内の中学校三年生　全１５１名 
②調査時期：小学生2019年10月上旬、中学生2019年6月下旬 
③調査内容：養護性について　１３項目 
　幼児に対するイメージについて　１１項目 
　幼児と関わることについて　８項目 
※共に「そう思う」から「そう思わない」の４件法で回答を求めた。 
 
＜結果と考察＞ 
　質問紙を集計しｔ検定を行った結果、幼児に対するイメージで有意な差が見られたものは、「かわい
い」「守ってあげたい」「かしこい」「無邪気である」であった。どの項目も中学生のほうが高く、幼児に対し
て親しみをもって肯定的に捉えていることがわかった。中学生のほうが、幼児とは年齢差があるため、余裕を
もって、幼児を捉えられるのかもしれない。また、幼児に対する扱いづらさについては、「邪魔である」「わず
らわしい」で有意な差がみられ、いずれも小学生のほうが高く、小学生のほうが幼児に対して扱いづらいイ
メージをもっていることがわかった。小学校段階では、きょうだい関係や普段の生活の中で幼児と関わる機会が
中学生よりもあるため、扱いづらさについて感じる機会が多いのではないかと考える。 
　幼児と関わることについては、「楽しい」「うれしい」で有意な差が見られ、中学生の方が高かった。ま
た、関わることに対する不安については、中学生の方が有意に高かった。このことから、中学生の方が幼児と関
わることを肯定的に感じている一方で、不安にも感じていることがわかった。これは、小学生よりも中学生方が
周りや自分の行動を客観的に見ることができ、幼児に対しても年長者として責任感をもって関わろうとするから
ではないかと考える。 
　以上の結果から、小学生に対しては年長者として余裕をもって接することができるようなふれあい体験が必要
であり、そのために、事前の学習を工夫するような取り組みを考えなくてはならないといえるだろう。また、中
学生については、不安を解消できるようなふれあい体験の工夫と、解消の方法について共有していくような実践
が求められる。今後は、そのような授業実践を行い、その効果について検証していきたい。
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口頭発表

食生活
 

 
一人一台タブレット端末（ Chromebook）におけるクラウドを活用した調理実
習 
〇有友 愛子1、和田 早苗2 （1. お茶の水女子大学附属中学校、2. 白鷗大学教育学部（非）） 
VRを活用した火の学び教材の加熱調理における学習効果 
〇清水 彩子1、丸山 智美1、河原 ゆう子2 （1. 金城学院大学生活環境学部、2. 東邦ガス株式会社技術研究
所） 
飲み比べ、削って学ぶ「かつおだし」の授業における生徒の学び 
〇望月 朋子1、河村 美穂2 （1. 静岡県富士市立田子浦中学校、2. 埼玉大学教育学部） 
高校生の食生活の実態と影響を及ぼす要因 
〇中尾 凪沙1、藤田 智子2 （1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部） 
中学校技術・家庭 家庭分野食生活領域における目標・指導・評価が一体と
なったデジタル教材の開発と学習効果の検証 
〇村田 晋太朗1、菊地 英明2、山本 亜紀子3 （1. 大阪教育大学、2. 東京学芸大学附属国際中等教育学
校、3. 大阪府寝屋川市立第五中学校） 
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一人一台タブレット端末（ Chromebook）におけるクラウドを活用
した調理実習

五感で感じる調理を目指して
〇有友 愛子1、和田 早苗2 （1. お茶の水女子大学附属中学校、2. 白鷗大学教育学部（非））
キーワード：ICT、クラウド、Chromebook、だし、五感
 
 
［目的］ 
　調理実習では、五感を活用して見た目や匂いの変化等の調理による食材の変化に着目させ、なぜそのような変
化が起こったかについて自分自身が感じたことを既習の知識と関連付けて考えさせたい。発表者らは、和食の味
の基本であるだし取りの実習でふり返りの学習場面でそれぞれが五感を活用して観察して得た情報にウェアラブ
ルカメラの動画や色差計で測定したデータを活用して根拠を考える授業デザインが調理実習の見通しを持たせる
ために有効であることを報告た(2018)。本報告では、このだし取りの実習を題材として、一人一台タブレット端
末（ Chromebook）でクラウド（ G Suite for Education）を活用した調理実習の可能性を探究した。 
 
［方法］ 
　すまし仕立ての汁物に適しただしを目指して昆布とかつお節の一番だしを取る実習で、取り組みの内容を一人
一台タブレット端末を用いてクラウドで共有した。クラウドでは、スプレッドシート（表計算ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）で「だ
しの透明度」「お吸い物の塩分濃度」「五感で感じたこと」について整理・共有する。「だしの透明度」は、ハ
ンディタイプの濁度計で測定した数値を表に入力すると自動的に棒グラフに反映され、班ごとのだしを並べた写
真を挿入して「視覚化」することで情報を比較しやすいようにした。「お吸い物の塩分濃度」は、混合だしに薄
口しょうゆで調味した塩分濃度を生徒一人一人が塩分計で測定した数値を表に入力すると自動的に棒グラフに反
映される。「五感で感じたこと」は、昆布とかつお節の一番だしとさらにしょうゆで調味をして感じたことをテ
キスト入力して味の調和を整理したりした。実習後は、学習の復習としてフォーム（ｱﾝｹｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）によるク
イズに挑戦してクラスの結果をクラウドで共有し、ウェアラブルカメラ（ GoPro）で撮影した動画をクラウドの
アルバムで共有して自分のグループの動画やスプレッドシートにまとめられた情報を比較しながら、すまし仕立
ての汁物に適した澄んだだしをとるために気を付けることをまとめさせた。授業の様子を観察し、スプレッド
シートのデータやワークシートの記述をテキスト分析した。 
 
［結果］ 
　クラウドを活用した情報共有によって、学習活動をリアルタイムに共有できる内容量と速さが著しく増加し
た。特に、実習で得られた多くの情報が視覚化でき、リアルタイムに共有化されることで、自分のグループの結
果に対してその根拠を明らかにしようとする意欲の高まりが見られた。これまで「だしの透明度」は、全ての結
果が揃うまで一人一人の手元に届けられずタイムラグがあった。しかし、クラウドを使用することで数値が入力
された瞬間にスプレッドシートのデータが更新され、数値やグラフを確認することができ「共有化」の学習効果
が高まった。 
　また、ウェアラブルカメラで撮影した調理動画をクラウドで共有することで、グループ同士の比較が容易に
なった。それにより、振り返りの学習としてすまし仕立ての汁物に適した澄んだだしをとるために気を付けるこ
とを考える際、「だしの透明度」の結果をもとに比較するグループを選び調理動画を視聴し、根拠について話し
合いを深める様子が見られた。生徒が調理科学的な視点で主体的に様々な情報を関連付けて比較・評価する様子
が見られた。テキスト分析の結果、「かつお節を入れる」「昆布を取り出す」「沸騰の様子」「温度や火加減の
調整」等について整理していることが分かった。授業後、生徒が家庭で自主的に取り組んだ事例の中には、一番
だしと二番だしの違いに興味を持ち、比較実験をして確かめたという報告もあった。 
　一人一台タブレット端末でのクラウドを活用した学習環境で調理による食材の変化に五感を活用して着目さ
せ、複数の情報をリアルタイムに「視覚化」「共有化」し、なぜそのような変化が起こったかについて考えを深
めていくことで、調理のコツをつかみ、調理に対する興味・関心や自信につながる学習活動が充実することが示
唆された。
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VRを活用した火の学び教材の加熱調理における学習効果
女子中学生、高校生を対象として
〇清水 彩子1、丸山 智美1、河原 ゆう子2 （1. 金城学院大学生活環境学部、2. 東邦ガス株式会社技術研究所）
キーワード：火の扱い、仮想現実、ルーブリック、心拍数
 
 
【目的】中学校、高等学校の調理実習、特に火を扱う操作については、生徒の家庭での経験不足や、授業時間数
の不足などから、学校での教育には多くの課題があることが指摘されてきた。 
　そこで我々は「どこでも楽しく安全に火の取扱いを学べる」をコンセプトにオムレツ調理を題材とした VR教材
を開発し、高校生では調理実習前に座学講義および VR教材を体験することにより、安全性の確認や調理中の火の
取扱いについて、学習効果が得られることを見出した。 
　本研究では、中学生にも対象年齢を広げ女子中学生と高校生の学習効果を検討することを目的とした。さらに
VR以外の学習教材も使用することで、学習教材による学習効果の差異も検討した。 
【方法】被験者は、愛知県内の女子中学生27名、高校生25名の計52名である。学習教材として、オムレツ調理を
題材として調理行動ごとの注意点をポイントとしてゲーム要素をもたせた VR教材と、実際のオムレツ調理を
VTRで視聴するのみの VTR教材を使用した。 
　調査実施の約1か月前に自記入式アンケートで火の取扱いに対する経験値を調査し、火の取扱いに慣れている
群、不慣れな群にわけた。その経験値群および中学生、高校生を均等に、学習教材未体験グループ（学習教材を
体験せず調理実習）、 VR教材グループ（ VR体験後、調理実習）、 VTR教材グループ（ VTR視聴後、調理実
習）の3グループに割り振った。 
　調理行動の評価は、オムレツ調理時間の計測、調理準備から調理の準備、着火、加熱、片付け等を項目とした
調理中の行動のルーブリックによる採点とした。さらに調理実習は火や刃物を扱うため、安全・危機管理は不可
欠で常に慎重に緊張感をもって取り組むことが求められることから、緊張感の評価として心拍数、唾液アミ
ラーゼ活性を測定した。 
ルーブリックは、家庭科教諭もしくは管理栄養士の有資格者2～3名の評価者によって評価を行った。心拍数の測
定にはウェアラブルトラッカー（ Polar）を使用し、心拍変動パラメータとして調理実習中の標準偏差と変動係数
を算出し解析に用いた。唾液アミラーゼ活性は、唾液アミラーゼモニター（ニプロ）を使用し、調理実習前後に
測定した。 
　統計処理は、 IBM SPSS Ver.25を使用し、有意水準は5％未満とした。 本研究は金城学院大学ヒトを対象とす
る研究に関する倫理審査委員会の承認を得て実施した。（ H18010号） 
【結果・考察】ルーブリック得点は、調理前、調理中の安全確認の項目において VTR教材グループで有意に得点
が高かった。調理直前の VTRを視聴により容易に安全な行動を把握でき、記憶の新しいうちに調理を行ったた
め、評価点が高くなったと考えられる。しかし、火に不慣れな群では VTR視聴後でも点数は高くならず、 VTR視
聴前にはある程度の知識や経験が必要だと考えられた。 
　心拍変動パラメータの標準偏差と変動係数の変化量を解析した結果、 VR教材グループの中学生の調理前から加
熱調理時における標準偏差変化量が、未体験グループ比べて有意に低くなった。また、変動係数変化量も VR教材
グループではマイナス値となり、未体験グループとの間に有意差が認められた。これらの結果は、加熱調理時に
緊張感が高まっていることを示すため、 VR教材を体験することは、特に中学生において加熱調理時の緊張感を高
めるのに効果があると考えられる。唾液アミラーゼ活性は、 VR教材グループにおいて、火の扱いに不慣れ群
が、慣れ群よりも実習前後の変化量が有意に大きくなり、より緊張感をもって取り組んでいることが示唆され
た。 
　以上の結果から、 VTR教材の視聴は、調理実習直前のデモンストレーションとして、一定の学習効果があると
考えられた。また VR教材は特に中学生や火に不慣れな群において、調理実習に必要な慎重さや緊張感をもたせる
ために有効な教材であることが示された。
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飲み比べ、削って学ぶ「かつおだし」の授業における生徒の学び
社会的認識を獲得するプロセス
〇望月 朋子1、河村 美穂2 （1. 静岡県富士市立田子浦中学校、2. 埼玉大学教育学部）
キーワード：かつおぶし、体験、社会的認識
 
 
研究目的 
　地域の産業として根づいているかつおぶしの製造工場の方に講師を依頼しかつおだしを調理して飲み比べたり
枯節を削った体験をした。その後の授業で調べ学習や発表会を行った。この一連の学習で生徒が社会的認識をど
のように獲得していくのか、実態を見ていくこととした。 
 
研究方法 
　対象とした授業は2019年11月～2020年2月に静岡県東部公立中学校１年生1クラス30名（男子13名、女子
17人）に実施した「かつおぶしだしをくわしく知ろう」（全８時間）である。単元は以下のように構成した。第
１時：かつおぶしの飲み比べ・削る体験、第２時：調理実習の計画（とうふとみつばのすまし汁）第３時：調理
実習、第４時：調理実習の振り返り・調べ学習のテーマ決め、第５時：調べ学習、第６時：調べ学習のまとめ
（ミニ新聞）と発表原稿づくり、第７時：調べ学習発表会、第８時：調べ学習のまとめ 
　授業前（2019年11月）と授業後（2020年2月）に同一の質問紙調査を実施した。調査項目は以下の3つであ
る。調査にあたっては、対象生徒に対して事前に研究目的等を説明し、了承を得て行った。 
（１）だしに関する経験について：「あなたはどのようなだしを使って、どのような料理を食べましたか」とい
う設問で、5種類のだし（けずりぶし、花かつお・かつお節、にぼし、こんぶ、だしの素）についてよく食べる
（週1回以上）、食べる（食べる）、食べない、よくわからない・知らないの4つの中から選択し回答をさせ
た。よく食べる、食べると答えた生徒には料理名について記入を求めた。 
（２）かつおぶしについて知っていることについて：「かつおぶしについてあなたが知っていることを書いてく
ださい」と問いかけ、生徒に自由に記述させた。　 
（３）かつおぶしのイメージについて「かつおぶしについてイメージすること（連想すること）を書いてくださ
い」と生徒に問いかけた。あらかじめ「かつおぶし」という単語のみを中心に記した用紙に、生徒に自由に連想
をさせた。事後は事前に記入をした用紙に追加させイメージがどのように膨らんだか読みとることとした。 
 
結果と考察 
（１）だしに関する経験については、5種類のだしのうち最も使用したり食べたりするだしは「だしのもとだ
し」であった。「花かつお・かつおぶしだし」は、授業前がよく食べる・食べる生徒が10人、食べない生徒が
5人、わからない生徒が15人であった。授業後は、それぞれ17人、7人、6人であった。学びの後に「花かつ
お・かつおぶしだし」を認識できる生徒が増加していた。 
（２）かつお節に関して知っていること、わかったことを生徒に自由記述させたところ、授業前の総記述数は
63であった。食べ方に関する記述が最も多く記述数は36であった。授業後の総記述数は77で、このうち生産・加
工に関する記述数が37で最も多かった。生徒のかつおぶしの見方に変容があったと推察できた。 
（３）イメージマップの単語数に着目すると、授業前は226語（平均7.5語）から授業後に508語（平均
16.9語）と増加していた。そこで単語数の増加に着目し、平均増加数の割合が多い生徒10人を Aグループ、中程
度の生徒13人を Bグループ、少ない生徒4人を Cグループとして３つに分類した。増加した単語数の平均は Aグ
ループ16.1、 Bグループ7.3、 Cグループ0であった。 
増加した単語のうち、学習内容を反映したと思われる単語数は、 Aグループ15.1、 Bグループ4.0であった。 
　さらにこの単語に着目しながらイメージマップを詳細に見ていくと、 Aグループのイメージマップには特徴があ
り、学んだこと同士を関連付け、全体を見渡すことができるようになっていると推測できた。これは社会的な事
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象を認識している状態と考えられる。
 
 

高校生の食生活の実態と影響を及ぼす要因
家庭科教育における指導法の検討
〇中尾 凪沙1、藤田 智子2 （1. 東京学芸大学大学院（院生）、2. 東京学芸大学教育学部）
キーワード：家庭科教育、食行動、生活時間、高校生
 
 
【目的】高校生の食生活の実態について、朝食を毎日食べる者の割合は70％であること（農林中央金
庫,2017）、食生活と健康との関係性の重要性は理解しているが、朝食欠食、不規則な食事時間などの問題がある
こと（中出ら,2006）などが指摘されている。高校生の時期は、「生活環境の変化の中、食生活の自立に向けた重
要な時期」と位置付けられる（千葉県,2016）ことからも、高等学校家庭科の授業において、食の栄養に関する学
習と、学習内容の定着を図ることが重要である。食行動に関する要因は、大きく「社会環境要因」と「個人要
因」に分けられ、個人要因には「食に対する価値観」「食に関する知識」「調理技術」「生活時間」があること
が指摘されている（太田,2017）。高校生は、学校の授業のほかにも、部活動や塾、アルバイトなどが生活の大部
分であり、それらの時間が食生活に対し影響を与えていると考えられる。しかし、高校生の食行動と生活時間の
関連性について着目した研究は少ない。そこで本研究では、食行動に影響を及ぼす要因として、特に生活時間に
着目し、高校生の食生活の実態を明らかにしたうえで、家庭科教育の食分野の授業における指導法を検討するこ
とを目的とする。なお、「食行動」について、栄養教育においては、「いつ、どこで、どのように食べるかと
いった食生活の送り方」として分類している（赤松,2017）ことから、本研究においては「食行動」を「何をどの
ように摂取するか」という食に関する行動として扱う。 
 
【方法】調査方法及び調査対象:埼玉県の公立高校（ A校、 B校の計2校）に通う高校生751名（ A校322名、 B校
429名）を対象に、2020年4月～6月に、無記名自記式質問紙調査を行った。回収率は96.7％（ A校92.2％、 B校
100％）、有効回答率は96.6%（ A校92.2％、 B校99.3％）であった。調査は、家庭基礎学習前の生徒を対象に
行った。質問紙調査内容:高校生の「食行動」に関する質問項目計14項目について質問した。また、「食行動」に
影響を及ぼす要因を検討するため、「調理技術（６項目）」「生活時間（7項目）」「食に対する価値観（11項
目）」「食に関する知識（12項目）」について質問した。 
 
【結果】高校生の「食行動」について、因子分析を行ったところ、４つの因子に分かれ、「栄養バランスの良い
規則正しい食事の摂取」「間食の摂取」「食事に関する手伝いの実施」「ジャンクフードの摂取」と命名し
た。それぞれの食行動を従属変数とし、「食に対する価値観」「食に関する知識」「調理技術」「生活時
間」「学校属性」を独立変数とする重回帰分析を行った。分析の結果、「栄養バランスの良い規則正しい食事の
摂取」得点に対し、「食に関する価値観」の下位尺度のすべてが影響を及ぼしていたほか、「睡眠時間」「自由
時間」「外出時間（平日）」「帰宅時間（平日）」が影響を与えていた。このことから、食に対する価値観
は、高校生が栄養バランスの良い食事を規則正しく摂取することに大きな影響を与えていること、生活時間が高
校生の食事内容や食事の規則性と関連があることが明らかとなった。「間食の摂取」得点、「ジャンクフードの
摂取」得点に対しては、「嗜好性重視」得点と「自由時間」が影響を与えていたことから、間食の摂取は、嗜好
性や自由時間の有無と関係があるといえる。また、「食事に関する手伝いの実施」得点には、「調理技術」が影
響を与えており、調理技術が食事の手伝いに関係があることが考えられた。さらに今回の分析において、「食に
関する知識」は、食行動に有意な影響をもたらしていなかったことから、食に関する知識の実際の食行動への影
響は弱いことが分かった。これらの結果から、家庭科の授業においては、食品や栄養に関する知識を教えるだけ
ではなく、生徒の食事への価値観にアプローチするような授業や、生徒の生活時間と関連付けた授業を行うこと
が重要であると考えられる。
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中学校技術・家庭 家庭分野食生活領域における目標・指導・評価が
一体となったデジタル教材の開発と学習効果の検証

改訂版ブルーム・タキソノミーの理論を参考にして
〇村田 晋太朗1、菊地 英明2、山本 亜紀子3 （1. 大阪教育大学、2. 東京学芸大学附属国際中等教育学校、3. 大阪府
寝屋川市立第五中学校）
キーワード：中学校技術・家庭　家庭分野、デジタル教材、目標と指導と評価の一体化
 
 
目的 
 
新型コロナウイルスの感染拡大により，新型コロナウイルス感染症対策本部は全国の小学校・中学校・高等学
校・特別支援学校において，令和2年3月2日より一斉に休校措置を行った．その後，6月ごろより，多くの学校で
は分散登校を経て，現在では通常授業に戻っている．休校中は，各学校の教員が主導して，学習の保障を目的に
「マスクの作り方」などのデジタル教材を作成し，家庭での視聴を促した．また，小学校家庭科向け番組「カテ
イカ」や高校講座「家庭総合」のように， NHKの番組をインターネットを活用して視聴することも勧められ
た．今後も，様々な状況に対応していくため，学校での学習と家庭での学習を適切に組み合わせて指導計画を検
討する必要がある． 
 
そこで，本研究では，デジタル教材の少ない中学校家庭科を対象した，目標と指導（学習内容）と評価（学習課
題）が一体となったデジタル教材を開発し，その学習効果について検証することとした．本研究では，食生活領
域に限定して教材を作成した．また，教材では，基本的な知識を理解することに特化して作成した． 
 
方法 
 
デジタル教材の目標及び評価については， Anderson et al.(2001)が開発した「改訂版ブルーム・タキソノ
ミー」の理論にある「理解する」7つの姿を用いて設定した．学習内容については，学習指導要領及び現行の教科
書より，知識を抽出し，一教材につき一つの知識を扱うように作成した． 
 
デジタル教材を使用した授業は，大阪府 A中学校及び大阪府 B中学校の2校で実施した．用意した教材のうち，
A中学校では9本を， B 中学校では6本を視聴して，課題に取り組んでもらった．なお，事前の食生活の基本的な
知識やスキルに関する診断的評価(矢野,1988を参考に質問紙を作成)の結果では，両校に有意な差は確認されな
かった．そのため，学習前の両校の生徒の食生活に関する基本的な知識やスキルを同程度として考察する． 
 
教材を用いた学習の効果について，動画を視聴したのちに取り組ませたワークシートへの記入及び動画に関する
質問紙調査を整理し，分析を行う．ワークシートについては，記入率や正答率を集計し，動画の理解について考
察を行う．質問紙調査は，目標の達成度，動画のわかりやすさ，知識の活用度について，「そう思う」から「そ
う思わない」までの4件法で準備した． 
 
結果 
 
ワークシートの結果より，課題の性質によって，未回答率や正答率に差が確認された．例えば，「五大栄養素を
３つの働きに分類しましょう」のように，単語を適切に分類する課題は，正答率は高かった．一方，「３つの
「食事の役割」それぞれを，あなたの食生活の経験を使って説明しましょう．」のように，具体的な生活場面を
例示する課題は未回答率や正答率は他の課題に比べて低い傾向にあった．課題の難易度によって成果に差が生じ
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ているといえる． 
 
動画視聴後の質問紙調査より，どの動画も目標の達成度，理解度などは高い結果であった．有意な差は確認され
なかったが，動画の時間が長いものは低い傾向にあった． 
 
結果として，質問紙調査における理解度は高い結果にあったため，動画内容は理解できたものの，言語力の影響
もあり，表現しにくい生徒がいることが示唆された．今後は，回答しやすい課題設定について検討し，教材の理
解がより適切に評価できる方法について検討していきた．
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口頭発表

衣生活
 

 
「家庭科」被服製作で用いる定規に関する検討 
〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子2、藤澤　泰行3 （1. 武庫川女子大学生活環境学部　、2. 武庫川女子大学
教育学部、3. 神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校　） 
被服教育におけるデジタル教材 
〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子　2 （1. 武庫川女子大学生活環境学部　、2. 武庫川女子大学教育学部） 
家庭科教育におけるデジタル教材 
〇𠮷井 美奈子1、末弘 由佳理2、藤澤 泰行3 （1. 武庫川女子大学教育学部、2. 武庫川女子大学生活環境
学部、3. 神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校） 
「刺し子」学習における裁縫技能実態と学習効果 
〇山中 大子1、寳達 佑美2、川端 博子3 （1. 東京学芸大学大学院(院生)、2. 東京都町田市立南成瀬中学
校、3. 埼玉大学） 
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「家庭科」被服製作で用いる定規に関する検討
〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子2、藤澤　泰行3 （1. 武庫川女子大学生活環境学部　、2. 武庫川女子大学教育学
部、3. 神奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校　）
キーワード：竹尺、方眼定規、被服製作 、左手利き、物差し　
 
 
【目的】小学校，中学校，高等学校の被服製作実習の中で，縫い線（出来上がり線）や裁断線をしるす際に竹製
の定規1)（以下，竹尺とする）を使用することが多い。竹尺はプラスチック製の定規（以下，方眼定規とする）と
比較して，耐久性に優れ，長期的に使用するには大変優れた材質であると言えるが，経年により湾曲が増し，中
央部分が浮くという現象が特に丈の長い竹尺に頻繁に生じる。昨今の生徒たちは衣服事情の変化等の側面から被
服製作における体験不足と言えるが，布に線をひくというような縫製前の作業においても同様であり，使い慣れ
ていない竹尺故の扱いにくさが苦手意識を増長する一因となっている感がある。 
　本研究では，苦手意識の芽生えを防止する策を教育の一環として考慮することを目的として，従来から使用さ
れている道具だけではなく，家庭科の被服製作分野において児童・生徒にとって使い慣れたプラスチック定規を
用いることを提案し，取り組みやすさやきれいな線がひけることの側面で検討することとした。 
 
【方法】竹尺，方眼定規の2種を使用して，平行線をひき，ひかれた平行線が直線であるかどうか，正確な平行線
となっているかについて検証を行い，また，使いやすいかについてアンケート調査を行った。対象者は，家政学
部系（被服分野）の3，4年生16名，教育学部系3，4年生13名の計29名である。 
よこ25㎝，たて5㎝の長方形を印刷した用紙を検査対象者に配布し，竹尺，方眼定規を用いてそれぞれ5回，長方
形内部に2.5㎝の平行線をひくように指示した。 スキャナー（ EPSON GT-S630）を用いて，（1）で得た検査用
紙をパソコンに取り込み，アパレル CADソフト（東レ株式会社 クレアコンポⅡ）上で平行線に接線をひき，接線
が複数本になる場合の折れ点数をカウントし，直線性を測定した。また，たて線とよこ線の接点の角度を計測
し，この値をずれ量とした。 検査終了後，各定規の使いやすさ等（目盛りの読みやすさ，線のひきやすさ，定規
色（使いやすさ），利き手の力，反利き手の力，総体的使いやすさ，線の美しさ（自己評価），衣服の製図する
際に用いたい，布に線を書く際に用いたい，平面的なものの計測に用いたい，立体的なものの計測に用いた
い）について5件法によりアンケート調査を実施した。 
 
【結果】ずれ量に関しては，0～0.4度に集中しており，竹尺と方眼定規による差はみられず，いずれの定規を用
いた場合においても左右に記されたたて線に対して直角に平行線をひこうとしていることがうかがえた。一方で
折れ点に関しては両者に差がみられ，折れ点0点では，方眼定規でひいた場合に9倍，折れ点1点では1.3倍で
あった。折れ点2点以上においては，竹尺の方に出現率が高く，折れ点2点では6倍，折れ点3点では5倍，折れ点
4点では3倍，折れ点5点では3.7倍，折れ点6～8点は竹尺のみであり，方眼定規を使用した方が平行線の直線性が
高い結果であった。使いやすさに関するアンケート調査では，「反利き手の力」を除く，10項目で方眼定規の平
均値が高く，使用感においては，方眼定規の方が高評価であった。自由記述には，（方眼定規は）透明であるこ
とによる線のひきやすさ，竹尺は厚みがあり，鉛筆を斜めにすると定規から離れた位置に線がひかれる，竹尺の
湾曲を反利き手で押さえる力が必要であり，使いにくい等の意見があった。 
 
【注】1）目盛りの開始位置が端からになっているか否かを以って物差しと定規を区別するが，本稿ではその区別
をせず総称して定規とした。竹尺は目盛りが端からのものが大半であるため，物差しに分類され，方眼定規は両
者が存在する。
 
 

被服教育におけるデジタル教材
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－新型コロナウイルスに伴うオンライン授業時の教材利用－
〇末弘 由佳理1、𠮷井　美奈子　2 （1. 武庫川女子大学生活環境学部　、2. 武庫川女子大学教育学部）
キーワード：オンライン授業、ICT、基礎縫い、被服製作　
 
 
【目的】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され，武庫川女子大学（以下，本学とする）の所在地で
ある兵庫県は2020年4月7日から緊急事態措置を実施すべき7区域に指定された。自粛生活を余儀なくされ，各大
学において授業のオンライン化が進み，多くの大学でオンライン授業を実施することで教育の場を保証すること
となった。 
　本学では，縫製技術の基礎となるテクニック27種類についての動画，音声，説明文，写真およびイラストを含
んだ基礎縫いに関するデジタル教材1)（以下，本教材とする）を作成し，2013年度から使用を開始しており，追
加・修正等の改編を経て，現在に至っている。本研究では，新型コロナウイルスの影響によるオンライン授業実
施期間中の本教材の使用の実態と使用感を調査することを目的とした。 
【方法】中学校，高等学校，大学（本学以外）で本教材を使用してくださった先生方に使用感に関するアン
ケート調査を行った（対象者は5名）。また，内1名の先生にインタビュー調査を依頼し，インタビュー形式で使
用感及び今後の課題を抽出した。 
【結果】（1）アンケート調査 
①5校（1中学，2高等学校，2大学）中，27種のテクニックの中から，全体の6割以上の学校が使用したもの
は，「並縫い」「本返し縫い」「半返し縫い」「千鳥がけ」「まつり縫い」「玉どめ」「玉結び」「待ち針の打
ち方/とめ方」「ボタンのつけ方」の9種であった。27種中にはミシンを使用した基礎縫いも入れているが，ここ
では，それらの使用率は低く，手縫いの使用率が高かったが，各家庭でのミシンの有無による不平等を起こさな
いことを配慮し，教材を選定されたことがうかがえた。 
②理解のしやすさについての設問（5段階評価）では，平均値が4.4であった。その理由として，「文字と声を合
わせて注意点が入っていることが大変分かりやすかった」「校種別，利き手別になっていたこと」「動画再生を
一時停止でき，いつでも見ることができ，復習できる」などの意見があった。また，5名中2名の先生から左利き
版の有効性についての記載があった。 
③デジタル教材のメリットとして，繰り返し閲覧が挙げられ，デメリットとしては，一斉説明の必要性が薄れる
ことやネットワーク環境の必要性が挙げられた。 
（2）インタビュー調査 
　インタビュー対象者は大学教員であり，当該大学は5月の1か月間が遠隔授業，6月から対面授業形式の実施で
あった。 
①スマートフォンでの閲覧者が大半であり，「まつり縫い」「千鳥掛け」は細部が見えないとの意見が出さ
れ，本教材のみでは仕上げることのできない学生が居た。6月からの対面授業において完成に至った。しかしなが
ら，今回のように対面が不可能な状態で学期スタートとなった場合には，特に有効な教材であった。 
②対面授業再開後，スーシャルディスタンスを確保する意味で個人指導に課題があったが，本教材を学生が閲覧
することで個々に理解を深めることができた。 
③今後の動画教材の使用については，授業開始前の予習として本教材を使用し，アイテム製作に取り組む時間を
増やすことができ，対面授業として運営する上でも有効な教材である。 
④上級学年の学生の復習に用いられることは有効であること，また左利き者はクラスに1人程度居るため，左利き
版の動画があることがとてもありがたい。 
　以上のような意見が得られた。動画のサイズにおいては，パソコンで見ることを基本として作成していた感が
あったが，スマートフォンでの閲覧者が多い現状に合わせて，拡大した動画の作成をする予定である。デジタル
教材の最大のメリットは繰り返し閲覧であり，個々の学びを保証することができ，個別最適化2)を推進する上でも
本教材は有効であると言えよう。 
【引用文献】 
1）武庫川女子大学家庭科教材,https://www.mukogawa-u.ac.jp/~kateika/kyozai_digital.html 
2）文部科学省， https://www.mext.go.jp/a_menu/other/1413144_00001.htm
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家庭科教育におけるデジタル教材
― Webで活用する「基礎縫い」教材の製作―
〇𠮷井 美奈子1、末弘 由佳理2、藤澤 泰行3 （1. 武庫川女子大学教育学部、2. 武庫川女子大学生活環境学部、3. 神
奈川県川崎市立川崎高等学校附属中学校）
キーワード：デジタル教材、ICT、基礎縫い、被服製作、左利き
 
 
【目的】 
　近年，家庭科教員を目指す学生であっても被服製作における体験不足が原因で，苦手意識を持っていたり，実
際に被服製作がうまく進められなかったりするケースが増えている。これは，小・中・高等学校の学習指導要領
の変遷や既製服時代を生きる現代の衣服事情等によるものが大きく，今後も改善される状況は見込めないだろ
う。加えて，学校の授業時間数も減少しており，被服製作に割ける時間が十分に取れなくなってきたことか
ら，自宅での予習，復習が欠かせなくなった。更に，2020年度はコロナ禍の影響もあり，更に被服実習について
の授業時間が十分に確保できない状況が続いている。しかし，被服製作は，書籍などの資料をみて自宅で予習を
行うことが難しい。そのことから，インターネット上で自由に活用できる基礎縫い教材を作成することとした。 
　被服製作への苦手意識の克服等，学生の一助となる教材として，縫製技術の基礎となるテクニック（20種
類）についての動画，音声，説明文，写真およびイラストを含んだ形のデジタル教材（2013年作， Web掲載）1)

を修正する形で，これまでは閲覧不可であったスマートフォンでの閲覧を可能な状態にして Webに掲載し， PCや
スマートフォン，タブレット等で活用できる教材へと改編した。 
【方法】 
　PC，スマートフォン，タブレットで閲覧可能な状態で Webに載せる被服教材を Webで公開する。また，公開
した教材のホームページを在学生，卒業生らに実際に見てもらい，2020年4月に Webアンケートによる調査を
行った。32名による回答があった。いずれも回答は女性である。 
【結果及び考察】 
　デジタル教材に必要な基礎縫いについてのイラストや動画は，一部を除いて引き継いだ。ただし，動画につい
ては再編集を行い，読みやすいテロップを付けるなどの良化を行った。また，左手利きの児童生徒が増えてきて
いる現状から，左手利き用のページも用意した。音声については，再収録した。何度か実際に載せたものを確認
して修正を行った。 
　完成したデジタル教材を Web上で公開し，在学生や卒業生に評価してもらったところ，学生（教育学部系
43.8%，教育学部系以外18.8％）と就業者37.5%から回答が得られた。裁縫が得意だと答えた人は56.2%で，得
意ではない人は21.9%であった。「この教材を裁縫時に使ってみたいか」と尋ねた質問には，87.5%が使ってみた
いと答えていた。その理由は「分かりやすい」というものが多く，動画があることで理解できていない部分を確
認できるからという理由がみられた。その理由としては，イラストがある（静止画がある）ことで，細かいとこ
ろも分かることや，動画を自分のペースで確認することができるからという回答があった。 
　Webサイトに掲載したデジタル教材は，家庭学習にも活用できることなどから，反転型授業や流行性感染症が
起きた際の自宅学習などにも活用できる。課題としては，インターネット環境，動画のパケット通信料などの通
信料負担などが家庭によって難しい場合があること，学校などで活用するにしてもインフラ整備が前提条件とな
ることがある。そして，動画配信サービスを現在のところ無料サービスに頼っているが（ YouTube），規約改正
などで有料化や公開停止などになった場合，別の対策を取らなければならなくなるリスクもある。 
　今後は，実際に家庭科教育に関わっておられる小・中・高等学校の先生方にも試してもらい，ご意見を伺いな
がら修正していきたい。 
　本研究を行うにあたって，武庫川女子大学研究支援員の堀口真弓さんに大変お世話になりました。この場をお
借りして，お礼を申し上げます。 
【引用文献】 
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1)『被服教育における「基礎縫い」デジタル教材の開発』末弘由佳理，本田クミ，大西かおり，中尾時枝，生活
環境学研究 Vol.2，武庫川女子大学 pp.38-41 (2014)
 
 

「刺し子」学習における裁縫技能実態と学習効果
製作物の経時的観察と質問紙調査による製作学習過程の分析
〇山中 大子1、寳達 佑美2、川端 博子3 （1. 東京学芸大学大学院(院生)、2. 東京都町田市立南成瀬中学校、3. 埼玉
大学）
キーワード：刺し子、手縫い、製作実習、縫製技能、手指の巧緻性
 
 
【研究目的】 
 
「刺し子」を用いた製作学習は小・中・高等学校家庭科において近年広く行われている。本研究では「刺し
子」学習について、製作物に見られる縫製技能を経時的に測定し、作品製作と学習効果の関連を技能的側面から
明らかにすることを目的とする。 
 
【研究対象】 
 
　対象者は、公立中学校1年144名（男76名・女68名）である。生活を豊かにするものづくりを学習目標とした
「刺し子」を用いた袋の製作（計13時間）では、段染め刺し子糸と刺繍針を用いて教材布に「刺し子」技法で柄
を縫いあげ、ミシンで一重の巾着袋に仕立てることが課題である。そのうち、2019年7月から11月に行われた
「刺し子」縫い（計7時間）を調査対象とした。 
 
教材は、針目が全面に印刷されている約30cm×70cmの紺色平織綿布の入った製作セットを使用した。生徒は「刺
し子」で縫う図案を自由にデザインした。 
 
【研究方法】 
 
作品観察：生徒の縫製技能の実態を明らかにするために、作品経過観察を5回行った。測定項目は縫い目の数、玉
結び・玉どめの出来栄えと個数である。 
 
糸結びテスト：手指の巧緻性を推定するために、授業実施前と「刺し子」6時間後に、同形式の糸結びテストを
行った。10cmの20番木綿糸を5分間にこま結びでいくつ結べるかをテストした。 
 
質問紙調査：学習の効果を明らかにするために、「刺し子」を6時間終えた後、質問紙調査を行った。「刺し
子」学習の前後で自分の変化したところを自由に記述することを求めた。加えて、「刺し子」学習を生活へ発展
させる姿勢を問う質問項目を設定した。 
 
【結果と考察】 
 
1）製作物に見られた縫製技能の実態 
 
授業1時間あたりの「刺し子」時間は35～40分である。授業後に研究者が製作物を観察し、生徒各人の縫えた目
の累積数を数え、その平均値を算出した。授業3時間で表目157.5目（約99.2cm）、5時間で表目277.8目（約
175.0cm）、8時間で表目471.5目（約297.0cm）程度が、現代の中学1年生が授業で縫える平均的な量として捉
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えられる。1時間当たりの縫い目数は授業が進むにつれて増加していく傾向にあったが、「刺し子」第5時以降は
縫い目数が安定した。縫い目数には大きな個人差があった。縫い目が少ない生徒は、玉結び・玉どめの技能的困
難を抱えている場合が多かった。その困難は製作時間を重ねても解決することはなかった。 
 
　2）「刺し子」学習の効果と縫製技能（製作物の縫い目数）の関連 
 
「刺し子」学習を通して生徒自身が感じた成長・変化の自由記述では主に、縫製技能向上と精神的成長に関する
内容が見られた。縫い目の多少に関わらず、多くの生徒（100人）が主観的な縫製技能の成長を実感していた。集
中力（11人）、コミュニケーション力（6人）、創造力（6人）の涵養など、精神的成長について記述した生徒
は、縫い目が多い傾向だった。多く縫う事で、技能的側面だけでなく精神的側面の成長も実感されることが示唆
された。変化や成長が「なし」と記述した生徒は、縫い目が少ない傾向にあった。縫った目が少ないと、自己の
成長を実感しにくいことが示唆された。 
 
糸結びテストの全体の平均値は、学習前の8.3個から学習後の10.1個に上昇した。「刺し子」学習の効果とし
て、手指の巧緻性の向上が明らかになった。作品完成後の意識調査では、「刺し子」学習の効果として、学習を
生活に発展させる姿勢に肯定的な回答傾向が見られた。この2つの学習効果も、製作物の縫い目数が多いほど有意
に高かった。学習効果を獲得する手段としても、縫製技能を身につけスムーズに縫うための指導の工夫が必要で
ある。
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口頭発表

消費・環境
 

 
SDGsの視点から家庭科の学びを捉えなおす対話的な学習の試み 
〇土屋 善和1、千葉 眞智子2 （1. 琉球大学教育学部、2. 捜真女学校） 
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SDGsの視点から家庭科の学びを捉えなおす対話的な学習の試み
〇土屋 善和1、千葉 眞智子2 （1. 琉球大学教育学部、2. 捜真女学校）
キーワード：SDGs　、家庭科の学習内容、対話的な学習、教科書
 
 
１．研究の背景及び本研究の目的 
　共同研究者である家庭科教諭はある課題と想いを抱いていた。１つ目は、中学生を担当することになったこと
で、生徒の実態から対話的な学習を取り入れられず、教師主導の授業となってしまっていた点であった。2つ目
は、社会的に注目されている SDGsについて、学校としては積極的に取り組んでいる一方で、家庭科の学習で触れ
られてこなかったという点であった。そうした経緯より、課題解決に向けた授業検討を試みた。 
　授業検討にあたっては、教科書の活用を意識したいと考えた。教科書を活用することで、生徒だけでなく授業
者も家庭科の学習と SDGsのつながりをより理解できるだろう。また、教科書を活用した実践は、教師も特別な資
料を用いないことから、実際の教育現場にも取り入れやすい提案となりえると考えた。 
　以上より、本研究では、家庭科の3年間の学びを SDGsの視点から捉えなおす対話的な学習を試みた。さら
に、実際の教育現場においても生かしやすいように、「教科書を活用する」ことを意識した授業を検討すること
とした。 
 
２．研究方法 
　実施時期は2020年2月中旬である。対象は横浜市内の私立中高一貫女子校に通う中学3年生の2クラスであ
る。本時は3年間の学びの総括にも位置づけられている。なお、授業は2時間の授業を実施した。 
 
３．結果及び考察 
（1）生徒の実態 
　授業実施前の2月上旬に、 SDGsに関する理解と意識について把握するために、アンケート調査を実施した。実
態調査より、 SDGsという言葉を知っている生徒は大多数であったが、「知っているが何なのかわからな
い」、「きいたことはあるが詳しくは知らない」などという回答が多く、 SDGsについて説明できる生徒は少な
かった。なお、家庭科の学習の中では SDGsについて取り扱ってはいないが、実践校では TFTなど学校全体として
SDGsに取り組んでいる。 
 
（2）授業概要 
　1時間目は、 SDGsの17の目標を簡単に説明した。その後、家族・家庭生活、食生活、衣生活、住生活、消費生
活・環境をグループごとに割り振り、教科書から各担当箇所で SDGsの目標と関連する内容を1つ探す活動を
行った。その後、探した内容を模造紙に記入し、模造紙上に予め示されている17つの目標の中で関連する目標を
探し線で結んだ。さらになぜその目標と関連するのか、理由を付箋で記入させ、模造紙にまとめていった。 
　2時間目は、1時間目でまとめた内容をポスターセッション形式で発表した。発表では、関連した目標の個数と
特に注目した目標とのつながりついて説明をした。各グループ前半・後半担当にわけ、前半担当が発表をしてい
る際には、後半担当は各グループを順番に回って発表を聞くようにした。前半担当の発表がすべて終わった
後、役割を入れ替え同じ活動を行った。 
 
（3）本時の成果 
①授業の様子 
　SDGsと関連する内容を探す際には、皆が教科書を開きながら議論をしている様子がみられた。さらに、発表の
際には、今までの学びと関連づけながら説明をしている場面もみられた。これらの活動の中で生徒は家庭科の学
びを想起していたと考えられる。 
　また、同じ内容で他の生徒に複数回発表することで、「少しずつ発表がうまくなってきた」「時間通りにまと
められてきた」という声があり、繰り返し表現することの意義に気づいている様子もみられた。 
②振り返りからみる本時の学び 
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　授業後に「意識が変わった」という生徒が多数おり、意識が変わった理由をみると、「身近」や「つなが
る」という語句が頻出していた。教科書を利用して家庭科の学びと SDGsとのつながりを考えたことで、 SDGsを
より身近に感じることができたと考えられる。 
　本時の感想では、「いろいろな見方ができる」「皆で意見を出しあうことで深まった」「何度も発表すること
で理解が深まった」「発表を聞くことで様々な意見を知れて理解が深まった」という記述も複数みられた。生徒
が他者との協働や発表の有効性に気づくことができたことが推察される。また、本時が「深い学び」にもつなが
る学習となる可能性も見出された。
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口頭発表

学習指導方法・カリキュラム
 

 
通信制高校家庭科における添削指導の実態―アンケート調査から― 
〇辰濃 菜穂1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学） 
学習指導要領からみた家庭科と各教科のかかわり 
〇黒光 貴峰1、西尾 幸一郎2 （1. 鹿児島大学教育学部、2. 山口大学教育学部） 
福井県繊維関連産業と連携した教育活動の価値と課題 
〇末川 和代1 （1. 福井大学教育学部） 
アメリカ家庭科教科書における学習課題“ Active Learning”に関する一考察 
〇村田 晋太朗1、岸田 蘭子2 （1. 大阪教育大学、2. 京都市総合教育センター） 
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通信制高校家庭科における添削指導の実態―アンケート調査から―
〇辰濃 菜穂1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学）
キーワード：通信制高校、添削指導、アンケート調査
 
 
近年、高等学校通信制課程（以下，通信制高校）は増加傾向にある。令和元年度学校基本調査によると、全国で
253校、高等学校全体の約5%を占めている。また、在籍生徒数は19万人を超え、高等学校に在籍する生徒全体の
約5.9%が通信制高校に在籍している。一方、違法・不適切な学校運営を指摘する声もあり、平成28年9月には
「高等学校通信教育の質確保・向上のためのガイドライン」が策定された。本ガイドラインにおいて「高等学校
通信教育における教育の基幹的な部分」であるとされる添削指導において、国が示す具体例はなく、学習指導要
領に記載された標準回数に基づき、各校が独自で進めているのが現状である。ガイドライン作成にあたり各校へ
の調査も行われているが、家庭科に焦点を当てた研究はない。そこで、通信制高校における家庭科の添削指導の
実態を明らかにすることを本研究の目的とする。 
　調査期間は2020年7月～9月で、調査形式はオンラインアンケート（無記名）調査を採用した。調査対象は、全
国の通信制高校234校の家庭科担当者とし、単純集計により全体の傾向を探った。9月10日時点までに回答の
あった90校（公立40校，学校法人立41校，株式会社立5校,不明4校）を分析対象とした。 
　調査結果を以下に示す。(1)公立では90％が「家庭総合」を開講している。一方、学校法人立、株式会社立では
80％が「家庭基礎」を開講している。(2)添削指導における問題提示方法として、公立では未回答の2校を除き回
答の得られた38校全てが紙媒体での提示である。学校法人立では38校が紙媒体での提示で、他3校では、紙媒体
と併用し、一部オンラインサイトを使っての提示を行っている。一方、株式会社立では、4校がオンラインでの提
示を行っており、紙媒体での提示は1校のみである。(3)提出方法として、公立では40校の内38校が郵送提出とし
ており、うち10校は持参提出も併用して行われている。その他2校では持参での提出のみとなっている。学校法人
立では、27校が郵送提出を採用しているが、内12校が複数の提出方法を併用している。また、13校は持参提出の
みとなっている。株式会社立では、(2)でオンラインでの提示を行っている4校の内3校がオンライン提出を採用し
ており、他2校は郵送提出、内1校は持参提出も併用して行っている。(4)問題作成時に意識していることで
は、「学習指導要領に基づく内容を幅広く取り扱う」が最も多く 74.4％、「将来に結び付きやすい内容を重点的
に取り扱う」が66.6％、「教科書等を見ることで解答できる内容のみ取り扱う」が57.7％と過半数を超えてい
た。一方、「教科書だけでは解答できない発展問題も取り扱う」は25.5％、「全ての観点を評価できる問題にす
る」は21.1％、「教科書会社等の問題をそのまま使用する」が3.3％であった。 (5) 問題作成に対する不安で
は、「知識に関する問題に偏る」が62.2％と最も多く、同じく観点に関しての設問である「思考・判断・表現に
関する問題に偏る」5.5％、「興味・関心・意欲に関する問題に偏る」4.4％と大きく差があった。「問題の難易
度が低くなってしまう」42.2％に対して「問題の難易度が高くなってしまう」7.7％であり、難易度についても低
くなると感じている回答が目立つ。 (6)添削に対する不安では、「添削数の多さや多忙感による添削ミスが起こ
る」30.0％、「自由記述の添削基準を明確にしにくい」28.8％であったことから、添削に不安を感じている学校
が一定数存在する。その他、「丁寧なコメントを十分に返せているか不安」「特別課題（被服製作の作品、調理
実習のレポート、ホームプロジェクト）の評価基準の設定が不安」等が挙げられた。 
　本調査によって、添削指導の実態について傾向を捉えることができた。今後は、さらに詳細な実態把握のため
にインタビュー調査を行い、検討を進めたい。
 
 

学習指導要領からみた家庭科と各教科のかかわり
〇黒光 貴峰1、西尾 幸一郎2 （1. 鹿児島大学教育学部、2. 山口大学教育学部）
キーワード：家庭科、他教科、学習指導要領、かかわり
 
 
【目的】本研究は、学習指導要領での教科間の連携のあり方の記載を整理し、家庭科における教科横断的な指導
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を推進していくための提言を行うことを目的としている。 
【方法】研究方法は、小・中学校における各教科の学習指導要領解説（平成29年告示）の分析である。それぞれ
の学校種で、各教科の学習指導要領解説に、①その教科以外の教科名の記載があるか、②他教科という記載があ
るか、③ある場合は、その記載場所と内容を調べた。 
【結果】1．小学校学習指導要領解説（平成29年告示）からの分析 
　国語編では社会科、生活科、外国語科の教科名が、算数編では国語科、理科、社会科、生活科、理科編では算
数科、生活科、社会編では国語科、理科、音楽科、生活科、外国語科、音楽編では生活科、図画工作編では家庭
科、生活科、生活編では家庭科以外の全ての教科名が、体育編では家庭科、生活科、外国語科編（外国語活動は
除く）では国語科、音楽科、図画工作科、家庭編では国語科、理科、社会科、体育科の記載がみられた。家庭編
における他の教科の記載は、第2章 家庭科の目標及び内容：第3節 家庭科の内容： B、 C、第3章 指導計画の作成
と内容の取扱い：2 内容の取扱いと指導上の配慮事項（1）言語活動の充実、でみられた。他の教科の解説におけ
る家庭科の記載は、図画工作編、体育編でみられた。図画工作編では、第4章 指導計画の作成と内容の取扱い：1
指導計画作成上の配慮事項、において中学校技術・家庭科の記載がみられた。体育編では、第3章 指導計画の作成
と内容の取扱い：3 体育・健康に関する指導、において家庭科の記載がみられた。他教科という記載は、社会編以
外の全ての教科の解説でみられた。家庭編では、第2章 家庭科の目標及び内容：第3節 家庭科の内容： A、 C、第
3章 指導計画の作成と内容の取扱い：1 指導計画作成上の配慮事項（5）題材の構成、でみられた。 
2．中学校学習指導要領解説（平成29年告示）からの分析 
　国語編では外国語科の教科名が、数学編では理科、保健体育科、社会編、保健体育編では技術・家庭科、外国
語編では国語科、理科、音楽編、技術・家庭編では国語科、数学科、理科、社会科、美術科、保健体育の記載が
みられた。理科編、音楽編、美術編は、他の教科名の記載はみられなかった。技術・家庭編における他の教科の
記載は、第2章 技術・家庭科の目標及び内容：第2節 技術分野の目標及び内容： A、 B、 C、 D、第3節 家庭分野
の目標及び内容： B、 C、第3章 指導計画の作成と内容の取扱い：1 指導計画作成上の配慮事項でみられた。他の
教科の領解説における技術・家庭科の記載は、社会編、保健体育編でみられた。社会編では、第2章 社会科の目標
及び内容：2 各分野の目標及び内容： A、保健体育編では、第3章 指導計画の作成と内容の取扱い：１ 指導計画
の作成、２ 健やかな体、でみられた。他教科という記載は、平成20年次にはみられなかった、理科編、音楽
編、保健体育編、外国語にも追記され、全ての教科でみられた。技術・家庭編では、第2章 技術・家庭科の目標及
び内容：2 技術分野の目標及び内容： A、 B、 C、 D、3 家庭分野の目標及び内容： A、 B、 C、第3章 指導計画
の作成と内容の取扱い：1 指導計画の作成上の配慮事項、2 内容の取扱いと指導上の配慮事項、でみられた。 
　前回の学習指導要領（平成20年）から変更された点として、小学校では、国語編において社会科、外国語
科、算数編において国語科、生活科、社会編において国語科、理科、外国語科、図画工作編において家庭科、生
活編において算数科、体育編において生活科、他教科の記載が追記された。また、中学校では、国語編において
外国語科、社会編において技術・家庭科、技術・家庭編において社会科、保健体育科、外国語編において国語
科、理科、音楽科の記載が追記された。また、社会編では、従来、記載されていた国語科、数学科の記載が削除
されていた。他教科という記載は、理科編、音楽編、保健体育編、外国語編にも追記され、全ての教科でみられ
た。
 
 

福井県繊維関連産業と連携した教育活動の価値と課題
家庭科の指導法を実践的に学ぶアクティブラーニングプロジェクトの背景
〇末川 和代1 （1. 福井大学教育学部）
キーワード：家庭科教育、地域連携カリキュラム、教師教育
 
 
【背景】　地域活性化の必要性等を背景として、家庭科等の教科においても郷土や地域に関する教育が求められ
る現在、地域の産業と連携した教育活動の事例は枚挙に暇がない。一方で、福井県内の繊維産業やアパレル関連
産業(以下、福井県繊維関連産業と表記する)は学校教育との連携を切望しつつも、教育資源を提供する立場として
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様々な困難を抱えてきた。 
 
【目的と方法】　本研究では、福井県繊維関連産業と連携した教育活動の活性化に向けて、家庭科を含む教科の
内容や学校現場における実際の教育活動等に照らして、福井県繊維関連産業の教育資源としての価値と課題を把
握する。 
 
【結果と考察】 
 
(１) 福井県繊維関連産業の教育的価値 
 
　福井県は古代から織物の生産が盛んであり、明治期より技術開発の推進によって、世界的にも極めて高い水準
を維持してきた。とりわけ、国内外で高い評価を受ける絹織物は、高級和装を中心に活用される。農閑期の労働
として地域内の分業体制から発展した名残から、製造工程(①原材料の生産、②繊維の採取、③紡績、④織布、⑤
裁断縫製、⑥流通販売など)の一部を担う中小企業が数多く存在する。よって福井県繊維関連産業は、平成29年告
示学習指導要領に示された「郷土や地域に関する教育(現代的な諸課題に関する教科横断的な教育内容)」の教材と
しての価値は高く、特に家庭科では衣生活領域や消費生活領域の学習に用いることができる。 
 
(２) 福井県繊維関連産業の教育資源としての課題 
 
　他方で、全製造工程が同一敷地内にある諸外国に比べると、福井県内の工場は小規模かつ点在している。ま
た、前述①から④までの工程が福井県内行われても、「⑤裁断縫製」が福井県外の場合「福井産」とはなら
ず、この状況は福井県繊維関連産業の一般的な認知向上の妨げの要因として考えられている。この現状は、以下
に挙げる課題に通じると考えられる。 
 
第一に、子どもの興味・関心をひきづらい点がある。福井産の絹織物の多くは高級和装に使用するため、洋装が
主流である現代、日常生活における使用経験は限られる。併せて、工場見学を行った場合でも、製品が完成され
るまでの中間工程であるため、全工程が福井県内で完結されるめがね等のように完成品をその場で手に取ること
ができない。これは、実際の工場見学において、子どもが説明を聞かないなどの様子が散見される一因として捉
えられる。 
 
第二に、大人数の児童生徒を一度に受け入れる難しさがある。先述したとおり工場が小規模である一方で、多く
の場合工場見学は学年行事としても行われる。そのため、福井県繊維関連産業は、工場に受け入れる意思は
あっても、学校規模が大きくなる程、物理的に見学を受け入れることが難しくなるとしている。 
 
第三に、特に小学校における各教科の学習内容と関連づける難しさがある。繊維産業や織物、繊維の原材料や加
工技術は、家庭科、社会科、理科等の教材になり得るが、いずれの教科も中学校段階以上の知識が必要にな
る。よって、各教科の専門知識のない小学校教員は、授業に際して教材研究に時間を費やさなくてはならず、福
井繊維関連産業を小学校教育の教材としての積極的な活用を妨げる原因の一つになっていると思われる。 
 
【現状打開策としての取り組み】　以上を踏まえ、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「新しい生活様式」へ
の転換が図られる現状に鑑み、福井大学教育学部において家庭科及びその指導法に関する科目を担当する筆者
は、同大学繊維・マテリアル研究センター及び福井県内企業２社と共同し、福井県繊維関連産業の教育資源とし
ての価値を把握しつつ、家庭科の学習過程を実践的に理解するアクティブ・ラーニングとして、「福井大発　先
生のための　シルクマスク」体験プロジェクトを実施した。
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アメリカ家庭科教科書における学習課題“ Active Learning”に関す
る一考察

目標と指導と評価の一体化の観点より
〇村田 晋太朗1、岸田 蘭子2 （1. 大阪教育大学、2. 京都市総合教育センター）
キーワード：アメリカ家庭科、教科書、Active Learning、学習課題、目標と指導と評価
 
 
目的 
 
本研究の目的は，アメリカ家庭科教科書に記載されている章まとめの学習課題である“ Active Learning”のシナリ
オ分析を通して，まとめの課題の性質について考察をすることである． 
 
平成29年告示学習指導要領の基本方針である「育成を目指す資質・能力」の３つの柱の一つである「理解したこ
と，できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成)」を育成するため
には，学習した知識やスキルを総合的に使いこなす課題設定が必要なのではないだろうか．日本の家庭科教科書
を見てみると，章のまとめの段階では簡単な質問項目が設定されている，気づきや学んだことを整理する，一問
一答形式の基本的な知識の理解を評価する課題，などが設定されている．決して，未知の状況にも対応できる
「思考力・判断力・表現力等」を育成できる課題とは言えず，それらの課題は教員の課題設定の力量に依存して
いると言える． 
 
アメリカでは，包括的な学習内容を扱う家庭科教科書はいくつかの出版社より発刊されている．その中でも， Mc
Graw Hill社が出版している教科書では，節(Section)ごとに“ Active Learning”という，節の学習のまとめに相当
する学習課題が設定されている．このまとめの課題の性質を考察することで，日本の家庭科教科書並びに題材設
計に対する示唆を得ることを目指す． 
 
方法 
 
Mc Graw Hill社が出版している“ Discovering Life Skill”は， Grade6(日本では小学6年生)から Grade8(日本では
中学2年生)を対象にしており，日本の義務教育段階と関連させやすいと考え，分析の対象とした． 
 
“ Discovering Life Skill”は，全23章で構成されている．各章は，2つの節(Section)でさらに構成されており，各
節ごとに“ Active Learning”が設定されている．“ Active Learning”は，課題の題名，だれに対して，どのような
内容の成果物を作成し，その成果物をどのような観点で作成するか，などが丁寧に記述されている．また，各節
の初めのページには，節の目標(Key concepts)と中心的な概念(Main idea)，節で扱う知識(Content vocabulary,
Academic vocabulary)などが明記されている．それらを翻訳し，テキスト化する． 
 
分析方法としては，(1)目標と学習内容(指導)と学習課題(評価)がどの程度一貫性をもっているのか，(2) “ Active
Learning”のテキストデータを整理し，学習課題のシナリオがどのような性質であるか，の2点を考察する． 
 
結果 
 
まず，目標と指導と評価の一体化の側面としては，学習した知識を活用して解決する課題と学習内容との関連は
あるものの，新たに学び深めていく必要がある課題に分類できた．執筆者によって，“ Active Learning”の解釈が
異なっていると言える． 
 
次に，“ Active Learning”のシナリオの性質について次の3点が整理できる．(1)成果物は最終的にクラスメイトに
発表する課題が多かった，(2)成果物が多様に設定されている(例えば，「自分を表すコラージュ」「フレンド
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シップ Tシャツ」「対立についてのハンドブック」「幼児が楽しむ音楽シェイカー」など)，(3)どのような視点で
成果物を作成すればいいかは明記されているものの，その成果物の良し悪しについての評価基準については記さ
れていない． 
 
今後は，教師用の資料(Teacher’ s Guide)における情報も整理し，さらに“ Active Learning”の性質について検討
する．
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口頭発表

国際化
 

 
中国における「労働技術教育」の学習実態と学習者の意識 
〇霍 雨佳1、小林 裕子2、永田 智子3 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学大学院
（院生）、3. 兵庫教育大学） 
教科横断型の探究的な学び（グローバル・ヒューマン学）についての考察 
〇和田 欣子1、吉本 敏子2、磯部 由香3 （1. ユマニテク医療福祉大学校、2. 三重大学教育学部
（非）、3. 三重大学教育学部） 
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中国における「労働技術教育」の学習実態と学習者の意識
広東省広州市の高校生に対する質問紙調査から
〇霍 雨佳1、小林 裕子2、永田 智子3 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学大学院（院生）、3.
兵庫教育大学）
キーワード：中国、労働技術教育、労働技術センター、学習者意識、家庭科 
 
 
【目的】 
　中国では、昔から受験教育が重視され、生活習慣と生活態度の育成、生活技能の向上などに関する教育はあま
り重要視されていなかった。現状を変えるために、教育部が「子どもの資質を全体として高め、子どもの全面的
な発展と健康的な成長を目指す。」素質教育を打ち出した。素質教育を補完することを目的として、2001年から
総合実践活動が導入された。本研究では、総合実践活動の中の労働技術教育に着目する。労働技術教育は、実
技・実習を通し、労働の知識と技能を身に着け、社会とのつながりを増強し、学習者の責任感を育成することを
目標とする。 
　中国の労働技術教育の授業内容やカリキュラムはまだ模索段階である。安徽省と浙江省の小学校の教科書分析
した魏・貴志（2014）は、基本的な知識の系統性・関連性に不足が見られることなどを明らかにした。また張
（2014)は今後のカリキュラムを構築するために、学習者の意見を踏まえて柔軟に授業内容を調整する必要性を指
摘している。労働技術教育のどのような内容が学習者にとって興味・関心があるのかを調査しなければならな
い。しかし、労働技術教育に対する学習者の意識を調査した研究は見当たらない。 
　そこで、本研究では中国の労働技術教育の学習実態と学習者の意識を把握することを目的とする。 
【方法】 
　中国は都市部と農村部では教育内容は大きく異なる。本研究では、まず都市部の学習実態と学習者の意識を把
握することとした。そのため広東省広州市で質問紙調査を行った。 
　労働技術教育の学習実態と学習者の意識を調査するために次の4側面から質問項目を作成した。1．調査対象者
の基本情報（学年、性別、生活を共にする家族構成）、2．学習実態（労働技術教育を受け始める時期、授業場
所、授業内容、授業頻度、実施率、労働技術教育で他教科の実施状況）、3．労働技術教育に関する意識（労働技
術教育の好き嫌い及びその理由、授業内容別の学習経験、好き嫌い、重要性の認識）、4．授業への意見や要望
（自由記述）、である。労働技術教育の好き嫌い、授業内容別の好き嫌いについてそれぞれ5件法で尋ねた。 
【結果と今後の課題】 
（1）学習実態 
　労働技術教育を受け始めた時期について、小学校が47.3%（96人）、中学校が12.8%（26人）、高校が
39.9%（81人）であった。また、中国には施設・設備の整ったセンターがあり、多くの学習者は「学校＋セン
ター」という形式の下で労働技術教育の授業を受けていた。学校での授業は主に理論で、実践が少ない傾向が見
られる。 
（2）学習者の意識 
　労働技術教育に対して「とても好き」と「やや好き」を合わせて全体の約8割が好きと回答した。多くの学習者
は、「面白い、楽しい」、「今の生活に役に立つ」、「将来的に役に立つ」から好きであることが明らかに
なった。 
　学習者の学習経験の有無が、労働技術教育の好き嫌いや重要性の意識に影響を与えることが示された。しか
し、今回調査した学習内容の中で、「食物調理」「食品栄養」、「家族関係」、「消費生活」の4項目は、学習経
験がなくても重要だと感じられる内容であることがわかった。中でも「食物調理」と「食品栄養」という食に関
する学習内容に対する重要性の意識が高い結果であった。 
　また、学習者は理論より、実践への興味関心が高いことが示された。労働技術教育の目標である自立能力及び
生活をよりよくする能力を養うためには、実践を通し、知識と技能を身に着ける必要がある。しかし中国の多く
の学校は施設・設備が充分ではなく、学校における労働技術教育は理論が中心となっている。 
　調査の分析結果を踏まえ、中国の労働技術教育の授業内容やカリキュラム案を検討することが今後の課題であ
る。
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教科横断型の探究的な学び（グローバル・ヒューマン学）について
の考察

〇和田 欣子1、吉本 敏子2、磯部 由香3 （1. ユマニテク医療福祉大学校、2. 三重大学教育学部（非）、3. 三重大学
教育学部）
キーワード：授業分析、教科横断型、授業構想
 
 
１　研究目的 
　本研究では、教科横断型の探究的な学習を行う、三重県立 Y高等学校の学校設定科目「グローバル・ヒューマン
学」（以下「ＧＨ学」とする）を研究対象とした。「ＧＨ学」は「家庭基礎」「世界史Ａ」「現代社会」「保
健」の各科目を教科横断的に扱い、現代社会の諸課題についてグローバルな視点に加えて科学的な視点を組み込
み、多角的な視点で考察を加えながら議論するなど、探究的な学びを展開する「スーパー・サイエンス・ハイス
クール」（ＳＳＨ）の研究開発科目として開設された科目である。授業実践の分析と評価を通して、新しい時代
に必要となる資質・能力の育成に対する本科目の有効性を検証し、その結果から、「ＧＨ学」の授業構想を提案
することを目的とする 。 
２　研究方法 
(1)「ＧＨ学」に適した授業を検討するために、現代社会の諸課題から、４つの科目が共通して取り組める「高齢
者問題」を取り上げ、その解決策を考えるパフォーマンス課題を設定した授業を設計した。学習者のパフォーマ
ンスについてルーブリックを用いて評価し、パフォーマンス課題を導入した授業の有効性を検証した。 
(2)4つの科目の学習と「ＧＨ学」の学習を関連づけた授業を構想するために、教科書の内容・目次、中央教育審
議会答申、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点、家政学の視点などから「ＧＨ学」で取り上げるテーマや学
習内容について検討した。学習者に対する質問紙調査の結果からその有効性について検証した。 
(3)上記の結果から「ＧＨ学」の授業構想を提案した。 
３　研究結果及び考察 
(1)「高齢者の豊かな暮らしとは何かを明らかにし、これを実現するためにはどうしたらよいか、市民を対象とし
た福祉フォーラムで具体的な提案をする」というパフォーマンス課題を設定した。それを評価するために、永続
的理解（高齢者についての基本的な考え方）、伝達（論理性、根拠の明示）および考察（提言内容）の３要素に
ついて５段階のルーブリックを作成し評価した結果、９割以上の生徒が到達すべきレベル以上であったことか
ら、概ね授業目標を達成できたと考えられる。加えて、高齢者問題という現実的な課題に対して、よりよい解決
の方法を導き出そうとする学習活動の中で、新たな気づきや思考の深まりが見られたことから、「ＧＨ学」 にお
いては、パフォーマンス課題を導入した授業は有効であると考えられる。 
(2)「ＧＨ学」で取り上げる教科を横断するテーマとしては、「共生」「環境」「福祉」「健康・安全・食」「省
消費」「労働」に関する課題が挙げられる。「労働」をテーマとした授業後の学習者への質問紙調査では、8割以
上の生徒が「『労働』について考える視点が広がった」と自己評価したことから、教科の関連性を意識した探究
的な学習活動を通して、多様な意見や考えに触れ、思考の深まりや視野の広がりを実感できたと考えられる。 
(3)「パフォーマンス課題」を導入した授業では、現実的な課題解決の最適解を導き出そうとする学習活動の中
で、学習者に新たな気づきや思考の深まりが見られた。さらに、学習者の認識を深めるには、学習者が他者の考
えに触れるだけでなく、意見や考えを批判的に捉え、さらに吟味・検討し、学習者の実生活での意思決定につな
がる場面を設定することが必要である。現代社会の諸課題の解決を探究する「ＧＨ学」においては、科学的な視
点やグローバルな視点に加えて、「家族・家庭生活全体の豊かさと安定に貢献できるか」「全ての人々にとって
安全で安心な生活を持続的に提供できるのか」等の家政学が内包する規範的価値に照らしていくことが必要だと
考える。よって「ＧＨ学」では、学習者が価値を選択・意思決定し、行動に繋げることを目指す「家庭科」を中
核に据えて授業を構想することを提案する。
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口頭発表

教員養成・教員研修
 

 
学び続ける家庭科教員のためのオンライン・ナレッジ・マネジメント 
〇堀内 かおる1、中西 佐知子2 （1. 横浜国立大学教育学部、2. 東京学芸大学大学院(院生)） 
中学校家庭科教師の教材選択プロセスの検討 
〇兼安 章子1 （1. 福岡教育大学大学院教育学研究科） 
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学び続ける家庭科教員のためのオンライン・ナレッジ・マネジメン
ト

遠隔開催研修会からの考察
〇堀内 かおる1、中西 佐知子2 （1. 横浜国立大学教育学部、2. 東京学芸大学大学院(院生)）
キーワード：家庭科教員、ナレッジ・マネジメント、オンラインによる研修会、ICT活用能力
 
 
＜目的＞2019年末から2020年現在も継続している新型コロナウィルス感染症の蔓延によって、教育現場はこれま
で経験したことのない事態に直面し、文部科学省の提起した「新しい学校の生活様式」に則った衛生管理と教育
環境の整備を徹底した教育活動の実施が求められることになった。対面で密接にかかわりあう活動が禁じられた
ことによって、家庭科教育の実践的・体験的活動として学習効果が期待され、児童生徒も楽しみにしてきた調理
実習や触れ合い体験学習などが行えなくなり、家庭科教員たちは児童生徒不在の学校で、今後の家庭科教育実践
の在り方について苦慮していた。このような局面にあって、筆者が2005年から運営してきている家庭科教員支援
ネットワークである HELCY(Home Economics Lesson/Learning Community in Yokohama) では、毎月1回対面
で実施していた定例会をオンライン開催に変更し、年間を通して追求するテーマとして「コロナに負けない家庭
科教育を考える」を掲げ、5月から活動を再開した。本研究では、この HELCYの活動の中から、5月・6月・7月
に実施された3回分のオンライン・ミーティングを取り上げ、コロナ禍に直面した家庭科教員たちの悩みや学校現
場の実態で明らかになった課題を整理するとともに、オンラインで行う遠隔からの家庭科教員支援の可能性につ
いて考察することを本研究の目的とする。 
＜方法＞オンライン・ミーティングシステムである ZOOMを使用して開催された2020年度第1回から第3回の録
音記録と事前・事後に行われたアンケート調査結果を基に、参加者がどのような思いで研修会に集い、どのよう
なことが得られたのか考察する。各回の実施日時、テーマは以下のとおりである。 
第1回　2020年5月31日(日)　13:00～15:00　「学び続ける家庭科教師のための情報交換・実践共有の場をつく
ろう」 
第2回　2020年6月28日(日)10:00~12:00「家庭科実践はどう変わる？どう変える？」 
第3回2020年7月26日(日)10:00~12:00「いま」だからこそ見いだせた家庭科の学びの可能性 
＜結果と考察＞第1回から第3回までの参加者延べ人数は、本研究者らを除き30名で、3回とも継続して参加した
者は、3名だった。このほかに、以前から HELCYのメンバーとして対面での研修会に参加してきていた常連の教
員たちに加え、むしろこれまでは参加実績の少なかった教員や、新たに知人の紹介で当会のことを聞き、参加希
望を申し出てきた教員の継続的な参加が目立った。特に、オンライン開催ということで本件の地元フィールドと
してきた神奈川県下のみならず、長野県、兵庫県、宮城県、福岡県の家庭科教員たちの参加があった。その一方
で、 PCスキルに課題があるため、オンラインによる参加の方法が分からず、「参加したくてもできない状況」に
あった者も少なからずいた。勤務校の校内研修でようやく少し理解できたというが、オンラインによる参加申込
にアクセスすること自体に障壁を感じているように見受けられた。そのうちの1名は、その後参加できるようにな
り、参加することによって、研修会に集う意義を再確認し、次回から継続して参加したいという要望を述べてい
た。 ICTをツールとして駆使して活動するにあたっての最初の一歩を踏み出せなければ、躊躇するままで行動を起
こせない家庭科教員が一定数いることが推測され、 ICT活用を躊躇する家庭科教員への具体的な支援が急務であ
り、身近な支援者の存在が求められる。新規のメンバーとなり遠方から参加し続けている家庭科教員は、この研
修会当日の参加のみならず、日頃の家庭科実践報告を送付してくれるようになった。授業者としての意図や思い
が記された写真付きの実践記録は、コロナ禍における現場の状況を具体的に表す資料である。今後は、こう
いった日常的な実践をメンバーから収集するとともに、その情報を共有し、各自の実践へとフィードバックする
仕組みを構築していきたい。
 
 



[OH2]
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中学校家庭科教師の教材選択プロセスの検討
〇兼安 章子1 （1. 福岡教育大学大学院教育学研究科）
キーワード：家庭科教師、教材、中学校
 
 
【目的】 
　家庭科教師には、教材を選択する力が求められる。中学校学習指導要領（平成29年告示）解説において、授業
で使用する教材が、必ずしも明示されていないことは、技術・家庭科家庭分野の特徴として挙げられる。このこ
とからも、中学校家庭科教師には、教材選択を含む高度な専門性が求められているといえるだろう。多くの教材
の中から、教師が選択し、使用する教材について、ここでは、その特色や効果をではなく、教師の教材選択とい
う行為に着目する。 
　そこで、本研究では、中学校教師が授業で使用する教材について、教材の使用や不使用を決定する理由として
どのような内容を認識しているか、また、その認識のプロセスを明らかにすることを目的とする。 
 
【方法】 
　中学校家庭科教師9名を対象として、2014～2018年にインタビュー調査を実施した。対象者１名につ
き、１～４回の調査を行い、１回のインタビュー時間は60～90分程度であった。調査は、筆者のみが、それぞれ
の対象者と対面する形で行った。調査後、文字に起こしたものを対象者に確認してもらい、意味の取り違いなど
がないかを確認した上で分析に用いた。 
　インタビュー内容は、各教師が行っている授業で使用した教材と、その選択理由や、今後の授業構想などとし
た。また、インタビュー内容に関する資料として、教材の写真やデータ、関連する学習指導案なども可能な限り
入手した。分析では、教材に関して述べられた部分を用いた。対象者によって述べられた教材の内容・量は異な
るが、教材を使用するに至るプロセスの特質を明らかにするという点では、貴重なデータであると考える。 
 
【結果及び考察】 
　９名の教師から、延べ67教材について述べられた。１つの教材を選択する、もしくは選択しないという教師の
行為に関わって、１～４点の理由が述べられた。教材選択の理由と認識しているものとして、子どもの実態
や、時間、施設・設備、地域資源、家庭生活、同僚教師、近隣校の教師、研修、学校行事などが挙げられた。 
　なかでも、子どもの実態に関する理由が多く、子どもに影響を受けて教材を選択する事例が多く確認され
た。授業を構成するにあたって、学習対象者である子どもの実態は欠かすことのできないものであり、教師は教
材選択時にそれをより強く認識しているといえるだろう。 
　また、新たな教材の使用については、施設・設備や地域資源といった各学校の状況や保有している資源に多く
影響を受けたと認識されていた。このことから、人事異動や、学校、校区を含めた地域の環境変化により、それ
らに対応した教材を選択しようとしていると考えられる。 
 
【参考文献】 
・高木幸子（2010）教材の役割変容からとらえる授業実践力の向上－教育実習生から教師への成長－『教材学研
究』第21号， pp.111-120 
・高木幸子（2013）「家庭科における教材」日本教材学会編『教材事典 教材研究の理論と実践』東京堂出版，
pp.312-315 
・文部科学省（2008）『中学校学習指導要領解説技術家庭編』 
・文部科学省（2017）『中学校学習指導要領解説技術家庭編』
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会期を通じた開催

ポスター発表

家族・生活設計
Zoom使用質疑応答時間

ＰＡ１：9:00-9:15　座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校）

ＰＡ２：9:15-9:30 座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校）

ＰＡ３：9:30-9:45 座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校）

ＰＡ４：9:45-10:00　座長：石垣 和恵（山形大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

ケアリングの視点からみた中学校家庭科の「幼児との

ふれあい体験」授業の検討

〇藤井 志保1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学附属三原中学校、2.

広島大学大学院人間社会科学研究科）

[PA1]

家庭や地域との連携・協働を促す高等学校家庭科学習

の試み

〇梶山 曜子1、中村 誉子1、魏 暁敏1、竹吉 昭人1、正保 正惠
2、村上 かおり3、鈴木 明子3 （1. 広島大学大学院

（院生）、2. 福山市立大学、3. 広島大学大学院人間社会科学

研究科）

[PA2]

青年の生活観タイプと未来の家庭展望との関連

〇渡辺 朗生1、今川 真治2 （1. 広島大学大学院（院生）、2.

広島大学大学院人間社会科学研究科）

[PA3]

幼児とのふれ合い体験に防災教育を関連づけた授業実

践

〇西尾 幸一郎1、黒光 貴峰2 （1. 山口大学教育学部、2. 鹿児

島大学教育学部）

[PA4]

ポスター発表

食生活
Zoom使用質疑応答時間

ＰＢ１：10:00-10:15　座長：石垣 和恵（山形大学）

ＰＢ２：10:15-10:30　座長：石垣 和恵（山形大学）

ＰＢ３：10:30-10:45　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大

學）

ＰＢ４：10:45-11:00　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大

學）

ＰＢ５：11:00-11:15　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大

學）

ＰＢ６：11:15-11:30　座長：磯﨑 尚子（富山大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

中学校家庭科「災害時の食」教育に関するモジュール

学習教材の開発

〇小林 裕子1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院

（院生）、2. 兵庫教育大学大学院）

[PB1]

孤食対策事業「ふれあい食堂」調理ボランティア活動

を通した SDGsへの取り組み

〇皆川 勝子1、福井 典代2 （1. 松山東雲短期大学食物栄養学

科、2. 鳴門教育大学）

[PB2]

可逆性サーモシールを用いた調理実習の授業における

安全教育

〇安川 あけみ1、加賀 恵子1 （1. 弘前大学教育学部）

[PB3]

AQA『食事の準備と栄養』の教科書に現れる「実践的

活動（ Practical activity）」の特徴

〇渡瀬 典子1 （1. 東京学芸大学）

[PB4]

教員養成系大学における食物アレルギーとアナフィラ

キシーに関する授業実践と検討

〇平 和香子1 （1. 都留文科大学教養学部）

[PB5]

中学校の学校給食における残食量に関する研究

〇川邊 淳子1 （1. 北海道教育大学教育学部旭川校）

[PB6]

ポスター発表

衣生活
Zoom使用質疑応答時間

ＰＣ１：11:30-11:45　座長：磯﨑 尚子（富山大学）

ＰＣ２：11:45-12:00　座長：磯﨑 尚子（富山大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

オンライン製作実習「刺し子」の実践課題

〇山中 大子1、川端 博子2 （1. 東京学芸大学大学院(院生)、2.

埼玉大学）

[PC1]

生活を豊かにするための布を用いた物の製作における

「袋」の題材研究

〇都甲 由紀子1 （1. 大分大学教育学部）

[PC2]

ポスター発表

住生活
Zoom使用質疑応答時間

ＰＤ１：13:00-13:15　座長：星野 洋美（常葉大学）

ＰＤ２：13:15-13:30　座長：星野 洋美（常葉大学）

ＰＤ３：13:30-13:45　座長：星野 洋美（常葉大学）

ＰＤ４：13:45-14:00　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校）

ZOOMはこちら[質疑応答]

鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中

学校での住空間の基礎知識と特徴の把握に関する授業

実践

〇飯野 由香利1、渡邉 彩子2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子

京子5 （1. 新潟大学教育学部、2. 新潟大学附属長岡中学校

　、3. 静岡大学学術院教育学領域　、4. 浦和大学こども学部

　、5. 埼玉県さいたま市立城北中学校 ）

[PD1]

鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中

学校での住空間の特徴と整え方に関する授業実践

〇渡邉 彩子1、飯野 由香利2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子

京子5 （1. 新潟大学附属長岡中学校、2. 新潟大学教育学

部、3. 静岡大学学術院教育学領域、4. 浦和大学こども学

部、5. 埼玉県さいたま市立城北中学校）

[PD2]

伝統文化に関する家庭科の教材研究[PD3]



©日本家庭科教育学会 

  日本家庭科教育学会 2020年度大会（オンライン開催）

〇弘下 由菜1 （1. 広島大学大学院（院生））

小学校教員を対象とした清掃指導に関するアンケート

調査

〇萬羽 郁子1、藤田 智子1、渡瀬 典子1、西岡 里奈2 （1. 東京

学芸大学教育学部、2. 東京学芸大学附属小金井小学校）

[PD4]

ポスター発表

消費・環境
Zoom使用質疑応答時間

ＰＥ１：14:00-14:15　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校）

ＰＥ２：14:15-14:30　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校）

ZOOMはこちら[質疑応答]

グローバルな視点で地域課題をみつめる高校環境学習

の一考察

〇手塚 貴子1 （1. 金沢星稜大学女子短期大学部）

[PE1]

SDGsの達成に向けた家庭科における消費生活・環境

領域の学習の実態

〇市川 幸奈1、鄭 暁静2 （1. 信州大学大学院（院生）、2.

信州大学教育学部）

[PE2]

ポスター発表

学習指導方法・カリキュラム
Zoom使用質疑応答時間

ＰＦ１：14:30-14:45　座長：永田 智子（兵庫教育大学）

ＰＦ２：14:45-15:00　座長：永田 智子（兵庫教育大学）

ＰＦ３：15:00-15:15　座長：永田 智子（兵庫教育大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

高校家庭科におけるプロジェクト学習（ H・ Pと学校

家庭クラブ活動）の課題

〇野中 美津技1、佐藤 真紀子2、亀井 佑子3、志村 結美4、有

川 亜希子5、高橋 礼子6 （1. 茨城大学教育学部、2. 東京都立

忍岡高等学校、3. 愛国学園短期大学、4. 山梨大学教育学

部、5. 東京都立美原高等学校、6. 三輪田学園中学校・高等学

校）

[PF1]

中学校家庭科における学習意欲を高める授業の検討

〇渡邉 綾馨1、志村 結美2 （1. 山梨県甲斐市立竜王北中学

校、2. 山梨大学大学院総合研究部教育学域）

[PF2]

中学校家庭科における自己調整学習を用いた授業の検

討

〇桒原 知恵1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学大学院(院生)、2.

広島大学大学院人間社会科学研究科）

[PF3]

ポスター発表

国際化
Zoom使用質疑応答時間

ＰＧ１：15:15-15:30　座長：福井 典代（鳴門教育大学）

ＰＧ２：15:30-15:45　座長：福井 典代（鳴門教育大学）

ＰＧ３：15:45-16:00　座長：福井 典代（鳴門教育大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業検討

〇西村 芹菜1、志村 結美2 （1. 富山県砺波市立出町小学

校、2. 山梨大学教育学部）

[PG1]

家庭科教育における生活文化の研究

志村 結美1、楢府 暢子2、阿部 睦子3、亀井 佑子4、〇仙波

圭子5、仲田 郁子6 （1. 山梨大学教育学部、2. 法政大学中学

高等学校（非）、3. お茶の水女子大学附属高等学校

（非）、4. 愛国学園短期大学、5. 女子栄養大学（元）、6.

國學院大學栃木短期大学）

[PG2]

多文化共生の視点を導入した中学校技術・家庭科家庭

分野における衣文化の授業

〇上野 顕子1、星野 洋美2 （1. 金城学院大学生活環境学

部、2. 常葉大学教育学部）

[PG3]

ポスター発表

教員養成・教員研修
Zoom使用質疑応答時間

ＰＨ１：16:00-16:15　座長：浅井 玲子（琉球大学）

ＰＨ２：16:15-16:30　座長：浅井 玲子（琉球大学）

ＰＨ３：16:30-16:45　座長：浅井 玲子（琉球大学）

ZOOMはこちら[質疑応答]

継続的授業研究による教師の変容に焦点をあてた小学

校家庭科授業の発話分析

〇貴志 倫子1、安永 真寿美2 （1. 福岡教育大学教育学部、2.

飯塚市教育委員会）

[PH1]

家庭科教諭が配置されていない中学校における家庭科

の現状と課題

〇伊波 富久美1 （1. 宮崎大学大学院教育学研究科）

[PH2]

高校家庭科教師の自主的な研修の効果と今後の課題

〇若月 温美1、仲田 郁子2 （1. 東葉高校、2. 國學院大學栃木

短期大学）

[PH3]



[質疑応答]
[PA1]

[PA2]

[PA3]

[PA4]
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ポスター発表

家族・生活設計
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＡ１：9:00-9:15　座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 

ＰＡ２：9:15-9:30 座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 

ＰＡ３：9:30-9:45 座長：土岐 圭佑（北海道教育大学釧路校） 

ＰＡ４：9:45-10:00　座長：石垣 和恵（山形大学）
 

 
ZOOMはこちら 
ケアリングの視点からみた中学校家庭科の「幼児とのふれあい体験」授業の
検討 
〇藤井 志保1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学附属三原中学校、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科） 

家庭や地域との連携・協働を促す高等学校家庭科学習の試み 
〇梶山 曜子1、中村 誉子1、魏 暁敏1、竹吉 昭人1、正保 正惠2、村上 かおり3、鈴木 明子3 （1. 広島

大学大学院（院生）、2. 福山市立大学、3. 広島大学大学院人間社会科学研究科） 

青年の生活観タイプと未来の家庭展望との関連 
〇渡辺 朗生1、今川 真治2 （1. 広島大学大学院（院生）、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科） 

幼児とのふれ合い体験に防災教育を関連づけた授業実践 
〇西尾 幸一郎1、黒光 貴峰2 （1. 山口大学教育学部、2. 鹿児島大学教育学部） 



[質疑応答]

[PA1]
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

ケアリングの視点からみた中学校家庭科の「幼児とのふれあい体

験」授業の検討
〇藤井 志保1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学附属三原中学校、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科）

キーワード：家庭科、ケアリング、幼児とのふれあい体験　

 
 

ポスターを表示 

 

【問題の所在と研究目的】 

 

少子高齢化が進み，家庭の教育力の低下など社会の変化に伴い，子どもを取り巻く環境は大きく変化してい

る。地域でも異年齢の子ども同士の関わりが減少する状況の中で，幼児とふれあう体験活動が求められてい

る。家庭科では，幼児に関する知識を学ぶだけではなく，実際に幼児とふれあい，実感を伴った中で幼児を理解

し，幼児への関わり方を学ぶことを重視している。このふれあい体験の授業においては，中学生と幼児との間に

ケアリングが生起しているといえる。家庭科において，ケアリングの視点から授業を分析した先行研究は見られ

るが，「ケアする人」と「ケアされる人」のどちらか一方向からの分析にとどまっており，双方向から分析され

た研究は認められない。 

 

そこで本研究は，ケアリングモデルを導入した中学校家庭科における幼児とのふれあい体験授業を実施し，それ

をケアする人とケアされる人の双方向から分析し，ケアリング形成を促す授業のあり方を検討することを目的と

する。 

 

【研究方法】 

 

中学生と幼児とのふれあい体験の授業対象は，同敷地内にある H大学附属 M中学校と M幼稚園の年中児と中学生

が対象であり，幼児と中学生がペアを組み，1年間を通して交流がある。 

 

<幼児の保護者を対象とした調査> 

 

2019年3月上旬に幼児の保護者48名を対象とした質問紙調査を実施した。内容は，中学生と幼児とのふれあい体

験に対する意識（4件法）とその理由及び「幼児にとっての中学生の存在」や「ふれあい体験の意味」について自

由記述で尋ねた。 

 

<中学生を対象とした調査> 

 

2019年2月下旬に幼児とのふれあい体験を経験した中学生73名を対象に質問紙調査を実施した。調査内容は，幼

児とのふれあい体験に対する意識（4件法）とその理由や改善点などを自由記述で尋ねた。 

 

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
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なお，両調査の自由記述に関しては， M-GTAを用いて分析した。 

 

【結果】 

 

１．ケアリング授業モデルとして，ノディングズが提唱する4つの方法（モデリング・対話・実践・確証）を適用

して，題材名「幼児の生活と家族」においてケアリング授業モデルを試案した。 

 

２．幼児の保護者への調査結果から，中学生とのふれあい体験に対して楽しいという反応を示した幼児が93.7％

みられ，家庭で中学生との触れ合いについて語った幼児が87.5%みられた。また，中学生への調査結果を M-

GTAで分析したところ，ヴァリエーション数は93個で，概念は30個，そしてサブカテゴリーは「プレゼント制作

を媒介とした相手意識の高まり」「幼児をケアすることで自分もケアされたこと」など11個が生成された。 

 

３．保護者と中学生の意識の差に着目すると，中学生が実感する以上に，中学生のケアした行為が，幼児やその

保護者に受け入れられていた。例えば，ふれあい体験中，中学生に対して言葉を発しない幼児が，家庭ではその

中学生のことをいきいきと語るという場合などがみられた。これは，ケアリングモデルの4つの方法の確証の必要

性が見出せたと推察される。保護者と中学生の双方向の分析を通して，両者の意識の差を教師が認識し，それを

授業の振り返りの段階で，中学生へ（あるいは中学生の気持ちを保護者へ）伝えるという「確証」を導入するこ

とで，このふれあい体験のもたらす効果が高まることが明らかになった。つまり，ケアリングは，ケアする人と

ケアされる人を支える教師や保護者の関わりが，ケアリング生成をさらに深めることが示唆された。よって，ケ

アリングモデルの4つの方法（モデリング・対話・実践・確証）の「確証」の充実が，ふれあい体験学習を自己理

解までにつなげる重要な要因になることも明らかになった。　（1542文字）

 
 

家庭や地域との連携・協働を促す高等学校家庭科学習の試み
「背守り」刺繍体験講座への参加実践の成果

〇梶山 曜子1、中村 誉子1、魏 暁敏1、竹吉 昭人1、正保 正惠2、村上 かおり3、鈴木 明子3 （1. 広島大学大学院

（院生）、2. 福山市立大学、3. 広島大学大学院人間社会科学研究科）

キーワード：家庭科教育、地域連携・協働、手仕事、刺繍、高等学校生徒

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】高等学校家庭科における地域の教育資源を活用した授業開発や異世代との交流を取り入れたカリキュラ

ム研究として，幼稚園や保育園訪問による乳幼児との触れ合い交流（小森2006，川地2006，立花2013）や，学

校に招待した地域の高齢者との交流（大嶺2012，西田2006）などの実践提案及び，その効果を検証した報告は

みられるが，小学生とその保護者である子育て世代の父親母親及び子どもとの交流を取り入れたものはみあたら

ない。また，地域交流の場として，弁当の提供や食育活動など食を中心とした取り組みは多くみられるものの

（河岸ら2007），手仕事体験を媒介にした交流はほとんどみられない。地域の子育て世代や異世代との相互交流

の場となる手仕事体験を通して協働的な学びの場を作ることによって，高校生は次世代の親になる視点で，子育

て支援への理解を深めることが期待できる。そこで本研究では，高等学校と大学とが連携し，地域の子育て中の

親と子を対象とした手仕事体験講座の教材や指導方法を開発し，家庭科カリキュラムの一環として，手仕事体験

講座の活動を取り入れ，生徒が親子への指導を行った成果を捉えることを目的とした。 

【方法】第1回講座は2019年8月4日，第2回講座は2020年1月5日にＨ大学で実施した。参加した高校生はＨ県立

Ｓ高等学校生活科の18名であった。高校生を指導した高等学校教員1名と大学関係者5名が運営に関わった。講座

では一家族に生徒一人が背守り刺繍を指導できる環境をつくった。高校生の変容は，参加前の「講座への参加の

ための工夫」を問うワークシートの自由記述，及び参加後の「講座を通して学んだこと」の自由記述の分析より
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捉えた。自由記述の分析には SPSS Text Analytics for Surveys4.0.1を使用し，さらに，大谷（2011）による

Steps for Cording and Theorization （以下， SCAT)を用いて詳細に分析した。 SCATとは，４ステップにより構

成概念を抽出するコーディングと構成概念を紡いでストーリーラインを作成する手続きからなる質的分析手法で

ある。 

【結果】参加対象の高校生は，選択科目「子ども文化」や必修学校設定科目「ＳＳ課題研究Ⅰ」（テーマ「幼児

教育」）の授業の中で，日本の子育て支援の現状と課題について学び，親子を対象とした手仕事体験教材の研究

を行った。高校生は第１回15名，第２回16名が参加した。親子は第１回11組（子ども17名，保護者13名），第

2回14組（子ども18名，保護者15名）が参加した。 

　講座前の記述を分析した結果，「楽しく学んでもらえるよう」や「家に帰って楽しかったと話してもらえるよ

う」など，講座を楽しんでもらいたい思いがよみとれた。また，「安全に配慮して」「背守り刺繍を丁寧に指導

したい」など，指導者としての自覚に関する記述がみられた。さらに，「今までの学習を活かして」や「今まで

の授業の面白さに気付いた」など，高等学校での学びを振り返る記述もみられ，地域において世代を超えた交流

の機会を設けることにより，高校生の学習意欲が向上することが示唆された。 

　講座後の記述を分析した結果，高校生全員が「誰かのために縫うことでその相手のことを思いやる力が自然と

つく。また作品を喜んでもらうことで縫う側の満足感がアップし意欲がわく。」など，縫う体験の意義について

の記述がみられた。また，「将来親になったとき」「保育士になったとき」等，指導者の視点だけでなく，親や

保育士といった将来のキャリアにつなげた記述もみられた。さらに「子育てには相談できる人が必要」「きょう

だいでも性格が違う」など具体的な子育てに関する記述がみられ，高校生の手仕事体験を通した異世代との相互

交流は，独自の効果がみられる可能性が示唆された。本報告は，文部科学省科学研究費助成事業（基盤研究(C)課

題番号20Ｋ02811，代表者 梶山曜子）の研究助成を受けた。

 
 

青年の生活観タイプと未来の家庭展望との関連
未来の家庭展望形成を促す家庭科への示唆

〇渡辺 朗生1、今川 真治2 （1. 広島大学大学院（院生）、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科）

キーワード：生活観、未来の家庭展望、青年期の発達課題

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】家庭科は、過去、現在、未来と連綿と続く生活の営みを丸ごと学びの対象としている教科であり（日本

家庭科教育学会2019）、家庭科での学びを通して、青年が未来を見通して生活を創造していくことが目指されて

いる。青年期において、家族形成や家庭形成に向けての準備は主要な発達課題の1つである。青年が未来への見通

しをもつためには、自身の過去・現在・未来を連関したものと捉えることが重要であることに鑑みれば、青年が

持つ家族形成や家庭形成に関する未来への見通し、すなわち未来の家庭展望は、主にこれまでの生き方に基づき

形成される、生活に関する観念や基準である生活観から影響を受けるものと考えられる。 

　本研究では、青年の生活観タイプ及び未来の家庭展望の実態とそれらの関連を明らかにするとともに、家庭科

教育における未来の家庭展望形成に向けての基礎的資料を提供することを目的とする。 

【方法】調査対象は大学１年男性79名、1年女性93名、3年男性88名、3年女性72名であり、調査期間は2019年

12月である。生活観について尋ねる調査項目として「健康志向」、「愛他志向」、「自己成長志向」、「経済安

定志向」、「持続可能性志向」、「審美志向」、「理論志向」及び「文化継承志向」の8つの下位尺度からなる計

32の質問項目を作成した。未来の家庭展望について尋ねる質問項目として「結婚に対する期待感」、「子育てに

対する期待感」、「未来の家庭生活への希望」及び「未来の家庭生活への志向性」の4つの下位尺度からなる計

16の質問項目を設けた。 

　分析にあたっては、生活観タイプは階層的クラスター分析によって分類した。また、生活観タイプと未来の家

庭展望との関連はχ2検定及び残差分析によって明らかにした。 
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【結果】はじめに、大学生の生活観タイプを検討する。生活観の8下位尺度の中で、天井効果が確認された「健康

志向」を除く7下位尺度を構成要因とし、階層的クラスター分析を行ったところ、大学生の生活観は5タイプに分

類された。各クラスターについて、7つの志向が相対的に0点に近いクラスター1（90人）を「無頓着型」、「自

己成長志向」が最も高いクラスター2（129人）を「自己成長重視型」、「愛他志向」、「持続可能性志向」及び

「文化継承志向」が最も高いクラスター3（34人）を「関係性重視型」、他のタイプと比べ「自己成長志向」及び

「経済安定志向」が比較的高く「持続可能性志向」及び「文化継承志向」が低いクラスター4（44人）を「自己重

視型」、「理論志向」が最も高いクラスター5（31人）を「理論重視型」と命名した。 

　次に、大学生の未来の家庭展望の形成状況について検討する。未来の家庭展望の4下位尺度それぞれについて得

点を算出し、大学生全体を「未来の家庭展望形成群（256名）」と「未来の家庭展望未形成群（73名）」に二分

した。さらに、「未来の家庭展望形成群」を対象とし、未来の家庭展望得点の平均点を基準に、「肯定的展望群

（135名）」と「否定的展望群（121名）」に分類した。 

　次に、生活観の5タイプと未来の家庭展望の形成状況（「肯定的展望群」、「否定的展望群」及び「未来の家庭

展望未形成群」の3群）との関連を明らかにするために、χ2検定を行ったところ、両者に有意な関連が認められ

た。残差分析を行ったところ、「関係性重視型」及び「自己成長重視型」の生活観を持つ大学生は、肯定的な展

望を持っていることが示された。一方で、「自己重視型」では否定的な展望を持っていることが示された。また

「無頓着型」では、未来の家庭展望が形成されていないことが明らかとなった。 

　以上の結果から、生活観のタイプによって、青年の未来の家庭展望の形成や捉え方に差異がみられることが明

らかとなった。このことをふまえ、高校生を含む青年の未来の家庭展望形成や、未来の家庭展望の肯定的な捉え

には、生活観の形成が重要であることが示唆された。

 
 

幼児とのふれ合い体験に防災教育を関連づけた授業実践
〇西尾 幸一郎1、黒光 貴峰2 （1. 山口大学教育学部、2. 鹿児島大学教育学部）

キーワード：授業デザイン、防災教育、保育体験学習、高校生

 
 

ポスターを表示 

 

目的 

　近年、多発する自然災害を受けて、学校防災教育への期待が高まっている。一方、教科教育の中で防災を含め

た安全教育に割ける時間数は限られており、主体的に行動する態度の育成には不十分であることが様々な専門家

によって指摘されてきた。 

　そのような中、家庭科教育では、防災の視点を取り入れた住居領域の教材開発（黒光ら,2014）や、災害時の食

を題材とした調理実習（小林ら,2017）、被服製作指導における非常持ち出し袋づくり（福田ら,2016）など各領

域の学習内容と防災教育を関連づけた授業づくりが意欲的に行われてきた。そこで、本研究では、家庭科におけ

る防災教育の更なる充実に向けて、幼児とのふれ合い体験と防災教育を関連づけた授業実践を行い、その効果を

検証することを目的とした。 

 

方法 

　高等学校3学年の生徒40名が保育園を訪問し、幼児を対象に自分たちで企画した防災教育を実施した。防災教育

の内容は、幼児への防災絵本の読み聞かせや、防災教材「ぼうさいまちがいさがし きけんはっけん！（日本赤十

字社）」を使ったレクリエーションなどであった。なお、本授業は高等学校家庭科の保育領域と住領域の総まと

めとして実施したものであり、災害対応の考え方や住まいの災害対策などについても学習済みであった。 

　本授業による学習の効果を見るために、参加した高校生を対象として、授業の前後にアンケート調査を実施し

た。調査内容は、幼児への関心（4項目、7段階評価）、幼児の発達に関する知識（18項目、5段階評価）、防災

に関する知識や技術（5項目、5段階評価）、家庭科教育に関する意義認識（5項目、5段階評価）などである。上
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記の4尺度のそれぞれについて平均点を算出し、それらを尺度別得点とした。そして、授業実施前後で尺度別得点

に差があるかどうか、対応のある t検定により確認した。 

 

結果 

　アンケート調査の分析結果を以下に要約する。 

1）「幼児への関心」得点は、授業前後で有意に上昇した。下位尺度では、「子どもに興味がある」、「子どもを

あやすのが得意だ」の2項目が有意に上昇した。 

2）「幼児の発達に関する知識」得点は、授業の前後で有意差は認められなかった。また、下位尺度でも有意差は

認められなかった。 

3）「防災に関する知識や技術」得点は、授業前後で有意に上昇した。下位尺度では、「家庭や施設内外の安全を

点検し、危険があれば取り除くための工夫がわかる」、「子どもの生命や安全を守るために、保護者や保育

士、地域の人たちのつながりがなぜ重要であるかわかる」、「子どもたちに何が危険であるか、どうしたら危険

を避けられるかを教えることができる」、「災害時に、子どもの生命や安全を守ることができる」の4項目が有意

に上昇した。 

4）「家庭科教育に関する意義認識」得点は、授業前後で有意に上昇した。下位尺度では、「家庭科の学習に

よって、これまでに学校で学んできた様々な知識が日常生活と関連付けられることがよくある」の1項目が有意に

上昇した。 

5）幼児とのふれ合い体験などを通して、幼児の安全や防災に関する意識や考えに変化した内容について自由回答

欄に記入を求めたところ、“幼児は防災についての知識はほとんどないものと考えていたけれど、ある程度の知

識があることにびっくりした”、“教えるとすぐに吸収してくれるので、何度も繰り返し教えることが大

切”、“子どもは一度興奮状態に入ると落ち着くまでに時間がかかる。災害時に指示に従ってもらうためにはま

ず落ち着いてもらうことが必要だと感じた”などのように、幼児の知識や理解力に関する気づきや、指導上の留

意点などを指摘する回答が多かった。 

　以上より、ふれ合い体験の中で高校生が幼児に対する防災教育を行うことで、幼児への関心を高めるだけでな

く、既習の防災に関する知識や技術がさらに向上し、家庭科教育に関する意義認識も高まっていることが確認で

きた。
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ポスター発表

食生活
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＢ１：10:00-10:15　座長：石垣 和恵（山形大学） 

ＰＢ２：10:15-10:30　座長：石垣 和恵（山形大学） 

ＰＢ３：10:30-10:45　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

ＰＢ４：10:45-11:00　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

ＰＢ５：11:00-11:15　座長：仲田 郁子（国学院大学栃木短期大學） 

ＰＢ６：11:15-11:30　座長：磯﨑 尚子（富山大学）
 

 
ZOOMはこちら 
中学校家庭科「災害時の食」教育に関するモジュール学習教材の開発 
〇小林 裕子1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学院） 

孤食対策事業「ふれあい食堂」調理ボランティア活動を通した SDGsへの取
り組み 
〇皆川 勝子1、福井 典代2 （1. 松山東雲短期大学食物栄養学科、2. 鳴門教育大学） 

可逆性サーモシールを用いた調理実習の授業における安全教育 
〇安川 あけみ1、加賀 恵子1 （1. 弘前大学教育学部） 

AQA『食事の準備と栄養』の教科書に現れる「実践的活動（ Practical
activity）」の特徴 
〇渡瀬 典子1 （1. 東京学芸大学） 

教員養成系大学における食物アレルギーとアナフィラキシーに関する授業実
践と検討 
〇平 和香子1 （1. 都留文科大学教養学部） 

中学校の学校給食における残食量に関する研究 
〇川邊 淳子1 （1. 北海道教育大学教育学部旭川校） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

中学校家庭科「災害時の食」教育に関するモジュール学習教材の開発
〇小林 裕子1、永田 智子2 （1. 兵庫教育大学大学院（院生）、2. 兵庫教育大学大学院）

キーワード：家庭科、中学校、災害時の食、モジュール学習教材

 
 

ポスターを表示 

 

【研究の背景と目的】 

　中学校家庭科における「災害時の食」教育の必要性及び有効性を明らかにし，その上でカリキュラムに位置づ

けた継続的な指導が必要であることを示すために，これまでの研究を進めてきた。小林・永田（2017）では，中

学校家庭科で扱う3時間構成の「災害時の食」の授業を開発・実践し，授業前後の生徒の変容から開発した授業の

有効性と適切性を示した。次に，現行の小・中・高等学校家庭科教科書における「災害時の食」の記述を抽

出・分析し，「災害時の食」教育に関する学習内容・学習活動を36項目に分類した（小林・永田2019a）。家庭

科教員対象に実施した「災害時の食」教育に関する全国調査（小林・永田2019b）において，この36項目につい

て尋ねた結果，中学校教員の半数以上が「家庭科での指導が必要だ」とした項目数は，36項目中15項目

あった。対して「実際に家庭科で指導した」項目は該当がなかった。教員が指導の必要性を認識しながら実際の

指導に至らなかった理由は，「授業時間の不足」が最多で，続いて「適切な教材・教具がない，分からな

い」「教員の知識・意識不足」「カリキュラムや年間計画にない」等であった。これらの課題を解決する手立て

として「短時間での指導が可能（モジュール学習）」，「教員が扱いやすく指導しやすい」「教員の知識を補完

できる」，「年間カリキュラムに位置付けた指導が可能」「生徒が興味・関心を持てる」等の条件を満たす学習

教材を開発することが有効であると考えられる。 

　そこで本研究では，小林・永田（2017）で開発した3時間構成の授業を，先述の条件を満たすように改訂

し，中学校家庭科「災害時の食」教育に関するモジュール学習教材を開発することを目的とする。 

 

【方法】 

研究は以下の４つの手順で進める。 

(1)小林・永田（2017）で開発した3時間構成の授業及び家庭学習の内容を新学習指導要領に準じ，改訂する。 

(2)改訂した授業を最小単位の学習内容・活動に分割する。 

(3)(2)の学習内容・活動を位置付けた年間カリキュラムを作成する。 

(4)分割した学習内容・活動に対応したモジュール学習教材を作成する。 

 

【結果】 

(1)新学習指導要領に準拠するよう，小林・永田（2017）の授業内容及び学習目標・評価等を改訂した。また新た

な学習内容として「災害時の食の問題を理解する」を追加した。 

(2)「災害時の食」教育に関する36項目の学習内容・学習活動を基準として，改訂した授業内容を10分程度の短時

間で指導が可能なモジュール（短時間学習）に分割した。3時間分の授業が13モジュール，家庭学習が9モ

ジュールである。 

(3)分割したモジュールを，年間カリキュラムの指導に適した単元に位置づけた。 

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A205.html


[PB2]

©日本家庭科教育学会 

 日本家庭科教育学会 2020年度大会（オンライン開催） 

(4)分割したモジュールに対応する学習教材として，教員が授業で使用できる教材を作成した。また，作成した教

材を活用した授業モデル案を作成し，教材とセットにした。 

 

【今後の課題】 

　今後は，開発したモジュール学習教材を複数の中学校家庭科教員に提示し，インタビュー調査及びアンケート

調査を実施し，評価を得る予定である。さらに評価結果から開発したモジュール学習教材の有効性を明らかにす

ることを目指す。 

 

【引用・参考文献】 

 

小林裕子・永田智子．(2017)．中学校家庭科における「災害時の食」の授業開発と有効性の評価．日本家庭科教

育学会誌． 

小林裕子・永田智子.(2019a).家庭科教科書における「防災・災害に関する食教育」の記述分析：現行の

小・中・高等学校家庭科教科書を対象に.四天王寺大学紀要. 

 

小林裕子・永田智子．(2019b)．家庭科教員の防災・災害に関する食教育の意識と実態：小・中・高等学校家庭科

教員対象全国調査より．日本家庭科教育学会誌.

 
 

孤食対策事業「ふれあい食堂」調理ボランティア活動を通した

SDGsへの取り組み
〇皆川 勝子1、福井 典代2 （1. 松山東雲短期大学食物栄養学科、2. 鳴門教育大学）

キーワード：SDGs、ふれあい食堂、調理ボランティア活動、小学生

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】「食品ロスの削減の推進に関する法律」が2019年5月に公布され，同年10月に施行された。大量消

費，大量廃棄が当たり前の日本では，以前よりこの問題が指摘されている。国の推計では2015年度に廃棄された

食品2842万トンのうち，まだ食べられるのに廃棄された「食品ロス」は646万トンであり，全体の2割強を占め

ている。この数値は世界中の飢餓に苦しむ人々を支援する1年間の食料援助量の約2倍に相当する。家庭科は

2005年度から配置が始まった栄養教諭と同様，「食育」推進の中心的教科としての役割が求められてい

る。2016年度第3次食育推進基本計画（厚生労働省：2016～2020年度）では特に「孤食対策」に関する記述が

多い。そこで本研究では，調理ボランティアとして活動している孤食対策事業「ふれあい食堂」において，小学

生の嫌いな野菜を好きになってもらうための献立を作成するとともに，「地産地消」による C02削減にも目を向

けた。また栄養士を目指す学生の学びを深めるためにも自分たちで野菜の栽培を体験することを企画し

た。【「久米 SDGs大作戦」の活動内容】本研究では，調理ボランティア活動を通して野菜が嫌いな子どもが多い

ことを実感し，学生たちと一緒に「 SDGｓ」をキーワードに「食品ロス」を減らし「地産地消」による C02削減

を目指す活動に取り組みたいと考えた。同時に食品を扱う栄養士を目指す学生の学びの一環として，愛媛大学附

属高等学校の農業の授業に参加し，農業を学んでいる高校生と一緒に初めての野菜作りに挑戦し「なす，ピーマ

ン，おくら，ミニトマト，とうもろこし」の5種類を栽培した。これに収穫済みだった玉ねぎと，高校で栽培した

柑橘を搾ってビンにつめた「みかんジュース」を使って「野菜たっぷりクリスピーピザ・牛乳とみかんの2色ゼ

リー(1人分637kcal）」の献立を考えた。そして久米小学校児童クラブと連携して，2019年8月20日に小学3年生

の児童28名，23日に小学2年生の児童18名に各1回，学生と高校生も一緒にクリスピーピザと2色ゼリーを作る活

動を行った。【実践結果および考察】小学生に1日分の野菜の摂取量を分かりやすく伝えるとともに，作り方が簡

単で美味しいクリスピーピザと2色ゼリーを作る活動を実践した結果，子ども達は自分自身で野菜をたっぷり

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A206.html
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トッピングしたピザを作り，全部食べることができた。「食の大切さ」「食の楽しさ」がそれぞれの子どもたち

に伝わったと考えられる。2020年1月20・21日に再度アンケートを行い，小学生29人から回答を得た。その結

果，好きな野菜として「ピーマン10人，トマト10人，きゅうり5人」，嫌いな野菜として「なす6人，ピーマン

6人，トマト3人」、ピザ作りで好きになった野菜はあるかの質問では9人が「ある」と回答し，その内訳は「トマ

ト5人，ピーマン4人，なす3人」であった。特に「なす」は好き0人，きらい6人だったが「好きになった」小学

生が3人いた。また29人中9人が「家庭でもピザを作った」と回答があった。本学の学生からも「 SDGsと野菜の

大切さを実感する日になりました」という感想があり，栄養士になる自覚が高まったことが確認できた。

 
 

可逆性サーモシールを用いた調理実習の授業における安全教育
〇安川 あけみ1、加賀 恵子1 （1. 弘前大学教育学部）

キーワード：家庭科、調理実習、安全教育、サーモシール

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】中学校の授業のうち家庭科の調理実習と理科の化学実験では，いずれも火を扱う内容を含むが，調理実

習は授業の頻度が低い，炎が鍋に隠れて見えにくい，楽しさから緊張感が欠如しやすい，鍋など身近な器具の使

用で油断が生まれる等，理科実験よりも危険度を低く感じている可能性が示唆された。本研究では，実験実習を

伴う種々の授業の中で起こりうる危険な事項を調べ，他教科と比較することで家庭科の問題点を把握し，児

童・生徒の危機対応能力を育成するための具体的な方法を提案する。 

 

【方法】家庭科の授業における事故事例や安全指導に関する事項を，安全教育に関する書籍から収集した。ま

た，小学校の家庭科，理科，図画工作，中学校の技術・家庭科（家庭分野）および（技術分野），理科，美術の

各教科書から，主に器具の使用方法と使用時の留意点を抽出して比較した。また，中学校の家庭科室と理科室を

訪れ，設備を比較した。それらを元に，「火災と火傷」の原因となる「高温」に焦点を絞り，児童・生徒の危機

意識を喚起する方法として，「高温」を可視化するサーモシールの考案し，安全カードを作成した。加えて，安

全教育を取り入れた授業案を提案する。 

 

【結果と考察】家庭科の授業において起こりうる危険な器具の使用方法と使用時の留意点を調べたところ， 切

傷・刺傷， 火災， 火傷， 感電， 衛生管理， ガス中毒， 薬品・薬剤の７項目が挙げられた。このうち本研究では

「火災と火傷」を取り上げ，実験・実習を伴う他教科の教科書と比較したところ，家庭科では「燃えやすいもの

を近くに置かない」という一般的な表現なのに対し，理科では「必要なものだけを机の上に出し，その他のもの

をしまう」とより具体的に記載されていた。したがって，ガスコンロを扱う調理実習時の安全性を高める必要が

考えられた。 

　調理実習で「火災と火傷」の原因となる「高温」対策として，温度により色が変化するサーモシールを用いて

視覚により「高温」を示す方法を考案した。サーモシールを調理器具に貼付したところ，温度によりシールに書

かれた温度がはっきり表れ，現在の温度を数値で示すことができるようになった。さらに，サーモシールをマグ

ネットシートに貼り，着脱可能なサーモシールを作成した。ステンレス鍋等マグネットの付く器具にはこれを繰

り返し貼ったり外したりできる。また，アルミ鍋，ガラス鍋等マグネットの付かない器具にはサーモシールをク

リップで固定することで着脱可能にした。炎がないために熱いことが分かりにくい IH調理器についても，サーモ

シールを使用することで調理中の鍋が高温であることや，電源を切って鍋を下ろした後もプレートは高温が持続

することを可視化できるようになった。 

　次に，既習事項を想起させる工夫として，安全カードの作成を行った。一例としてガスコンロ用の安全カード

の場合，高温の鍋をサーモカメラで撮影した写真と注意喚起する言葉を並べたカードを作成し，調理台に掲示す

ることにした。 

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A207.html
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　以上の結果を基に，小学５年生対象の「家庭科のガイダンスの授業」および中学１年生対象の「調理をしよう

（第1回目）」の授業の指導案を提案する。前者は「２年間の見通しを持ちながら家庭科室の使い方や注意点を理

解すること」をねらいとし，「今後の実習を想定し，家庭科室探検から得られた課題を全員で確認する」活動を

行う。後者は「小学校の調理実習を振り返りながら，中学校での調理実習の流れを理解すること」ならびに「家

庭科室の使い方や注意点を理解すること」をねらいとし，「次時に行う調理実習の計画を班ごとに立てた後，調

理器具の種類と使い方を確認し，実習の手順を考える」活動を行う。いずれも調理実習における安全教育を目的

とし，児童・生徒が家庭科室の設備を自らの目で見て，様々な器具に触れ，サーモシールや安全カードなどを用

いることで起こりうる危険な事項を予測する活動が含まれているため，調理実習を目前に控えた児童・生徒の危

機対応能力が高まり，安全な実習の実施が期待できると考える。

 
 

AQA『食事の準備と栄養』の教科書に現れる「実践的活動（

Practical activity）」の特徴
〇渡瀬 典子1 （1. 東京学芸大学）

キーワード：実践的活動、教科書、食事の準備と栄養

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】イングランドをはじめとするイギリスの各地域では、それぞれの教育課程が定められている。本報告

は、ナショナルカリキュラムのもと，中等教育終了段階に設定された「 Food preparation and Nutrition （以

降、「食事の準備と栄養」と記載）」の GCSE（ General Certificate of Secondary School）に注目した。

GCSEはイングランド、ウェールズ、北アイルランド等で行われる全国統一試験制度であり、中等教育が修了（義

務教育終了）するときに受験する。中等教育段階は、キーステージ3（7~9年生）、キーステージ4（10~11年

生）に相当し、11～16歳にたる。 GCSEはイギリス国内の試験委員会（ exam board）が作成する試験に合格す

ることで、中等学校の修了資格を得られ、各教科によって試験方法が異なる。また、試験委員会は数種類ある

が、その中で AQA（ Assessment and Qualifications Alliance）は最も大きな組織であり、 AQAが作成した

GCSEのための教科書が発行されている。 AQAの場合、「食事の準備と栄養」は、筆記試験が50％（105分間

100点）で、筆記試験では測れない実践的スキルを見るために、 NEA（ Non-examined assessment）が11年生

で行われる。「食品調査（30点）」は最大で10時間、「食事の準備（70点）」は最大で20時間が目安に設定さ

れている。昨年の報告では、ナショナルカリキュラム改訂による「食事の準備と栄養」の特徴について報告

し、「栄養」「食物」「調理と食事の準備」の3つを柱に「食事の準備スキル」が挙げられていることを述べた。 

そこで，本報告は AQAの「食事の準備と利用」の教科書において、調理技術・技能に係る学習内容の構成に注目

する。さらに，教科書に記述された「実践的活動（ Practical activity）」の項目から、中等教育修了段階までに育

成する能力を明らかにする。 

【方法】2020年の GCSEに対応する教科書『 AQA Food preparation and Nutrition』（2016）中の「実践的活

動」の記述及びナショナルカリキュラム『食事の準備と栄養』(DfE 2015)を分析に用いる。 

【結果】 GCSEのコースでは、5つの核となるトピックが「教科内容（ Subject Contents）」として設定されてお

り（1.食品、栄養、健康、2.食品科学、3.食の安全性、4.食の選択、5.食品の原産地）、これらが筆記試験の出題

範囲に該当する。教科書では、はじめに調理実習に関する学習「食事の準備スキル」について調理実習を通して

学習後、「教科内容」へと移行する。 

教科書の中にあった「実践的活動（ Practical activity）」の記述から、以下の事柄が明らかになった。 

 

(1) 「教科内容（ Subject Contents）」の項目にある「実践的活動」は、最初に学習した調理実習に関する学習

「食事の準備スキル」に大いに関連している。 
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(2)「実践的活動」は、 NEAを念頭に置きつつ、日常の生活場面はもとより、飲食業界で必要な基礎的な知識・技

術を踏まえた課題設定になっている。 

 

(3) 定型的な学習内容とともに非定型的な学習内容も「実践的活動」の中に設定されている。「実践的活動」に

は、自身の振り返り・評価場面が組み込まれており、これまで学んできた知識や技術を確認することにつな

がっている。 

 

(4) 「 Food preparation and Nutrition （食事の準備と栄養）」は、日本の家庭科教育のように、様々な学習領域

で構成されているのではなく、食の内容に特化している。しかし、教科書に記載された内容を全て実施するには

内容が多い。各学校の状況に合わせ、キーステージ３からの指導計画の工夫がなされていると推察される。

 
 

教員養成系大学における食物アレルギーとアナフィラキシーに関する

授業実践と検討
〇平 和香子1 （1. 都留文科大学教養学部）

キーワード：食物アレルギー、アナフィラキシー、アナフィラキシーショック、家庭科教育、エピペン

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】 

 

　近年、児童生徒を取り巻く生活環境の変化や疾病構造の変化などに伴い、食物アレルギー疾患の増加が指摘さ

れている。食物アレルギー疾患は、長期にわたり管理を要し、場合によってはアナフィラキシーショックを発症

し、生命に関わる事もある。そのため、学校における対策として、ガイドラインに基づく対応の徹底、教職員に

対する研修の充実、緊急時におけるエピペン（アドレナリン自己注射薬）の活用、関係機関との連携体制の構築

など、細心の注意を払いながら取り組むことを求められている。また、食物アレルギーを有する児童生徒が、給

食や調理実習の時間が重荷になることや、いじめや差別の対象とならないよう、家庭科を始めとした授業を通

じ、食物アレルギーに関する学習を食に対する指導として行うなど、発達の段階に応じたきめ細やかな指導を進

めることが求められている。そこで、本研究においては、将来小学校教員を志望する大学生に対し、食物アレル

ギーに対する関心及び知識理解度について実態を把握した上で、食に関わる家庭科関連科目において、食物アレ

ルギー及び緊急時の適切な対応方法の指導について実践授業を試み、その教育的効果を明らかにすることを目的

とする。 

 

 

 

【方法】 

 

　Y県 T大学において、2018年11月～12月に小学校教員を志望する1～4年生108名を対象として、食物アレル

ギー及びアナフィラキシーに対する関心及び知識理解度を明らかにするために、事前調査を質問紙形式にて

行った。有効回答者は100名（92.5%）であった。質問項目は、食物アレルギーとアナフィラキシーに関する知

識、学習歴、原因物質、症状、発作時の対応、エピペンの認知及び仕様方法についてである。この結果をもと

に、2019年10月～11月に家庭科専門科目である「生活環境科学通論（食生活）」の講義において、小学校教員

を志望する2～4年生の受講生38名に対し、前年度と同じ感心及び知識理解度調査を行った。有効回答者は37名

（97.3%）であった。その後、食物アレルギーとアナフィラキシーの知識、調理実習や学校給食時の注意点、ア

ナフィラキシーショック発症時の救急対応、エピペンの使い方、当事者による経験談、エピペンの実物見本を用
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いた実践について2回講義を行った。2回目の実践後に、事後調査として知識理解調査を実施し、講義前後での学

習効果を検討した。 

 

 

 

【結果】 

 

　質問紙の結果から、事前調査として行った知識理解度については、食物アレルギーへの認知やアレルゲンに関

する知識を有している学生は多かったが、食物アレルギーを引き起こす仕組みや症状については、具体的な知識

を多くの学生が持っていないことが分かった。また、アナフィラキシーに関する言葉の認知や、アナフィラキ

シーショックを起こした際には命に関わる可能性があることの理解は高い傾向がみられたが、エピペンの知識に

ついては、多くの学生が存在を認知していなかったことが判明した。知識を有している学生の中でも、使用方法

に関しては殆どの学生が実物を持ったことがなく、判っていないことが明らかとなった。講義実践後の事後調査

の結果を事前調査と比較したところ、食材に対する関心、食物アレルギーやアナフィラキシーが起こる仕組

み、食物アレルギーの症状、アナギラキシーショック時の対応、エピペンの知識や使い方に関する項目につい

て、χ2検定により有意に差が認められ、本授業実践の効果について示唆を得ることができた。更に分析を進

め、今後の家庭科教育における食領域の食物アレルギーに関する授業実践に関し一つの可能性を示すと共に、よ

り効果的な学習形態について検討していく必要があると考えられる。

 
 

中学校の学校給食における残食量に関する研究
〇川邊 淳子1 （1. 北海道教育大学教育学部旭川校）

キーワード：中学校、学校給食、残食量

 
 

ポスターを表示 

 

【研究の背景および目的】 

 

　近年，深刻化している日本の食糧問題として食品ロスが挙げられる。食品ロスの中でも学校給食に焦点を当て

てみると，環境省が2015（平成27）年度に実施した調査によれば，残食の割合を示す全国小中学校の残菜率の平

均値は6.9％であった。回答数は異なるが，児童・生徒1人当たりの年間の食品廃棄物量のうち食べ残しが

7.1kg/人・年と最も多かった。 

 

　北海道旭川市も食品ロスとは無関係ではない。北海道新聞（2018（平成30）年10月25日）によれば，旭川市

内の小中学校で学校給食の食べ残し「残食」が減らず，改善がほぼ見られないと言われている。中でも中学校は

残菜率が全道平均を上回っている。2015（平成27）年調査の残菜率の全道平均は小学校10.4％，中学校9.8％で

あるのに対し，2015（平成27）年の旭川市内は全道平均と比較し，小学校は0.8ポイント下回ったが，中学校は

7.2ポイント上回った。 

 

　そこで本研究では，旭川市内の中学校を対象に，子どもたちの学校給食に関する実態を把握し，残食につなが

る要因およびその解決方法について検討することを目的とした。 

 

【方法】 

 

　基幹校として中学校に栄養教諭が配置されており，お弁当の日の実践など中学校全体の教育活動として食育を
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実践している旭川市立 N中学校を対象として研究を行った。 N中学校の学校給食における残食実態調査，さら

に，生徒へのアンケート調査ならびに栄養教諭と担任へのインタビュー調査を通して検討した。調査日時

は，2019（令和元）年12月であった。 

 

【結果および考察】 

 

　旭川市教育委員会によると，2018（平成30）年度の残菜率は小学校で前年比0.3ポイント増の9.9％，中学校で

同0.2ポイント増の16.5％となっていた。中学校の残食量の測定結果からは，献立別で比較するとばらつきが見ら

れ，共通献立であっても給食の出来上がりがすべての学校で同じではないので，そのような差が生じるのではな

いかと思われた。主食全体や副食全体といった大きな範囲で比較すると， N中の平均残菜率の方が低かった。 

 

　生徒に対するアンケート調査結果からは，「給食の量が多いこと」，「給食時間が短いこと」，「きらいなも

のがあること」，「食欲がないこと」の４点が生徒の主な給食を残す理由であることが分かった。また、給食で

は7割以上の生徒が，嫌いな献立や食材が出ても口にしていることが明らかとなった。さらに給食について，「バ

ランスの良い食事を考えてくれている栄養士さんや調理員の方に感謝している」という回答があり，日頃から関

わりのある栄養教諭や親子調理方式だからこそ身近に感じることができる調理員に対する生徒の深い思いがうか

がえた。 

 

　一方，教員に対するインタビュー調査結果からは，日々の給食指導は，学級担任の食育に対する注目度に

よって一人一人異なることが明らかとなった。特に子育てを経験したことのある教員は，子育てをする前は食育

に興味は無く，給食はトラブルなく食べ終わることができたら良いという考えだったが，子育てをした後は子ど

も達に食の大切さを伝えたいという気持ちが強くなったと話していた。また，栄養教諭が配置されたことで，食

育に興味を持ち始めたと話す教員もいた。 

 

　食育の重要性や緊急性が再認識されてきている一方で，食育は教員同士の中でそのねらいや目標が統一されて

いない現状がある。栄養教諭をはじめ全教職員の共通理解を図り，学校全体で食育に取り組んでいければ，中学

校給食の残菜率を減らすことができるのではないかと推察された。
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ポスター発表

衣生活
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＣ１：11:30-11:45　座長：磯﨑 尚子（富山大学） 

ＰＣ２：11:45-12:00　座長：磯﨑 尚子（富山大学）
 

 
ZOOMはこちら 
オンライン製作実習「刺し子」の実践課題 
〇山中 大子1、川端 博子2 （1. 東京学芸大学大学院(院生)、2. 埼玉大学） 

生活を豊かにするための布を用いた物の製作における「袋」の題材研究 
〇都甲 由紀子1 （1. 大分大学教育学部） 



[質疑応答]

[PC1]

©日本家庭科教育学会 

 日本家庭科教育学会 2020年度大会（オンライン開催） 

ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

オンライン製作実習「刺し子」の実践課題
大学生へのインタビューと質問紙調査の分析

〇山中 大子1、川端 博子2 （1. 東京学芸大学大学院(院生)、2. 埼玉大学）

キーワード：オンライン授業、製作実習、刺し子、コミュニケーション

 
 

ポスターを表示 

 

【研究目的】 

 

　2020年度前期は COVID-19感染拡大防止の為に、ほとんどの大学において、被服製作に関わる実習科目につい

ても、遠隔授業の措置がとられた。本研究の目的は、大学で行われたオンライン製作実習を学習者の視点から検

討することにより、製作実習実践への示唆を得ることである。 

 

【研究対象】 

 

　研究対象者は、2020年度に A大学の「被服学実習Ⅱ」を選択受講した女子学生8名（ A~H）である。6月から行

われた「刺し子」の袋作り（135分授業×6回）を研究対象とした。第2時～第4時は、自宅を中継するオンライン

実習とし、動画を用いた講義の後、90分間「刺し子」を縫った。教材には中学校家庭科でも使われるキットを使

用した。 

 

【研究方法】 

 

質問紙調査（3回）：オンライン実習の終わりに、授業を振り返る調査を実施した。学習効果を測るため、製作の

喜び、「刺し子」への興味、自己肯定意識を測る項目への回答を求めた。加えて、オンライン実習と対面実習に

ついての考えを自由に記述することを求めた。 

 

聞き取り調査：作品完成後に、15分程度の半構造化による対面の個別面接を行い、オンライン実習とその学びに

ついて説明することを求めた。 

 

【結果と考察】 

 

　1）オンライン製作実習と対面製作実習のメリット・デメリット 

 

質問紙調査の自由記述によると、オンライン実習には、集中して自分のペースで製作を進められるというメ

リットがあった。デメリットとしては、質問がしにくく、周りの様子が見えない不安が挙げられていた。オンラ

インの対面との際立った違いは、教師・友人との自然なコミュニケーションが遮られていることであった。 

 

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
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対面実習での友人との交流は、教え合いを楽しむメリットの反面、不本意な交流や周りが気になるなど、製作に

集中できなくなるデメリットとしても記述されていた。オンライン実習において、人と接することなく完結する

学びには、議論の余地がある。 

 

2）オンライン製作実習「刺し子」の学習効果 

 

授業を通して、製作の喜び、「刺し子」への興味は高水準で維持された。全体として学生の縫製技能は高く、作

品の完成度は高かった。オンラインでも「刺し子」製作実習は成立するとみなされる。 

 

3）オンライン実習でポジティブな体験をした学生 

 

　聞き取り調査の結果から、オンライン実習を通して各人各様の体験をしたことが明らかになった。例えば、 Aは

苦手意識の克服と向上心、 Bは力みを取り去り楽しむこと、 Dはできることが増える喜び、 Eは達成感についての

語りが見られた。オンライン実習の特徴的な製作体験として、 Cは集中力を発揮すること、 Gは周りを気にせず

に新しいことにチャレンジし自己を表現することを語っていた。質問紙の回答では、 Cと Gは、製作を通して最

高水準の製作の喜び得点を維持していた。 Gの自己肯定意識得点は向上した。 

 

　4）オンライン実習でポジティブな体験が少なかった学生 

 

　Fの作品は縫い目数が最も多く、金糸を配する工夫もされ、揃った縫い目で丁寧に仕上げられていた。 Fは裁縫

が好きで「刺し子」への興味も高かった。しかし、製作の喜び得点と自己肯定意識得点は次第に低下した。対面

実習であれば周囲から賞賛され頼られたかもしれないが、コミュニケーションの少ないオンラインでは活躍の場

がなかった。また、裁縫の習慣を持ち技能の高い Hは、授業開始前より「刺し子」への興味が低かった。オンラ

イン実習では、友人との交流などの刺激や変化がなかったため、製作に飽きてしまった。 

 

5）オンライン製作実習における指導へむけて 

 

実習指導では、手元が見えにくい中での説明の工夫と、不得手な学習者のフォローに意識が向きがちである。加

えて、本研究で課題として示された学習者の活躍や興味喚起も含めた、コミュニケーションと個への対応がオン

ライン実習指導の工夫として求められる。

 
 

生活を豊かにするための布を用いた物の製作における「袋」の題材研

究
〇都甲 由紀子1 （1. 大分大学教育学部）

キーワード：布を用いた物の製作、袋、文化

 
 

ポスターを表示 

 

１．研究目的・背景　小学校学習指導要領において布を用いた製作は「生活に役に立つ物づくり」から「生活を

豊かにするための実習」となり，題材としては「日常生活で使用する物を入れる袋」が指定されている。今回の

改訂では，製作実習を課題解決学習として位置づけることがより明確化された。ゆとりや縫いしろの必要性を理

解させるため，児童自身が袋の製作計画を立て，工夫して製作させ，作品を生活の中で活用する楽しさを感じる

までの指導が求められている。一方で日本の伝統的な生活文化に気づかせることも求められ，布について学ぶ際

にふろしきや手ぬぐいの使用が提案されている。小中高全ての家庭科において衣服の製作には時間がとれない状

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A212.html
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況の中で，家庭科の実習で袋を作る意義や取り上げる袋の種類を検討することが必要である。教員養成課程の授

業や教員研修において「袋」に対する理解を深める教材開発も求められる。そこで，袋の製作教材や授業，袋の

文化に関する文献・資料を収集して整理し，日本の文化的背景を持つ袋の種類を挙げ，袋の題材研究を深めるこ

とを目的とする。 

２．研究方法 

１）袋の文化や実践研究の文献・資料を収集して整理する。 

２）題材の候補となる文化的背景を持つ袋の種類を挙げる。 

３）教員養成，教員対象の「袋」を学ぶ教材を開発する。 

３．研究結果 

１）辰巳（2001）は，風呂敷を日本文化の象徴として，袋を西洋文化の象徴として比較文化論を呈している。一

方で，茶道の袋物には様々な種類がある（大沢，小林，1997）。日本の文化は風呂敷文化と言える側面もある

が，茶道具を入れる名物裂の袋を縫って使う伝統も存在する。現行指導要領に対応した袋の製作教材・授業とし

ては，谷田貝（2018）が手ぬぐいを材料とした巾着袋の製作教材を提案しており，中里他（2018）は，「自分

だけの袋を作ろう」と題し，協働的問題解決を取り入れ，不織布の試作を取り入れたバッグ作りの授業を提案し

ている。２）小学校家庭科の教科書にはトートバッグやナップザックが掲載されているが，日本の伝統文化を背

景とした袋としては巾着袋，合切袋，信玄袋，利休袋，懐古袋，吾妻袋，数寄屋袋などが挙げられる。小学校の

題材としては巾着袋や吾妻袋が妥当かと考えられるが，教員側の教育にはその他のものも候補として検討でき

る。３）数寄屋袋の作り方（松村,都甲，2019）とワークショップの実践（都甲,2020）を元に，袋について学ぶ

教員養成や教員研修向けの教材を制作し，教育プログラムを開発した。 

４．まとめ　「袋」とは何か，何のために必要でどのように使うかを学習者に問うことから始め，生活の中で自

作の袋を活用する喜びを実感させることが求められている。「袋」は漢字の部首が「衣」と「代」であり，衣に

代わるものとも言える。袋作りの学習を通して衣生活教育の充実に繋げたい。 

1）辰巳慧(2001)風呂敷文化と袋の文化，晃洋書房 

2）大沢和子，小林実千世(1997)茶の袋物-手作りを楽しむ，淡交社 

3）谷田貝麻美子(2018)衣生活学習における和の布の活用-生活文化の継承から生活を豊かにするための製作まで-

千葉大学教育学部研究紀要66(2),329-332 

4）中里真一，小林陽子，前田亜紀子(2018)小学校家庭科における協働的問題解決を取り入れた布を用いたものづ

くり学習，群馬大学教育実践研究35,151-156  

5）松村めぐみ，都甲由紀子(2019)数寄屋袋づくり，被服教育研究会
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ポスター発表

住生活
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＤ１：13:00-13:15　座長：星野 洋美（常葉大学） 

ＰＤ２：13:15-13:30　座長：星野 洋美（常葉大学） 

ＰＤ３：13:30-13:45　座長：星野 洋美（常葉大学） 

ＰＤ４：13:45-14:00　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校）
 

 
ZOOMはこちら 
鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間の基礎
知識と特徴の把握に関する授業実践 
〇飯野 由香利1、渡邉 彩子2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5 （1. 新潟大学教育学部、2. 新潟

大学附属長岡中学校　、3. 静岡大学学術院教育学領域　、4. 浦和大学こども学部　、5. 埼玉県さい

たま市立城北中学校 ） 

鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間の特徴
と整え方に関する授業実践 
〇渡邉 彩子1、飯野 由香利2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5 （1. 新潟大学附属長岡中学

校、2. 新潟大学教育学部、3. 静岡大学学術院教育学領域、4. 浦和大学こども学部、5. 埼玉県さいた

ま市立城北中学校） 

伝統文化に関する家庭科の教材研究 
〇弘下 由菜1 （1. 広島大学大学院（院生）） 

小学校教員を対象とした清掃指導に関するアンケート調査 
〇萬羽 郁子1、藤田 智子1、渡瀬 典子1、西岡 里奈2 （1. 東京学芸大学教育学部、2. 東京学芸大学附

属小金井小学校） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間

の基礎知識と特徴の把握に関する授業実践
〇飯野 由香利1、渡邉 彩子2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5 （1. 新潟大学教育学部、2. 新潟大学附属長岡

中学校　、3. 静岡大学学術院教育学領域　、4. 浦和大学こども学部　、5. 埼玉県さいたま市立城北中学校 ）

キーワード：知識構成型ジグソー法、鳥瞰図、住空間の特徴 

 
 

ポスターを表示 

 

【研究の背景と目的】 

 

2017年の中学校学習指導要領では、「ア(ィ)家庭内の事故の防ぎ方など家族の安全を考えた住空間の整え方につ

いて理解すること」や「イ　家族の安全を考えた住空間の整え方について考え、工夫すること」が挙げられてい

るが、生徒は「住空間の整え方」に関する基礎的な知識を十分に習得しているとは言い難い。そこで、生徒や家

族が健康・安全・快適な住生活を営むために必要な基礎的な知識を学べる資料の作成が必須であると考える。 

 

一方、上記学習指導要領の改訂に伴い、「主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）」が提示さ

れ、その一手法として知識構成型ジグソー法が挙げられる。知識構成型ジグソー法の住生活授業における主体的

な学習や対話的な協働学習の教育的な効果や課題は未だ明らかになっていない。 

 

本研究では、基礎的な知識をまとめたエキスパート活動資料を作成し、鳥瞰図を用いて知識構成型ジグソー法を

取り入れた授業を行った。本報では、資料の理解とエキスパート活動を通した生徒の主体的な学習における理解

できた内容とできなかった内容等について明らかにすることを目的とする。ジグソー活動やクロストークについ

ては別途報告する。 

 

【授業概要と分析方法】 

 

2019年1～2月に N市立 M中学校の1年生5クラス167人を対象に、各クラス4時間の知識構成型ジグソー法の授業

を家庭科教員が行った。「家族一人ひとりが過ごしやすい家にするために、何を考えて住まい方を工夫すればよ

いだろう」という学習課題を設定した。活動時には住宅の鳥瞰図（木造1階建て、間取りは南向きリビング、南と

東向き和室6畳、南と西向き洋室8畳、東と北向きの洋室6畳と台所・食事室など）を用いた。また、基礎的な知識

を4テーマ（ A：家族と住空間、 B：室内環境、 C:日常生活での安全性、 D:災害時の安全性）に分けてまと

め、テーマ毎にエキスパート活動資料（ A3判表裏）を作成した。授業前に１種類のテーマの資料を生徒に配布し

て、内容を主体的に理解してもらった。１時間のエキスパート活動時には、 A～ Dテーマ毎に班を構成して、担当

テーマのエキスパート活動の資料に基づいて各部屋の特徴を説明し合って相互に理解を深めた。各生徒の資料の

内容の理解度や、エキスパート活動における他の生徒への説明や他の生徒からの説明を聞いての理解度及び話し

合いによりテーマ別に理解した内容を、ワークシートの記述やアンケート調査結果により分析した。 

 

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A213.html
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【結果】 

 

1)エキスパート活動を通して、家族の生活と住空間に関する1テーマの基礎知識を資料読解により99％の生徒が理

解し、96％の生徒が協働学習に積極的に参加したことにより99％の生徒が理解の深まりを認識した。 

 

2)本活動を通してテーマ毎に得られた理解の内容を以下に示す。 Aテーマ（家族と住空間）では、住空間の共

同・個人生活空間や時間による生活場所の変化及び幼児や高齢者の身体や行動の理解度が高かったが、日常的に

見聞や体験しない伝統的な建具や空間の理解度は低かった。 Bテーマ（室内環境）では、資料で図や写真で示した

方位の違いによる明るさや暖かさ・涼しさの相違の理解度が高かったが、その他の室内環境に関する理解度は

41％以下で低かった。 Cテーマ（日常生活での安全性）で、高齢者の家庭内事故死数の1位と3位の原因である

ヒートショックや段差解消の安全策の理解度が高かったが、「手すりの設置場所」の理解度が低かった。

Dテーマ（災害時の安全性）では、資料で多くの紙面で示されていた地震や火災に備えて取るべき対策の理解度が

最も高く、次いで避難経路の理解度が高かったが、「トラッキング現象」などの聞き慣れない言葉や資料の表中

の詳細な内容の理解度は低かった。 

 

3)鳥瞰図は話し合い時において有用であり、資料で理解したことや相談した内容を図上に記述し、線やマークを記

入することができることから理解の深まりに役立った。 

 

本研究は文部科学省科学研究費助成事業（基盤研究（ C）課題番号：17K04767　代表者　小川裕子）の研究助

成を受けた。

 
 

鳥瞰図を用いた知識構成型ジグソー法を取り入れた中学校での住空間

の特徴と整え方に関する授業実践
〇渡邉 彩子1、飯野 由香利2、小川 裕子3、伊深 祥子4、金子 京子5 （1. 新潟大学附属長岡中学校、2. 新潟大学教

育学部、3. 静岡大学学術院教育学領域、4. 浦和大学こども学部、5. 埼玉県さいたま市立城北中学校）

キーワード：知識構成型ジグソー法、鳥瞰図、協働学習、住空間の整え方

 
 

ポスターを表示 

 

【研究の背景と目的】 

 

住空間の整え方を学習する授業において、家族の生活や住要求を踏まえた学習が多いが、住空間の特徴を捉えた

学習は少ない。そこで、住空間を住居の基本的な機能を踏まえて学習し、間取り図などにおける各住空間の特徴

を把握し、家族の生活を考慮して住空間の整え方を検討する授業も考えられる。 

 

本研究では、家族と住空間・室内環境・日常生活の安全性・災害時の安全性の4観点から各部屋の特徴を捉え、各

部屋での住まい方の工夫方法を学習する知識構成型ジグソー法を取り入れた授業を実践した。本報の目的は、エ

キスパート資料の理解や活動の後に行った住宅の鳥瞰図を用いたジグソー活動①と②及びクロストークにおける

教育的な効果や課題を明らかにすることである。 

 

【授業の概要と分析方法】 

 

2019年1～2月に N市立 M中学校の1年生5クラス167人を対象に、各クラス4時間の知識構成型ジグソー法を取り

入れた授業を家庭科教員が行った。部屋の特徴を4テーマ（ A：家族と住空間、 B：室内環境、 C:日常生活での安

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A214.html
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全性、 D:災害時の安全性）から学習した。エキスパート活動１時間行った後に、ジグソー活動①と②の2時間とク

ロストーク１時間を行った。 

 

ジグソー活動①では、 A～ Dテーマ毎に班を構成した。各生徒が担当テーマから捉えた各部屋の特徴について鳥瞰

図ワークシート（鳥瞰図を中央に配置して部屋毎に空欄が設けられている A1版用紙）に付箋を貼りながら説明し

合った後に、部屋毎に4テーマの内容を考慮して各部屋の特徴を把握し、生活者を決めた。 

 

ジグソー活動②では、学習課題である「家族一人ひとりが過ごしやすい家にするために、何を考えて住まい方を

工夫すればよいだろう」に取り組むために、各部屋の生活者にとって健康的で安全に快適な生活を営むための方

法について4テーマの内容を踏まえて話合いを行い、住まい方の工夫方法をワークシートにマジックで記述した。 

 

クロストークでは、班毎にワークシートを投影して、各生徒が担当した各部屋における生活者と住まい方の工夫

方法を発表して、様々な住まい方の工夫方法を補完・共有した。分析は、事前課題や授業中における活動評価

シートの記述、授業後アンケートの回答に基づき行った。 

 

【結果】 

1）鳥瞰図の各部屋の特徴を4テーマの内容から協働で把握したジグソー活動①において、説明ができた側の割合

と他テーマの内容を聞いての理解した割合は94％と96％で高かった。 

2) ジグソー活動①でテーマ毎に50％以上の理解度の内容は、 Aテーマで鳥瞰図の各部屋の特徴と相違及び家族の

身体や行動の相違、 Bテーマでは資料内の図や写真から鳥瞰図の各個室の配置における窓が面する方位による太陽

光の入り方が異なることとこのことによる暖かさ・涼しさや明るさの相違、 Dテーマで鳥瞰図上に描いたマーク

や避難経路に関する内容、 Cテーマでは Dテーマと関連づけて「手すりの設置場所」が挙げられた。 

 

3)ジグソー活動②では、多くの班で、和室に複数の家族が生活し、様々なテーマの内容を考慮した住まい方の工夫

が複合的に挙げられた。洋室6畳に中学生が、洋室8畳には父または祖母が生活することが想定されることが多

く、部屋の配置やフローリングによる寒さ対策や地震時の家具の転倒防止などの割合が高かった。 

 

4)クロストークにおいて、 Dテーマでは避難時の安全性、 Bテーマでは防音対策や空気環境、 Cテーマでは転

倒・転落防止に関する具体な対策などの理解度が高く、ジグソー活動②までに習得できなかった知識を共有し補

完することができた。なお、 Aテーマでは家族と生徒自身との相違や住空間における内装や建具の相違を再認識し

た。 

 

5)学習課題に関する住まい方の工夫に関する記述数が授業後に増大した。授業前には生徒自身の生活や住空間及び

室内環境に関することが主であったが、授業後には家族の身体や行動及び生活行為を考え、日常生活の安全性や

室内環境問題の対策、及び地震や火災などへの安全対策を習得できた。今後の生活に役立つ側の意見が100％であ

ることから本授業の有効性が示された。

 
 

伝統文化に関する家庭科の教材研究
〇弘下 由菜1 （1. 広島大学大学院（院生））

キーワード：伝統文化、環境、持続可能

 
 

ポスターを表示 

 

[目的]現在、洋風な住宅に慣れ親しみ洋室が一般的になったことで、子供たちは洋式の住居を好む傾向がある。ま

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A215.html
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た、子供たちは環境に配慮した生活についてあまり関心がない。平成29年告示の中学校学習指導要領（家庭）で

は、「日本の伝統的な生活についても扱い、生活文化を継承する大切さに気付くことができるように配慮するこ

と」としていることから、伝統と文化に関わる教材を開発し、伝統文化の知恵と環境について学びながら生活を

工夫し創造する資質・能力を育成できるような授業提案を行った。 [教材提案]題材は平成29年告示の学習指導要

領の「 B衣食住の生活、（６）住居の機能と安全な住まい方ア（ア）家族の生活と住空間との関わり、住居の基本

的な機能」とした。家族の生活に応じて住空間の使い方が異なることを理解させ、伝統的な住宅や住まい方の知

恵に触れ、文化を継承しながら和式と洋式を組み合わせた住空間を工夫していくことに気付かせることを内容に

取り入れた。また、環境に配慮した住生活を営む必要があることから、日本の気候に応じて考えられた伝統的な

住宅や住まいの知恵を活かし、工夫して生活していくことに気付かせ考えさせる内容とした。対象学年は2年生と

し、題材は「住まいの役割と住まい方を考えよう」から、気候に応じた伝統的な建具や名称の説明、伝統継承を

どのように行うかについて取り入れた50分間の授業とした。本時の授業めあては「昔の暮らしの知恵を活かし

て，環境に配慮した住まいを考えよう」とした。導入では、現代の住まいの中にある室内を調節する家具につい

て「部屋の中が暑いとき自分だったらどうするか」という問いかけを行い、「エアコンをつける」「扇風機をつ

ける」「窓を開ける」「うちわを全力であおぐ」の４つの中から選択させた。そして、家庭で使われているエネ

ルギーの二酸化炭素の排出について紹介した。展開では、エネルギー消費量を抑えた暮らしについての方法を伝

統文化の知恵を活用して、現在の暮らしに取り入れ工夫することができるような内容とした。まず、日本の気候

や太陽の動きなどを復習した後、伝統的な住まいの工夫について庇、よしず、すだれ、畳について説明した。グ

ループワークでは、伝統文化の知恵を活かした暮らしについて考える内容とし、制作したカード資料を用いて考

えさせるようにした。[授業実施]作成した学習指導案をもとに広島女学院大学で授業を実施した。生徒役は学生

5名にボランティアで参加していただいた。実施後、授業の理解度や改善点についてアンケートを行った。理解度

について質問したところ、5名全員が理解できたと答えた。また、授業の中で一番学びが深まった（よかった）と

思うことについて質問した結果、「小学校の復習が取り入れていたところ」「日常生活が環境破壊を行っている

ところ」「 CO2がどれくらい出ているのか知らなかったので、知ることができてよかった」などと回答してい

た。改善点では、「説明の表現の仕方でわかりにくいと感じた」などの回答があった。[結果]今回の授業実施で

は、伝統文化や環境問題について詳しく説明をすることができたが、説明の時間を長く取ってしまいグループ

ワークの時間を多く設けることができなかった。また、日本の気候について他教科の学習とつながりを持たせら

れるように内容を考えることができたが、生徒たちがどのくらいの知識を持っているのか、他教科で学習してい

るか確認したうえで説明しなければならないと考えた。

 
 

小学校教員を対象とした清掃指導に関するアンケート調査
学校清掃と家庭科における指導観の違い

〇萬羽 郁子1、藤田 智子1、渡瀬 典子1、西岡 里奈2 （1. 東京学芸大学教育学部、2. 東京学芸大学附属小金井小学

校）

キーワード：小学校、学校清掃、家庭科、清掃

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】　清掃は児童にとって身近な環境整備であり、家庭科においても、小学校学習指導要領解説家庭編

（2017）に気持ち良く生活するために必要な知識および技能の一つとして取り上げられている。また、小学校学

習指導要領解説特別活動編（2017）では、学級活動の内容として一人一人のキャリア形成と自己実現に関連して

清掃について記述があり、日本では学校清掃を児童が行うことが多い。一方で、学校で使用する掃除用具の種類

は多く、家庭とは異なること、教員は清掃指導について学ぶ機会が少ないことが指摘されている（株式会社ダス

キン，2018）。本研究では、小学校教員を対象としたアンケート調査を実施し、学校清掃と家庭科住生活領域で

の清掃指導の実態と指導観の違いや、指導上の課題を明らかにし、今後のカリキュラム・マネジメントに向け

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A216.html
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て、学校清掃および家庭科の特質を生かした清掃学習の意義を整理することを研究目的とする。 

【方法】　調査会社を通じて、登録会員のうち全国の小学校教員を対象とし、インターネットを利用したアン

ケート調査を実施した。調査項目は、回答者の属性、学校清掃および小学校家庭科住生活領域における指導経験

の有無、清掃指導の実態、清掃学習の意義と指導観、指導上の課題とした。 

【結果】　300名から回答が得られたが、養護教諭と栄養教諭を除く293名からの回答を分析対象とした。回答者

は男性67.9%、女性32.1%で、年代は20代が6.8%とやや少なく30～60代はそれぞれ約20～30%だった。小学校

全科教員が79.5%、専科教員は20.4%で家庭科専科は1名のみだった。学校清掃の指導経験は90.4%、家庭科の授

業担当は75.1%、家庭科の中で清掃学習の授業担当は52.6%が経験ありと回答した。 

　勤務校における学校清掃の実態として、日々の清掃は児童が中心となり、教員とともに行なわれていた。学校

清掃の形態は、各自の教室の担当が12.6%、学年・クラスごとの割り当てが61.9%で、縦割り班での割り当てが

25.2%だった。また、清掃頻度は毎日が86.0%で、その時間は10分以上20分未満が91.3%だった。学校清掃の指

導で困っていること（複数回答）は、困っていることがないが44.1%と最も多く、用具の不足や指導時間の不足

が各25％程度挙げられた。家庭科の清掃学習を担当したことがある人に、家庭科における清掃学習の指導で

困っていることを尋ねたところ、困っていることがないが37.0%と最も多く、 教具・教材の不足が26.6%で、学

校清掃でも挙げられていた指導時間や掃除用具の不足が続いた。 

　学校清掃と家庭科における清掃学習の教育的意義を尋ねたところ（0.全く意義がない～10.非常に意義がある、

11段階尺度）、全体の中央値は学校清掃が8、家庭科が7で、学校清掃が有意に高かった（ Wilcoxonの符号付き

順位検定， p<.001）。ただし、家庭科清掃学習の指導経験別にみると、指導経験あり群ではいずれも中央値は

8、指導経験ない群ではいずれも7で、家庭科での指導経験がない教員にとって清掃についての指導意義を感じに

くいことが伺えた。また、学校清掃では、同学年の他の児童と協力して時間内に作業を終えることがより重要視

され、家庭科では心地よく住まうために身の回りを整えたり、家庭で実践できるよう になることが重要視されて

いた。家庭科で清掃学習を担当したことがある教員は、清掃学習と家族・家庭生活の領域や学校清掃、社会、生

活、道徳などの他教科や総合的な学習との関連性を意識していたが、先に述べたとおり、家庭科での指導経験が

ない教員はその意義を感じにくく、カリキュラム・マネジメントを進めていくためには、家庭科での清掃学習の

ねらいや位置づけを広めていく必要があると考える。 

【参考文献】株式会社ダスキン：学校に「お掃除先生」やってきた！，カナリアコミュニケーションズ，2019 

　本研究は、東京学芸大学「特別開発研究プロジェクト」の助成を受けて実施した。
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ポスター発表

消費・環境
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＥ１：14:00-14:15　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校） 

ＰＥ２：14:15-14:30　座長：吉岡 良江（津市立東観中学校）
 

 
ZOOMはこちら 
グローバルな視点で地域課題をみつめる高校環境学習の一考察 
〇手塚 貴子1 （1. 金沢星稜大学女子短期大学部） 

SDGsの達成に向けた家庭科における消費生活・環境領域の学習の実態 
〇市川 幸奈1、鄭 暁静2 （1. 信州大学大学院（院生）、2. 信州大学教育学部） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

グローバルな視点で地域課題をみつめる高校環境学習の一考察
石川県金沢市のごみリサイクル活動を事例の中心として

〇手塚 貴子1 （1. 金沢星稜大学女子短期大学部）

キーワード：グローバルな視点、地域課題、環境、リサイクル、家庭科教育　

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】容器包装リサイクル法の改正により，2020年7月以降プラスチック製買い物袋の有料化がスタートし

た。家庭科教育では，これまで環境リサイクル学習内容の充実を図ってきた(井元2009，斎藤，妹尾，井元

2005等)が，今後も消費者市民として自覚ある行動を意識づける更なる内容の検討が必要である。一方，コロナ禍

により家庭内で過ごす時間の増大と共に，家庭ごみの量も全国的に増大した。今後も「 withコロナ」生活を，あ

るいは SDGｓの取り組みを考えるうえでも環境学習は重要な課題の一つである。高校生は，卒業後の生活に向け

てグローバルな視点を養うと共に地域コミュニティの担い手として主体的に行動することが求められる。本研究

は，そうしたグローバルな視点で地域課題をみつめる環境学習の学びの可能性を探ったため，ここで報告するこ

ととしたい。 

 

【方法】小中高の学習指導要領改訂後における「消費生活・環境」分野での系統的指導内容を踏まえ，日本容器

包装リサイクル協会及びガラスびん3R推進協議会報告資料と2017年3月のベトナム事前調査及び2020年8月イン

ドネシア駐在経験者 A氏へのヒアリング調査を基礎資料とした。また，びんの色別方式リサイクルに取り組んでい

る石川県金沢市を事例に，行政担当者及び管轄のリサイクルセンター長，金沢市で最初にびんリサイクルに取り

組んだ B地区の公民館館長及び職員と住民，隣町の C町会元町会長 D氏に2020年8月～9月インタビュー調査を

行った。調査後に明らかになった地域課題を分析し、高校向け授業案の検討を行った。 

 

【結果および考察】地域社会に住む一員としてリサイクル活動を行い，地球に負荷がかからない生活を送ろうと

考えることは，当たり前のことのようであるが，国によってその価値観が異なる。 A氏からの聞き取りによる

と，インドネシア都市部では，社会奉仕のためにメイドと呼ばれる清掃員を雇用し家事を任せている家庭が多く

あり，街の施設や学校の清掃も専業化されているため，「生活ごみを分別して出す」という習慣が無い。「車の

窓からごみを投げ捨てる」といった光景も頻繁に見られ，「ごみを片付けるのは清掃員の仕事なので仕事を

奪ってはいけない」と捉えている。その一方，まだ使える衣服や日用品を「ゆずる」という文化がある。ベトナ

ム都市部では，近年ごみ分別の取り組みが積極的に実施されているものの， E島の観光地では，ごみ分別処理場が

無いために観光客が増大するのと共に増え続けるごみの行き場が無く，街のあちこちにごみ山が散在してい

る。日本では，現在ごみ分別処理施設が充実し，地方自治体ごとによる品目の差はあるものの，使った材料をリ

サイクルするシステムは整備されている。びんリユースで言えば，100年以上も前から日本酒や醤油のびんをリ

ターナルする日本の文化があったが，現在はそうしたシステムが減少し，製造元に返す行為はほとんど見られな

くなってしまった。色別方式のびんリサイクル活動に40年以上も前から取り組んできた石川県金沢市 B地区で

は，分別開始当初は一軒ごとにごみ袋を開けて中身を確認して，分けられていない家庭にそのまま届けてやり直

してもらった苦労もあったという。隣町 C町の元町会長 D氏によると，分別徹底のために町会長による夜遅くま

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A217.html
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での立ち番，町内会費拠出によるごみステーションの設置，その後現在の住民によるごみ分別当番制の導入など

の地域コミュニティの内実が明らかになった。しかし，最近では一人暮らしのアパートから出るごみ分別の不徹

底さが懸念されており，今後の新たな地域課題であることを指摘していた。 

 

　高校生における環境学習の授業案として，こうした東南アジアでのごみ問題の現状を概観し，グローバル社会

の一員として自ら取り組めることがないかを考えさせると共に，身近な地域課題を解決する思考力や主体的に地

域のごみリサイクル活動に参画する意識を育む機会として期待し得る。また，持続可能な社会の実現に向け，か

つての日本的びんリターナルシステムを改めて見直す機会を設けることも期待される。

 
 

SDGsの達成に向けた家庭科における消費生活・環境領域の学習の実

態
長野県Ｎ中学校生徒における意識調査をもとに

〇市川 幸奈1、鄭 暁静2 （1. 信州大学大学院（院生）、2. 信州大学教育学部）

キーワード：家庭科、消費生活・環境領域、SDGs、意識調査、中学校

 
 

ポスターを表示 

 

1.目的　2015年、国連総会において持続可能な開発目標(SDGs)が採択された。2017年告示の新学習指導要領で

は、持続可能な開発のための教育(ESD)の理念のもと、「持続可能な社会の創り手の育成」が掲げられ、家庭科で

はそれに関連して消費生活・環境に関する学びの改善が図られた。家庭科ではこれまでも ESDと関連した研

究・実践が蓄積されてきているが、 SDGsの達成に向けたさらなる ESDの促進が求められている。そこで本研究

では、家庭科の消費生活・環境領域に焦点を当て、生徒における学びの実態や持続可能な社会の構築に向けた視

点の捉え方を明らかにし、持続可能な社会の構築に対応した消費生活・環境領域の学習の在り方を検討する際の

基礎的知見を得ることを目的とした。 

2.方法　2020年7月に長野県 N中学校の1年生160名、2年生39名、3年生111名の計310名(男子156名、女子

154名)を対象に無記名質問紙調査を実施した(有効回収率100%)。調査内容は、①消費生活・環境に関する意識や

行動の実態、②家庭科の学習内容とその学習効果、③ SDGsに関する意識等である。データの分析は、選択式設問

の統計処理は IBM SPSS Statistics 26を用い、自由記述式設問のテキスト分析は KH Coderを用いて分析を

行った。 

3.結果　①消費生活・環境に関する意識や行動の実態に関して、「物や金銭の大切さ」「物の計画的な使い

方」「金銭の計画的な使い方」「物の選び方・買い方」「適切な購入」「自分の生活と身近な環境とのかかわ

り」「物の使い方の工夫」に関する17の設問に対して、4件法で回答を求めた。その結果、ほとんどの設問の得点

は高い傾向にあったが、中でも「物や金銭が生活を支えていることを認識して使用している」の得点が最も高

く、普段の生活において物や金銭の大切さは基本的に意識していることが分かった。一方、「リサイクル活動な

どの地域の活動に協力している」は、得点が最も低く、環境に配慮した行動等に関し、地域活動として参加して

いるという意識は低いことが分かった。②これまでの家庭科の消費生活・環境に関する授業の中で、印象に

残っている学習内容を自由記述で尋ねたところ、「環境問題や環境に配慮した物の使い方を考える学習」、「実

際に買い物に行く授業」等が見られた。学んだことが生活に活かされているかでは、「そうである」が

73.2％、「そうではない」が26.8％となり、具体的にどう活かされているかの自由記述の回答では、「環境に配

慮した物の使い方をしている」、「自分でよく考えて物を買っている」等が見られた。一方、生活に活かされて

いないと回答した理由では、「学習内容や授業を覚えていない」、「自分でやる機会がない」等にまとめられ

た。今後学びたいことでは、「環境問題の現状」、「消費の仕方」、「自分に出来ること」等が見られた。③

SDGsと自分の生活との関連に関する認識については、残さず食べる等と関連した「2飢餓をゼロに」が自分の生

活と関連した目標として挙げている者が多かった(144名)。興味関心のある目標では、海洋プラスチック問題等と

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A218.html
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関係した「14海の豊かさを守ろう」を挙げている者が多く(59名)、今後率先して取り組めると考える目標では

「2飢餓をゼロに」(172名)、「12つくる責任つかう責任」(172名)が多く挙げられた。 

家庭科の消費生活・環境領域の学習により、物や金銭を大切にし、物の使い方・適切な購入に関して関心を高

め、行動につなげていることが分かった。また、身近な生活と SDGsの関連も認識している者が多く、家庭科の学

習において持続可能性と関連付けた学びの効果が期待できる。一方、学習した内容に対する家庭での実践、自身

の消費活動が地域へどのように影響しているか、どのように自身が参加しているかの認識が課題として挙げられ

た。生徒の環境問題や消費に対する関心の高さを踏まえ、自分が出来ることを探求していけるような学習が必要

であると考える。



[質疑応答]
[PF1]

[PF2]

[PF3]
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ポスター発表

学習指導方法・カリキュラム
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＦ１：14:30-14:45　座長：永田 智子（兵庫教育大学） 

ＰＦ２：14:45-15:00　座長：永田 智子（兵庫教育大学） 

ＰＦ３：15:00-15:15　座長：永田 智子（兵庫教育大学）
 

 
ZOOMはこちら 
高校家庭科におけるプロジェクト学習（ H・ Pと学校家庭クラブ活動）の課
題 
〇野中 美津技1、佐藤 真紀子2、亀井 佑子3、志村 結美4、有川 亜希子5、高橋 礼子6 （1. 茨城大学教

育学部、2. 東京都立忍岡高等学校、3. 愛国学園短期大学、4. 山梨大学教育学部、5. 東京都立美原高

等学校、6. 三輪田学園中学校・高等学校） 

中学校家庭科における学習意欲を高める授業の検討 
〇渡邉 綾馨1、志村 結美2 （1. 山梨県甲斐市立竜王北中学校、2. 山梨大学大学院総合研究部教育学

域） 

中学校家庭科における自己調整学習を用いた授業の検討 
〇桒原 知恵1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学大学院(院生)、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科） 



[質疑応答]

[PF1]
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

高校家庭科におけるプロジェクト学習（ H・ Pと学校家庭クラブ活

動）の課題
〇野中 美津技1、佐藤 真紀子2、亀井 佑子3、志村 結美4、有川 亜希子5、高橋 礼子6 （1. 茨城大学教育学部、2. 東

京都立忍岡高等学校、3. 愛国学園短期大学、4. 山梨大学教育学部、5. 東京都立美原高等学校、6. 三輪田学園中学

校・高等学校）

キーワード：プロジェクト学習、ホームプロジェクト、学校家庭クラブ、高校家庭科　

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】 

　高校家庭科における「ホームプロジェクト（以下 H・ P）、学校家庭クラブ活動」は、1978年の学習指導要領

改訂で必修家庭科の内容項目として位置づけられて現在に至っている。しかしながら、高校家庭科の授業時数の

減少、家庭を取り巻く環境の変化などにより「 H・ P」の実施の困難性が指摘され、また、「学校家庭クラブ活

動」の未実施は恒常化している。 

　そこで、本研究では、「 H・ P」「学校家庭クラブ活動」の現状と困難性の課題を把握するために、高校家庭科

教員養成大学におけるシラバス調査、高校家庭科の教科書分析、高校家庭科教員へのアンケートを実施して、高

校家庭科におけるプロジェクト学習の在り方について検討することを目的とする。 

【方法】 

（１）高校家庭科教員養成大学におけるシラバス調査 

　2019年2月～3月に、高校家庭科教員免許が取得できる全国104大学のホームページで公開されているシラバス

検索を閲覧して、家庭科教育法関連の授業における「 H・ P」「学校家庭クラブ活動」の有無や内容を調査した。 

（２）高校家庭科の教科書分析 

　「家庭基礎」6社計10冊、「家庭総合」6社計6冊、合計16冊の教科書における「 H・ P」「学校家庭クラブ活

動」の使用ページ数、内容について分析した。 

（３）高校家庭科教員へのプロジェクト学習に関する調査 

　2019年8月に東京都高等学校家庭科教育研究会総会、2019年11月に茨城県高等学校家庭部会研究大会におい

て、自記式質問紙調査を実施した。計124名（女性120名、男性4名）の高校家庭科教員から回答が得られた。 

【結果】 

（１）高校家庭科教員養成大学におけるシラバス調査 

　全国104大学の高校家庭科教員養成大学のうち、家庭科教育法関連のシラバスに「 H・ P」「学校家庭クラブ活

動」の語句が記載されていたのは、「 H・ P」が31大学（29.8％）、「学校家庭クラブ活動」が26大学

（25.0％）にとどまっていた。 

（２）高校家庭科の教科書分析 

　高校家庭科教科書における「 H・ P」についての掲載状況は、「家庭基礎」が平均5.2頁、「家庭総合」が平均

5.6頁を割いていた。具体的な実践事例が全教科書に1～2件掲載され、テーマ例のみの紹介も全教科書にあ

り、5～94件と幅があった。「 H・ P」は、「自己の家庭生活」の「課題を解決する」（プロジェクト学習）であ

るが、テーマ例の中には、「自己の家庭生活以外」や「プロジェクト学習でない（調べ学習など）」を掲載して

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
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いる教科書がみられた。「学校家庭クラブ活動」の掲載ページ数は、「家庭基礎」が平均1.2頁、「家庭総合」が

平均1.1頁で、具体的な活動実践事例が掲載されていたのは16冊中8冊、活動例のみが7冊で、まったく事例が掲

載されていない教科書が1冊あった。 

（３）高校家庭科教員へのプロジェクト学習に関する調査 

　家庭科教員自身が高校時代にプロジェクト学習の体験が有ると回答した割合は、「 H・ P」48.4％、「学校家

庭クラブ活動」27.4％にとどまり、大半が学んだ経験がない。現在の勤務校における「 H・ P」の実践状況

は、20.2％が実施しておらず、その理由として「時間がない」「指導がわからない」「生徒の家庭環境が難しい

ため」などが挙げられている。「 H・ P」に対する意識を尋ねたところ、「自己の家庭生活に限る」が

42.4％、「自己の家庭生活以外でよい」が56.5％で、自己の家庭生活にとらわれていない教員の方が多い。一方

で、「調べ学習でもよい」は20.1％と低く、「課題解決を目指して実践すべき」が79.8％と高く、プロジェクト

学習に対する意識は高い。

 
 

中学校家庭科における学習意欲を高める授業の検討
キャリア教育の視点から

〇渡邉 綾馨1、志村 結美2 （1. 山梨県甲斐市立竜王北中学校、2. 山梨大学大学院総合研究部教育学域）

キーワード：中学校、家庭科、学習意欲、キャリア教育

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】　グローバル化や情報化の進展等、変化の激しい時代を生きるこれからの子どもたちには、自ら課題を

見つけ、解決に向かう力や多様化する社会環境に対して興味・関心を広げ、自らの興味や資質に応じた様々な進

路の可能性を拓くことが求められている。 

 

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説技術・家庭編家庭分野では、時間軸と空間軸という二つの視点からの

学校段階に応じた学習対象の明確化を目指すことが述べられている。空間軸の視点では、家庭、地域、社会とい

う空間的な広がりから、時間軸の視点では、これまでの生活、現在の生活、これからの生活、生涯を見通した生

活という時間的広がりから学習対象を捉えて指導内容を整理するとしており、生徒が将来の家庭生活や職業との

関わりを見通して学習に取り組むことの重要性が明らかになっている。さらに、小学校から高等学校へのつなが

りをもったキャリアパスポートが導入される等、キャリア教育の理念が浸透してきている。 

 

社会の一員として自立と共生を目指す中学生の時期において、主体的に学ぶ力を育むことは重要であり、空間

軸、時間軸を広げ、これからの生活や生涯の生活を見通し、学ぶ意欲の向上を目指す授業開発が求められてい

る。しかし、家庭科の授業に焦点を当てた授業開発は十分に行われていない。そこで、本研究では、家庭科にお

けるキャリア教育の視点を取り入れた学習意欲を高める授業開発を行うことを目的とする。 

 

【方法】（１）大学生対象実態調査　①対象：国立 Y大学1年生　調査1…470名、調査2…332名②期間：調査

1…2018年11月、調査2…2019年11月③内容：家庭科の学習意欲、キャリア意識等（２）中学校家庭科教員対象

実態調査①対象：山梨県中学校家庭科教員50名②期間：2019年3～5月③内容：家庭科の学習意欲、キャリア教

育、家庭科の学習等（３）家庭科におけるキャリア教育の視点を取り入れた学習意欲を高める授業の構想 

 

【結果及び考察】　大学生対象実態調査では、家庭科の将来の役立ち感に関して、認識に男女の有意な差が求め

られなかったことが明らかになった。また、家庭科の学習内容の中で、大学生が「役立っている」と回答した項

目の上位は、「食生活と栄養」、「献立と食品の選び方」、「消費生活」等であった。「もっと学びた

かった」と回答した項目の上位は「消費生活」、「衣服の手入れ」、「食生活と栄養」等であった。 
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　中学校家庭科教員対象実態調査より、中学校家庭科の授業でのキャリア教育の実施状況は、20.8％と低いこと

が明らかとなった。また、学習動機の二要因モデル（市川）を参考に「家庭科の学習において生徒にどのような

学習意欲をもって欲しいか」を調査した結果、平均点が高かった項目は「充実思考」の「分かること、できるこ

とは楽しい」、次いで「実用思考」の「いずれ将来の仕事や生活に生かせる」、「充実思考」の「新しいことを

知り、身につけたい」であった。教員対象調査と中学生対象調査の結果を比較すると、「訓練思考」は教員の方

が有意に高く、「自尊思考」や「報酬思考」は中学生の方が有意に高い結果になった。「実用思考」や「関係思

考」、「将来的展望」は、有意な違いが認められなかったことから、教員と中学生が共に学習意欲として重要視

していることが明らかになった。 

 

中学校家庭科教員対象ヒアリング調査では、家庭科の学習意欲を高める授業の工夫として、学習内容、学習評

価、年間指導計画、家庭での実践の促進、自己肯定感を向上等の工夫があげられた。また、家庭科の授業におけ

るキャリア教育の実践として、夏休みに地域の一員として活動に参加する、ライフイベントを考え、中学校卒業

後から老後までの生活設計を行う等、様々な実践例が紹介された。 

 

以上の調査結果を踏まえ、キャリア教育の視点を取り入れた学習意欲を高める授業の構想を行った。

 
 

中学校家庭科における自己調整学習を用いた授業の検討
題材「簡単な日常食を調理しよう」をもとに

〇桒原 知恵1、伊藤 圭子2 （1. 広島大学大学院(院生)、2. 広島大学大学院人間社会科学研究科）

キーワード：家庭科教育、自己調整学習、調理実習

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】  

近年，グローバル化の進展や少子高齢化，加速度を増す技術革新など，社会は急速に変化している。予測できな

い課題に出会ったときに，解決の方法を適切に選択し，多角的な視点でよりよく解決していくためには，学校教

育において生涯を通して学んでいくための学び方を習得することが急務の課題である。私たちは一人では生きて

いくことはできず，自立と共生を目指して，環境要素である「ヒト・モノ・コト」と関わり，自分と環境を創造

し，生活実践している。その過程においては，日々生じる生活課題を各生活者が自ら解決していく力が求められ

る。まさに生活者には，自己調整する力が必要であると考えられる。  

子ども自身が主体的に学習に取り組む学習の一つに自己調整学習がある。 Zimmermam(1986,1989)によれ

ば，「自己調整」とは「学習者が，メタ認知，動機づけ，行動において，自分自身の学習に能動的に関与してい

ること」であり，自己調整学習とは，「自己調整学習は，学習者が学習過程に，メタ認知，動機づけ，行動に積

極的に関与する学習である。」と定義されている。自己調整学習の理論を取り入れた研究は心理学や福祉，看

護，スポーツ，学校教育に関わる分野などで効果をあげている。 

　そこで，家庭科授業に Zimmermanらが提唱する自己調整の循環的段階モデルを援用した中学校家庭科授業　題

材名「簡単な日常食を調理しよう」を開発し，その有効性を実証的に検討することを目的とする。 

【方法】 

１　授業実践 題材名「簡単な日常食の調理をしよう」（シチューの調理）全７時間を，Ｍ市立中学校１年生

（97名）を対象に，2019年11月に実施した。なお，対象者には，授業中に気づきを付箋へ良かった点，改善

点，課題別に記載させた。 

２　調査方法　授業実践前後に，自己調整学習方略調査（42項目）と家庭科自己調整学習方略（25項目）に関わ

る調査を行った。調査項目は，須崎(2016)や小野ら（2018）による自己調整学習方略尺度を参考に作成し，４件
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法で調査を行った。 

【結果】 

１　家庭科授業に Zimmermanらが提唱する自己調整の循環的段階モデルを援用　し，調理実習と振り返りを２回

繰り返す中学校家庭科授業　題材名「簡単な日常食を調理しよう」を開発した。具体的には，予見段階（実習計

画）→遂行段階（シチューの調理），自己内省段階（２分毎撮影の実習場面写真を時間経過とともに示し，気づ

きを良かった点，改善点，課題別に付箋で貼付），予見段階（気づいた課題の解決方法を協働学習により改善計

画を立案）→遂行段階（リベンジ　シチューの調理)，自己内省段階（１回目と同様）の順に実施した。 

２　対象者が記載した付箋のうち，良かった点の記述数を見ると，１回目の調理実習後よりも２回目調理実習後

の記述件数が増加していた。１回目の調理実習では，役割分担の観点での記述が多かったが，２回目では味，時

間，衛生，安全の観点でよい点の記述が増加していた。 

３　事前調査においてクラスター分析を行ったところ，３つのグループ（Ａ・Ｂ・Ｃとする）に大別された。Ａ

グループ（36名，平均2.95）・Ｂグループ（33名，平均3.47）間，Ｂグループ・Ｃグループ（13名，平均

2.29）間，Ａグループ・Ｃグループ間でｔ検定の結果，有意差が認められた（Ｐ＜0.001）。 

４　授業前後を比較したところ，Ａグループは特に「適応」と「モニタリング」に関わる項目について肯定的回

答が増加し，Ｂグループは特に「適応」と「目標設定」項目に肯定的回答が増加し，「学習規律」や「自己教

示」の肯定的回答が減少した。Ｃグループは特に「先生の援助」や「教師との関わり」，「適応」項目で肯定的

回答が増加していた。



[質疑応答]
[PG1]

[PG2]

[PG3]
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ポスター発表

国際化
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＧ１：15:15-15:30　座長：福井 典代（鳴門教育大学） 

ＰＧ２：15:30-15:45　座長：福井 典代（鳴門教育大学） 

ＰＧ３：15:45-16:00　座長：福井 典代（鳴門教育大学）
 

 
ZOOMはこちら 
国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業検討 
〇西村 芹菜1、志村 結美2 （1. 富山県砺波市立出町小学校、2. 山梨大学教育学部） 

家庭科教育における生活文化の研究 
志村 結美1、楢府 暢子2、阿部 睦子3、亀井 佑子4、〇仙波 圭子5、仲田 郁子6 （1. 山梨大学教育学

部、2. 法政大学中学高等学校（非）、3. お茶の水女子大学附属高等学校（非）、4. 愛国学園短期大

学、5. 女子栄養大学（元）、6. 國學院大學栃木短期大学） 

多文化共生の視点を導入した中学校技術・家庭科家庭分野における衣文化の
授業 
〇上野 顕子1、星野 洋美2 （1. 金城学院大学生活環境学部、2. 常葉大学教育学部） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業検討
〇西村 芹菜1、志村 結美2 （1. 富山県砺波市立出町小学校、2. 山梨大学教育学部）

キーワード：家庭科教育、国際社会、小学校

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】　 

グローバル化の進展に伴い、私達は一人一人が国際関係や異文化を単に理解するだけでなく、国際社会の一員と

しての責任を自覚し、どのように生きていくかという点を一層強く意識する必要があるとされている。2008年の

学習指導要領では外国語活動、2018年の新学習指導要領では外国語が教科として導入され、小学校段階から国際

理解教育を始めとする国際化を意識した教育が必要とされてきている。この教育は、あらゆる教科の中で行うこ

とが可能とされており、家庭科においても藤枝（1994）や荒井（2005）らにより、可能であると述べられてい

る。しかし、小中高校における国際理解教育の実践は、その関心の高まりを背景に増えつつあるが、家庭科教育

と関連付けた授業実践は少なく、家庭科の授業でどのような国際理解に関する学びを得ることができるのかは判

断しにくい。そこで本研究においては、大学生、小学生、小学校教員等を対象に、アンケート調査やヒアリング

調査を行うことで家庭科教育や国際理解に関する意識の実態などを明らかにし、分析することによって、国際社

会に生きる力を育む小学校家庭科の授業を検討することとする。 

【方法】 

（１）大学生対象アンケート調査①対象：大学生　計472名②期間：2018年11月③内容：家庭科の学習に関する

実態、国際理解に対する意識に関する実態、国際社会に生抜く力を育成するために必要な能力等（２）小学生対

象アンケート調査①対象：小学校5・6年生　計61名②期間：2018年12月③内容：家庭科の学習に関する意識と

実態、生活に関する意識と実態、国際理解に対する関する意識と実態等（３）小学校教員対象アンケート調

査・ヒアリング調査①対象：教員　計11名（ヒアリング調査はうち2名）②期間2018年12月～2019年2月③内

容：国際社会に生抜く力を育成するために必要な能力、5・6年生の国際理解関する意識と実態、国際化を意識し

た授業実践、家庭科の家庭科の可能性に関する調査等　以上の結果を踏まえて、国際社会に生きる力を育む小学

校家庭科の授業の提案を行った。 

【結果及び考察】 

　大学生対象調査の家庭科の学習に関する項目では、「家庭科の学習に関する項目」内や、「国際理解に関する

意識」との間で多くの項目において関係性が認められ、家庭科の学習の有意性や家庭科における国際理解教育の

可能性が明らかとなった。一方で、国際理解に関する項目において、肯定的回答が「国際的な交流／支援に興味

がある」70.6％に対し、「ボランティア等、国際的な支援活動に参加したことがある」19.6％等意識はある

が、実際に行動に移している人は少ないという結果もみられ、意識と実態のギャップが明らかとなった。次

に、小学生対象調査では、日本の伝統的な文化・風習等を大切にしたい・日本の歴史や文化に興味がある子ども

が多い一方で、自分の住んでいる県の歴史や文化に興味を持っている子どもは比較的少ない結果となり、小学生

の地元の歴史や文化に対する興味が薄いという実態が明らかとなった。しかし、教員対象のアンケート調査にお

いて、子ども達に国際社会に生きる力を育むためには、小学校段階では自国や地元の伝統や文化を理解すること

が大切であるという考えが伺え、日本や地元に興味を持つことは国際社会に生きる力を育むために必要な要素で

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A222.html
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あると考えられた。教員対象ヒアリング調査では、家庭科の学習で伝統食などに触れ知ることによって、子ども

たちが日本の文化に誇りを持つきっかけになると述べられていた。以上、アンケート調査、ヒアリング調査の検

討を行った結果、小学校家庭科において国際社会に生きる力を育む上での重要なキーワード（ A：異なる価値観の

受容・共生、 B：生活文化の継承・創造、 C：自己肯定感、 D：コミュニケーション能力、 E：実践的・体験的な

活動）との関りを導き出し、国際社会に生きる力を育む小学校家庭科の授業を検討した。

 
 

家庭科教育における生活文化の研究
高校家庭科教科書の衣生活と住生活の文化に関する記述調査から

志村 結美1、楢府 暢子2、阿部 睦子3、亀井 佑子4、〇仙波 圭子5、仲田 郁子6 （1. 山梨大学教育学部、2. 法政大学

中学高等学校（非）、3. お茶の水女子大学附属高等学校（非）、4. 愛国学園短期大学、5. 女子栄養大学

（元）、6. 國學院大學栃木短期大学）

キーワード：高校家庭科教科書、家庭科教育、生活文化、衣文化、住文化

 
 

ポスターを表示 

 

【研究目的】 

　グローバル化が進展する中、日本や地域の伝統、文化についての理解を深め、他国の文化も理解し、尊重する

態度を身に付けることは重要である。中央教育審議会答申(2008)においては、家庭科の関連事項として、「衣食

住にわたって伝統的な生活文化の継承と発展を図る観点から、その学習活動の充実」が明記され、2016年答申に

おいてもそれは継続されている。 

　本研究は、高等学校家庭科教科書において、食生活、衣生活、住生活の生活文化（以後食文化、衣文化、住文

化とする）に関して、どのような内容がどのように扱われているかを明らかにし、現在の高校生の生活文化に関

する学習の実態や生活文化に関する意識調査の事項を検討することを目的にした。なお、本研究では、「人間が

よりよい生活を営むために工夫し、努力してきたもの」を「生活文化」と捉えている。 

【研究方法】 

　現行6社の「家庭総合」の教科書から、食文化、衣文化、住文化に関するキーワードを拾い、カテゴリーごとに

分類し、その記述が本文、図、表、写真のいずれであるか、記述分量はどのくらいか、どのような扱いであるか

をまとめた。 

【結果及び考察】 

　本報では衣文化、住文化に関する内容を報告する。 

　衣文化では、世界の民族衣装に関わる記述は1社を除き、他のどの教科書にも見られ、本文や口絵や章の扉に写

真等で示されている。懸衣形、寛衣形、窄衣形の衣服の3つの基本形との関連で民族衣装を例として挙げているも

のもあり、被服の起源から記述されているものもある。一方で、ライフステージごとの衣服、通過儀礼、年中行

事、冠婚葬祭の衣服については、教科書により記述の仕方は様々である。 

　和服というキーワードと平面構成は全社の教科書に記述があり、図として浴衣の構成が記述されているものが

多い。和服の部位名については、図で説明しているものが半分以上あったが、記述のないものもある。 

　被服製作において、平面構成の被服としてはっぴやじんべいが取り上げられているものもある。着付けの仕

方、畳み方、風呂敷、手ぬぐい、文様についての記述は少ない。刺し子、繰り回し、端切れ等の循環型衣生活に

ついては、各社の記述の程度には差がある。 

　各国には伝統的な民族衣装が残されていて、それが自国の文化の象徴の意味も持つこと、繊維を育て布を織る

ことが容易ではない時代があったことを背景として衣文化を取り扱っていることが考えられる。 

　住文化では、気候風土との関わりで述べられている教科書が多く、その具体的例として特色ある世界の住居や

日本各地の住まいの概観が写真を用いて示されている。また、住居の変遷については、古代の竪穴式住居から取

り上げているものもあれば、 LDKの記述のみにとどまっているものなど教科書による差が見られるが、起居様式

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A223.html
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についてはすべての教科書に記述がある。同様に日本家屋の特徴についても、和室の各部名称を記しているも

の、家屋全体の名称を記しているものなどその取り上げ方は教科書ごとに違いがみられる。これは、限られた

ページ数の中で日本の住居の特徴を示す工夫ともいえる。また、衣食に比べ、図や写真での説明も多く、地域差

が大きいことが一因と考えられる。 

　教科書によっては、どの領域にも伝統のページがあるものや、○○文化と知恵というテーマでまとめられてい

るものもあり、その流れの中で衣文化、住文化が取り上げられている。衣生活も住生活も、世界の視点から入

り、日本の文化を扱うものが多いが、伝統ということでまとめている教科書もある。衣文化では和服に関するカ

テゴリーにどの社も多くのキーワード記述があるが、住文化にはそのように共通するカテゴリーが見いだせな

かった。 

　今後の課題としては、高校家庭科教科書の食文化に関する記述についての調査報告をすること、そして、生徒

の衣食住の生活文化についての意識および実態調査を実施していきたいと考えている。

 
 

多文化共生の視点を導入した中学校技術・家庭科家庭分野における衣

文化の授業
〇上野 顕子1、星野 洋美2 （1. 金城学院大学生活環境学部、2. 常葉大学教育学部）

キーワード：家庭科、中学校、多文化共生教育、衣文化、民族衣装

 
 

ポスターを表示 

 

【研究目的】 

　日本における外国人労働者数は過去最高を更新し、約166万人となっており（厚労省2020年）、それに伴い公

立学校に在籍している外国籍の児童生徒数も増加し、約9.3万人と、こちらも過去最高を記録している（文部科学

省，2018）。このような状況下、外国につながりのある児童生徒と日本の文化のもとで育ってきた児童生徒が相

互理解をはかることや、多文化共生意識を育むことの重要性は増している。 

　これを踏まえ、著者らは、多文化共生が進むカナダで実施した先行研究結果をもとに、日本の中学校の家庭科

で実施できるよう、多文化共生の視点を取り入れた教材を開発した。本研究は、その教材を用いた授業実践を行

い、その効果と課題を明らかにすることを目的とした。 

 

【方法】 

　「世界の民族衣装から衣文化を考えよう」という題材名で、韓国、ミャンマー、ペルー、インド、スコットラ

ンドの民族衣装を題材に、学習指導案、教材を作成し、授業を実施した。効果測定のために、上記授業実践の前

後に質問紙調査を行った。調査内容は、対象者が関係する文化背景、他の文化への関心、対象教材に関する相違

点と相似点、多文化学習に対する興味関心などである。 

　授業と質問紙調査は、2020年1月～2月に実施した。調査対象は A県 a中学校と B県の b中学校の１・2年生、計

168名で、質問紙の有効回答数は153（有効回答率91.1％）である。調査結果の分析には IBM SPSS（ Vr.24）を

用いた。 

 

【結果と考察】 

（１）生徒の特徴 

・ a中では、99名中8名が、 b中では、54名中1名が、アメリカ、中国、フィリピン、ブラジルなど、自分や自分

の家族に日本以外にも関係する他国の文化があると回答した。 

・日本以外の他国に行ったことがあるかは、全体で26.1％が行ったことがあると回答した。 

・日本語の話せる程度については、全体で88.9％が「学校の授業でもふだんの生活でも問題なく話せる」と回答

した。 

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A224.html
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（２）事前事後質問紙調査 

・10の質問項目のうち以下８項目において、全体での肯定的回答が事前から事後で増加し、有意差が認められ

た。「他の国の民族衣装に興味があるか」は、事前33.3％が事後で71.2％（ p<0.01）、「他の国の民族衣装を

着てみたいか」は、事前26.1％が事後で62.1％（ p<0.01）、「自分の生活に他の国のファッションなどを取り

入れてみたいか」は、事前26.1％が、事後で47.7％（ p<0.01）、「様々な国の民族衣装の違いはなぜ生まれる

のか説明できるか」は、事前5.9％が事後で62.1％（ p<0.01）、「ファッションだけではなく、食べ物や住まい

方など他の国の生活文化に興味があるか」は、事前52.3％が、事後で69.3％（ p<0.1）、「生活文化が違うこと

を違っていて良い意味でおもしろいと思うか」は、事前61.4％が、事後で81.0％（ p<0.1）、「日本と他の国の

生活文化には似ているところがあると気付いているか」は、事前34.0％が、事後で52.9％（ p<0.1）、「家庭分

野の授業で、他の国の生活文化について学びたいか」は、事前49.0％が、事後で66.7％（ p<0.1）となった。 

・「様々な文化背景を持つ人々が同じ地域で生活するために、お互いの生活文化を学ぶことは大切だと思う

か」と「もし機会があれば、自分の生活文化を他の国の人々に紹介したいか」については、全体での肯定的回答

は、それぞれ事前が73.9％、41.2％で、事後に微増し79.7％、52.9％となったが、事前と事後で有意差は認めら

れなかった。 

（３）まとめ 

　以上から、本研究において開発した多文化共生の視点を取り入れた家庭科の授業は、多文化共生意識を育むの

に有効であることがわかった。一方、異なる文化背景を持つ人々が共生のためにお互いの生活文化を学ぶこと

や、自分の文化を紹介することに消極的であるという生徒も少なからずいることも分かった。今後は、この課題

を克服する授業開発を検討していきたい。
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ポスター発表

教員養成・教員研修
Zoom使用質疑応答時間 

ＰＨ１：16:00-16:15　座長：浅井 玲子（琉球大学） 

ＰＨ２：16:15-16:30　座長：浅井 玲子（琉球大学） 

ＰＨ３：16:30-16:45　座長：浅井 玲子（琉球大学）
 

 
ZOOMはこちら 
継続的授業研究による教師の変容に焦点をあてた小学校家庭科授業の発話分
析 
〇貴志 倫子1、安永 真寿美2 （1. 福岡教育大学教育学部、2. 飯塚市教育委員会） 

家庭科教諭が配置されていない中学校における家庭科の現状と課題 
〇伊波 富久美1 （1. 宮崎大学大学院教育学研究科） 

高校家庭科教師の自主的な研修の効果と今後の課題 
〇若月 温美1、仲田 郁子2 （1. 東葉高校、2. 國學院大學栃木短期大学） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

継続的授業研究による教師の変容に焦点をあてた小学校家庭科授業の

発話分析
〇貴志 倫子1、安永 真寿美2 （1. 福岡教育大学教育学部、2. 飯塚市教育委員会）

キーワード：小学校家庭科、授業研究、発話分析、買い物シミュレーション

 
 

ポスターを表示 

 

【背景と目的】 

 

　小学校高学年からの教科担任制の本格導入が提言されている今，子供の深い学びを実現する家庭科担当者の育

成のために授業研究は有用な研修方法の一つと考えられる。多くの小学校教員にとって家庭科の校内研修や自発

的授業研究の機会は限られ，授業研究は，主に各地区小学校家庭科研究会で行われてきた。近年，ベテラン教師

の大量退職や学校規模の縮小等から研究会会員が減少し，授業研究の実施が難しい地域が散見される。公立小学

校との人事交流がある大学附属学校には，授業研究によるモデル授業の開発のみならず，地域の教科リーダー育

成の役割が期待される。しかし上述の状況から，着任する家庭科担当者が，十分な家庭科の指導経験や研究経験

を有しているとは限らない。そこで，家庭科の教科リーダー育成に授業研究がいかに機能するかを追究するた

め，本研究では，継続的授業研究による授業の変化をとらえることを目的とした。 

 

【方法】 

 

　研究対象は，2015年度(以後,20を略)から17年度にⅩ大学附属Ｙ小学校で継続して行われた「身近な物の選び

方，買い方」に関する授業研究である。それぞれ「買い物シミュレーション」を取り入れた研究授業を分析対象

とした。いずれも 6時間構成で，15年度は「みそ汁調理の材料」，17年度は，「学級活動で行うお好み焼きの材

料」を教材に複数商品の実物を比較し選び方，買い方のポイントを確認する授業である。授業者は15年度同校に

家庭科担当として赴任し,教職歴約20年，着任前に家庭科の授業研究経験はなかった。授業研究は，元同校家庭科

主任教員，家庭科教育の大学教員等が関わり行われた。 

 

　授業は大学教員が教室側面からビデオ一台で撮影し，班活動の際には，無作為抽出した班の様子を記録し

た。撮影動画から発話の遂語録を作成し，分析データとした。データ解釈のために，公開授業の学習指導案，協

議会の記録メモ等を補足データとした。具体的な分析項目とその方法は，遂語録から授業展開のまとまりを分節

に分け，内容と配分時間から授業構造をとらえた。次に発話の量的側面として発話数や発言量，発話人数を，質

的側面として発話主とその主な発言相手を「教師から児童」「児童から教師」「児童から児童」の３つに分類

し，さらに発話の意味からラベル分けし分析した。 

 

【結果と考察】 

 

　１．授業構造について15年度は，導入，活動説明と席移動，班ごとのシミュレーション，結果の全体交流，個

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A225.html


[PH2]

©日本家庭科教育学会 

 日本家庭科教育学会 2020年度大会（オンライン開催） 

人の振り返り，まとめの共有の6分節に，17年度は，導入，説明と席移動の後，個人でのシミュレーション，結果

の班交流，結果の全体交流，まとめの共有，個人の振り返りの7分節が抽出された。時間配分では，15年度に比べ

17年度は，シミュレーションの時間を少なくし，鍵となる用語の説明や個人で考えを作る時間が加わるなどの変

化があった。 

 

　２．抽出可能であった発話総数は，15年度が447，17年度が268であった。記録文字数からみた教師の発話量

の割合は15年度が31.4%，17年度が28.6%であった。個人が判別できた発話から授業中に発言した児童数は40人

中，15年度19人，17年度は18人であった。これは，班活動中の発言を除外した数で，両授業とも児童の発言は

活発で，発話の量的側面に顕著な違いはみられなかった。 

 

　３．教師は両授業とも児童の回答を賞賛したり相槌をうつなど受容的であった。課題の設定やまとめを促すな

ど授業を進行する全体への発問は明確で，シミュレーションの条件を簡潔に指示説明していた。15年度の発問や

指示説明は，短時間で発話数が少なく，児童に疑問を湧かせたり，考えをまとめたりするやり取りは充分でな

かった。対して17年度の教師の発問には，児童の理解度を確認したり，意見を集約させたり，考えを深めさせた

りする内容がみられた。 

 

　授業研究が教師の家庭科授業の力量形成に寄与したと示唆された。

 
 

家庭科教諭が配置されていない中学校における家庭科の現状と課題
宮崎県における小規模校の実態を中心に

〇伊波 富久美1 （1. 宮崎大学大学院教育学研究科）

キーワード：家庭科教諭、小規模校、小中連携、小中一貫校、免許外教科担任

 
 

ポスターを表示 

 

【目的】　 

中学校家庭科の授業担当状況を2009年に調査した結果、宮崎県においては家庭科教諭を配置している学校は35％

で、他は「免許外教科担任制度」による教諭(以下、免許外教諭と表記)や非常勤講師等が家庭科を担当してい

た。また家庭科免許状を取得していない家庭科授業担当者は全体の半数を占めていた。この10年でも少子化が一

段と進み、学校規模が小さくなっている現状をふまえると、家庭科が置かれている状況の更なる悪化が懸念され

る。他方、近年では小中連携教育の推進を背景に、公立の小・中学校においては小規模化を一因として、小中一

貫校となった事例もみられる。以上の状況において小・中学校の授業担当者の連携は、家庭科教育においても重

要と考える。 

　そこで本研究では、小規模校(11学級以下)の多い宮崎県の実態を中心に、家庭科教諭が配置されていない中学校

における家庭科の現状と課題を明らかにし、小中連携の視点から今後の家庭科の方向性を示すことを目的とす

る。 

【方法】 

1.2009年度及び2019年度の宮崎県教育職員録の比較検討等により、まず宮崎県における中学校家庭科の教諭配置

状況及び家庭科授業の担当状況について現状と課題を明らかにした。 

2. 家庭科授業の担当状況をもとに面接対象者を選定し、半構造化面接により、事前に下記の質問項目を示してメ

モの作成を依頼した上で、インタビュー調査を実施した。面接対象者は、2019年度までに「免許教科外教科授業

担当許可」等の申請をした免許外教諭であり、面接時期は、2020年8〜9月である。事前の質問項目は、家庭科及

び家庭科以外の教科等の担当状況と家庭科授業実施上の課題、家庭科における小中連携の状況と課題について等

である。 

https://confit-files.atlas.jp/view/jhee2020/output/2A226.html


[PH3]

©日本家庭科教育学会 

 日本家庭科教育学会 2020年度大会（オンライン開催） 

【結果及び考察】 

○2019年度の宮崎県の公立中学校は129校であり、そのうち家庭科教諭を配置している学校は41校(32.0％)で

あった。2009年度の49校(35％)より更に減少している。数年間停止されていた中学校家庭科教諭の採用が再開さ

れるようになったものの毎年度1名のみで減少傾向は続いている。家庭科教諭が配置されていない学校では、免許

外教諭や講師等が家庭科授業を担当している一方、配置校の家庭科教諭は特別支援等を兼担していた。2019年度

の県内の小規模中学校は92校であったが、そのうち家庭科教諭を配置していたのはわずか8校(8.7％)で

あった。他方、小中一貫校は2009年より16校増加して19校となり、家庭科教諭配置校が3校、小学校教諭が中学

校家庭科を兼担している学校が4校みられた。 

○小規模校で家庭科を担当した免許外教諭は、家庭科の重要性を強く意識していたものの専門性に対する不安を

抱え、教育内容全体を見通すことや教材研究の時間の確保等が困難と回答していた。その一方で、へき地の小規

模校では、地域の協力を生かして独自の授業を実践している事例もみられた。小中連携に関しては、免許外教諭

も小学校での既習内容や生活実態の把握などについて連携の必要性を認めつつも、小学校の授業担当者との円滑

な連絡が困難などの理由で、積極的な関与を目指していない担当者もみられた。他方、小・中学校合同の研究会

等の機会を通して、その有効性を実感している担当者もいた。 

　以上、中学校の小規模化が進み、家庭科教諭以外の授業担当が増加している状況にあっては、専門性を高める

研修等の充実のみならず、小・中学校の授業担当者が容易に相互の家庭科授業内容や使用した教材、児童・生徒

の生活状況等についての情報を共有できる環境を整えていくことが課題である。

 
 

高校家庭科教師の自主的な研修の効果と今後の課題
〇若月 温美1、仲田 郁子2 （1. 東葉高校、2. 國學院大學栃木短期大学）

キーワード：家庭科教師、授業研究、自主的研修

 
 

ポスターを表示 

 

＜目的＞　千葉県高等学校教育研究会家庭部会家庭科教育推進委員会授業研究部は、2005年より県内高校家庭科

教師の実践力向上のための活動に取り組んでいる。メンバーは当初は家庭部会地区理事が当たったが、現在は自

主的に希望者が参加して運営に携わっている。家庭科教育では、18歳成人年齢引き下げや SDGｓなど現代的な課

題を取り上げているが、授業研究部ではこれらに取り組む授業実践について検討をしてきた。本研究はその活動

の一つである「授業研究研修会」について考察し、教員の自主的活動と学びの効果を明らかにし、今後の課題を

展望することを目的とする。 

 

＜方法＞　「授業研究研修会」は毎年１回８月に実施している。日頃の家庭科の授業を1時間録画しておき、研修

会当日に参加者が視聴する。授業者から授業についての振り返り（目的や注意した点、効果、反省点など）を聞

いた後、参加者各自が自己分析シートを記入し、さらにグループ協議を通じて、自分の授業を振り返り、各自の

課題や解決法を探ることを目的としている。今回は2018年及び2019年の研修会について、参加者の自己分析

シートの内容と事後アンケートの結果から、自主的な授業研究とその学びの効果を探った。 

 

＜結果と考察＞　「自己分析シート」に記入することで、詳細に自分の授業を振り返ることができた。研修会後

の参加者の記述からは、「自分の授業について授業の目的を生徒にしっかり伝えることが課題であることに気づ

いた」、「効果的な授業方法ついて具体的な改善策に気づくことができた」、家庭科教育は生徒の実態をよく理

解して教材を選ぶことが重要であるが、「生徒の現状に合わせた授業ができているか考えなおせる機会と

なった」などが挙げられた。また、「家庭科の大切さを実感でき愛着がわいた」という感想もあり、経験の違う

教師同士が話し合うことで教科の独自性や教科観の交流や確立にも影響力があったといえる。さらに、「昨年の

研修会から、授業の振り返りを意識するようになっている」、「教材の具体的な改善に取り組んだ」、「目の前
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の生徒への対応をできるだけ細やかに考え、検討する（特に目立たない物静かな生徒にたいして）ように

なった」など、授業の改善に取り組む様子も見られ、授業実践力の向上につながる効果的な研修会であったこと

が伺える。さらに「自分の授業をビデオで撮ってみたい」「新しい課題に取り組みたい」と学びへの意欲が高ま

り教師の成長も見られた。 

 

　この研修会は千葉県家庭部会を通して、県内の教員に呼びかけを行っているため、教員に周知しやすく、また

参加がしやすい。多くの教員は、自分の勤務校で担当する生徒のためによい授業をしたいと望んでいるが、その

ための研修として毎年参加し、自分の授業を振り返るよい機会となったと、授業者だけでなく研修会に参加した

多くの教員が振り返っていることは、意義のあることだと言える。 

 

　授業研究部のメンバーの中には、学会等で大学の研究者と一緒に研究活動に取り組む者もいるが、最近は、複

数の新任の若い教員が大学の恩師から紹介されて授業研究部に加わっている。このことからも現場の教員と大学

の教員養成との連携の重要性が示唆される。今後の課題は、県家庭部会とのつながりの中からより多くの県内の

教員が参加できる研修会とすることと、学会等外部機関との一層の連携を含め、教員が継続的に取り組める自主

的な学びの活動を展開していくことである。
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会期を通じた開催

課題研究最終報告会

課題研究最終報告会

ZOOMはこちら[質疑応答]

「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む中

学校家庭分野での授業つくりの検討

〇葛川 幸恵1、浅野 和子2、西田 寛子3、小橋 和子4、桑原 智美
5、工藤 由貴子6 （1. 神奈川県横浜市立鴨志田中学校、2. 神奈

川県横浜市立港南中学校、3. 神奈川県横浜市立樽町中学校、4.

岡山県岡山市立福浜中学校、5. 東京学芸大附属高等学校、6.

横浜国立大学（元））

[R1]

高校家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調

査・実証研究

〇野中 美津技1、谷 昌之2、仲田 郁子3、岩﨑 香織4、齋藤 和可

子5、三沢 徳枝6、若月 温美7、吉野 淳子8 （1. 茨城大学教育学

部、2. 大阪府立天王寺高等学校、3. 國學院大學栃木短期大

学、4. 東京家政大学家政学部、5. 中央大学附属中学校・高等

学校、6. 川口短期大学子ども学科、7. 東葉高等学校、8. 埼玉

県立越谷総合技術高等学校）

[R2]

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査

〇黒光 貴峰1、小倉 育代2、鎌田 浩子3、鈴木 明子4、妹尾 理子
5、室 雅子6、加賀 恵子7、小清水 貴子8、手塚 貴子9、村上

睦美10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生1

4 （1. 鹿児島大学教育学部、2. 大阪教育大学教育学部

（非）、3. 北海道教育大学教育学部、4. 広島大学大学院人間

社会科学研究科、5. 香川大学教育学部、6. 椙山女学園大学教

育学部、7. 弘前大学教育学部、8. 静岡大学教育学部、9. 金沢

星稜大学女子短期大学部経営実務科、10. 奈良教育大学、11.

愛知教育大学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13.

山梨大学大学院総合研究部教育学域、14. 学校法人柴田学園）

[R3]

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査

〇手塚 貴子1、加賀 恵子2、小清水 貴子3、村上 睦美4、小倉

育代5、鎌田 浩子6、黒光 貴峰7、鈴木 明子8、妹尾 理子9、室

雅子10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生1

4 （1. 金沢星稜大学女子短期大学部、2. 弘前大学教育学部、3.

静岡大学教育学部、4. 奈良教育大学、5. 大阪教育大学教育学

部（非）、6. 北海道教育大学教育学部、7. 鹿児島大学教育学

部、8. 広島大学大学院人間社会科学研究科、9. 香川大学教育

学部、10. 椙山女学園大学教育学部、11. 愛知教育大学教育学

部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総合研

究部教育学域、14. 学校法人柴田学園）

[R4]

家庭科教員研修に関する実態と課題

〇志村 結美1、青木 香保里2、木村 紀子3、日景 弥生4、小倉

育代5、加賀 恵子6、鎌田 浩子7、黒光 貴峰8、小清水 貴子
9、鈴木 明子10、妹尾 理子11、手塚 貴子12、村上 睦美13、室

[R5]

雅子14 （1. 山梨大学大学院総合研究部教育学域、2. 愛知教育

大学教育学部、3. 青森県立青森西高等学校、4. 学校法人柴田

学園、5. 大阪教育大学教育学部(非）、6. 弘前大学教育学

部、7. 北海道教育大学教育学部、8. 鹿児島大学教育学部、9.

静岡大学教育学部、10. 広島大学大学院人間社会科学研究科、

11. 香川大学教育学部、12. 金沢星稜大学女子短期大学部経営

実務科、13. 奈良教育大学、14. 椙山女学園大学教育学部）



[質疑応答]
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課題研究最終報告会

課題研究最終報告会
 

 
ZOOMはこちら 
「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む中学校家庭分野での授
業つくりの検討 
〇葛川 幸恵1、浅野 和子2、西田 寛子3、小橋 和子4、桑原 智美5、工藤 由貴子6 （1. 神奈川県横浜市

立鴨志田中学校、2. 神奈川県横浜市立港南中学校、3. 神奈川県横浜市立樽町中学校、4. 岡山県岡山

市立福浜中学校、5. 東京学芸大附属高等学校、6. 横浜国立大学（元）） 

高校家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調査・実証研究 
〇野中 美津技1、谷 昌之2、仲田 郁子3、岩﨑 香織4、齋藤 和可子5、三沢 徳枝6、若月 温美7、吉野

淳子8 （1. 茨城大学教育学部、2. 大阪府立天王寺高等学校、3. 國學院大學栃木短期大学、4. 東京家

政大学家政学部、5. 中央大学附属中学校・高等学校、6. 川口短期大学子ども学科、7. 東葉高等学

校、8. 埼玉県立越谷総合技術高等学校） 

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査 
〇黒光 貴峰1、小倉 育代2、鎌田 浩子3、鈴木 明子4、妹尾 理子5、室 雅子6、加賀 恵子7、小清水 貴

子8、手塚 貴子9、村上 睦美10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14 （1. 鹿児島

大学教育学部、2. 大阪教育大学教育学部（非）、3. 北海道教育大学教育学部、4. 広島大学大学院人

間社会科学研究科、5. 香川大学教育学部、6. 椙山女学園大学教育学部、7. 弘前大学教育学部、8. 静

岡大学教育学部、9. 金沢星稜大学女子短期大学部経営実務科、10. 奈良教育大学、11. 愛知教育大

学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総合研究部教育学域、14. 学校法人

柴田学園） 

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査 
〇手塚 貴子1、加賀 恵子2、小清水 貴子3、村上 睦美4、小倉 育代5、鎌田 浩子6、黒光 貴峰7、鈴木

明子8、妹尾 理子9、室 雅子10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14 （1. 金沢星

稜大学女子短期大学部、2. 弘前大学教育学部、3. 静岡大学教育学部、4. 奈良教育大学、5. 大阪教育

大学教育学部（非）、6. 北海道教育大学教育学部、7. 鹿児島大学教育学部、8. 広島大学大学院人間

社会科学研究科、9. 香川大学教育学部、10. 椙山女学園大学教育学部、11. 愛知教育大学教育学

部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総合研究部教育学域、14. 学校法人柴田学

園） 

家庭科教員研修に関する実態と課題 
〇志村 結美1、青木 香保里2、木村 紀子3、日景 弥生4、小倉 育代5、加賀 恵子6、鎌田 浩子7、黒光

貴峰8、小清水 貴子9、鈴木 明子10、妹尾 理子11、手塚 貴子12、村上 睦美13、室 雅子14 （1. 山梨大

学大学院総合研究部教育学域、2. 愛知教育大学教育学部、3. 青森県立青森西高等学校、4. 学校法人

柴田学園、5. 大阪教育大学教育学部(非）、6. 弘前大学教育学部、7. 北海道教育大学教育学部、8.

鹿児島大学教育学部、9. 静岡大学教育学部、10. 広島大学大学院人間社会科学研究科、11. 香川大

学教育学部、12. 金沢星稜大学女子短期大学部経営実務科、13. 奈良教育大学、14. 椙山女学園大学

教育学部） 
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ZOOMはこちら

 
Zoomはこちら 

ミーティング ID: 942 4374 1574 

パスコード: 770469

 
 

「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む中学校家庭分野

での授業つくりの検討
〇葛川 幸恵1、浅野 和子2、西田 寛子3、小橋 和子4、桑原 智美5、工藤 由貴子6 （1. 神奈川県横浜市立鴨志田中学

校、2. 神奈川県横浜市立港南中学校、3. 神奈川県横浜市立樽町中学校、4. 岡山県岡山市立福浜中学校、5. 東京学

芸大附属高等学校、6. 横浜国立大学（元））

キーワード：中学校技術・家庭科（家庭分野）、新学習指導要領、資質・能力、課題解決型学習、学習指導案

 
 

１ 目的 

 

　令和3年に中学校では新学習指導要領が完全実施となる。今回の改定では、すべての教科において目標や内容の

大幅な見直しがなされた。目標では、今回の改訂で初めて提示された各教科の見方・考え方を働かせて思考さ

せ、資質・能力の三つの柱を育むと明示された。子どもたちが学習を通して獲得した資質・能力を実際の生活に

生かして、より良い方向に自分を変え、社会を変えていける力ともなることへの期待がそこに表されている。こ

のような改訂の趣旨からも、課題解決型学習という、家庭科が切り拓いてきたこれまでの授業の方法を、なお一

層推進していくことの重要性が認識される。中学校技術・家庭科【家庭分野】の授業においても、生徒自身の思

考、判断、表現を重視し、教員は授業毎に課題を設定し、生徒自身がそれを解決できるような授業を意識的に

行ってきた。しかし、生徒が主体的に、自らの課題を設定し、授業を通じて、それを乗り越える力を身につけよ

うとしているかについては、これまでじゅうぶんに検討されてこなかった。 

　そこで、本研究では、中学校教員の授業実践を通して、教師側の設定する課題とそれを受けて生徒が自ら設定

する課題、両者の関係性、題材を貫く問いの設定のしかたについて検討し、「自ら課題を設定しそれを乗り越え

ていく力」を育む授業つくりを検討することを目的とする。 

　なお、本研究は、家庭科教育学会の第4期課題研究「技術・家庭科の家庭分野の学力(資質・能力)の育成状況に

関する調査・実証研究」の一部として行った。 

 

２．方法 

 

(1)新学習指導要領から生徒たちが身につけることを期待されている資質・能力の抽出。 

 

(2)教師側の課題設定状況把握を目的とする学習指導案の分析。 

 

(3)生徒自身による課題設定状況把握を目的とするアンケート調査。　 

 

(4)新学習指導要領下での「主体的に課題を設定する力を育む」授業つくりの提案。 

 

３．結果 

 

　中学校技術・家庭科（家庭分野）で育成する学力(資質・能力)の一つ「思考力・判断力・表現力」に着目し、そ

https://zoom.us/j/94243741574?pwd=ZlNxZjRPQ2VWRXZWNStYL1dFU3RJUT09
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の中の要素である「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」を育む授業の実施状況を、3県（青森県、岡山

県、神奈川県）の研究授業等の学習指導案を資料に分析した。それらの学習指導案では、教員側には意識的な課

題設定があるが、生徒自身がそこから自らの課題設定をする場面がないこと、題材を貫く課題設定もされていな

いことが明らかになった。 

　生徒側の状況把握を目的に、技術・家庭科(家庭分野)の3年間の学習を終了した中学3年生を対象に、3校でのア

ンケート調査を実施した。結果、生徒自身は課題設定ができていると回答する者が多いが、教員側からみた生徒

の実態認識と生徒自身の意識にはかい離があることが分かった。また、教員側も、生徒が自ら主体的に課題設定

することについて具体的な手立てをもたず、曖昧な理解であることも明らかになった。 

　子どもたちをめぐる生活環境が多様化、複雑化する現状において、家庭科による課題解決力習得への期待が高

まる中で、教員も生徒も主体的に問題解決的な学習に取り組むための「課題設定」についての概念形成が必要で

あり、ガイダンスや授業の中で意図的に課題解決のプロセスについて理解させる工夫が必要であることが分

かった。これらの結果をうけて、「自ら課題を設定しそれを乗り越えていく力」授業案を提案する。この授業案

の有効性についての予備調査を踏まえて、同じ関心をもつ教員間で共有できるモデルとして展開していく。

 
 

高校家庭科の学力（資質・能力）の育成状況に関する調査・実証研究
〇野中 美津技1、谷 昌之2、仲田 郁子3、岩﨑 香織4、齋藤 和可子5、三沢 徳枝6、若月 温美7、吉野 淳子8 （1. 茨城

大学教育学部、2. 大阪府立天王寺高等学校、3. 國學院大學栃木短期大学、4. 東京家政大学家政学部、5. 中央大学

附属中学校・高等学校、6. 川口短期大学子ども学科、7. 東葉高等学校、8. 埼玉県立越谷総合技術高等学校）

キーワード：高校家庭科、学力、授業研究、消費者市民、生活設計　

 
 

【研究の背景と目的】 

　日本家庭科教育学会では、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」と捉

え、家庭科で育む力として調査や議論が進められてきた。今後、「生活リテラシー」の要素を検討し、家庭科で

習得する知識・技能との関係について調査が必要である。また高校家庭科では、よりよい社会の構築に向けて課

題解決能力が期待されており、授業を通して具体的にどのような力が獲得できているのかを示す実証的研究が求

められている。 

　そこで、本研究では、高校家庭科で育てる学力（資質・能力）を検討するため、先行研究や学会がこれまで実

施した調査を基に「生活リテラシー」の要素および高校家庭科で習得する知識・技能を整理して、高校生におけ

る育成状況や実態を調査することにした。さらに、高校家庭科の授業を通してどのような力が獲得できているの

かを授業との関係で実証的に研究することを目的とする。 

【研究方法】 

（１）高校家庭科で育てる学力（資質・能力）の検討と育成状況に関する調査 

　高校生が身につける「生活リテラシー（活用力）」の要素および高校生が家庭科で習得する「知識・技能」を

検討して質問紙を作成した。そして、2019年4月～6月にかけて、メンバーが所属している計5校の高校生2477名

に自記式質問紙調査を実施した。 

（２）高校家庭科の授業で育成している学力（資質・能力）の実証的研究 

　高校生の実態調査で消費者市民、生活設計に関する知識や実践が低かったことを踏まえ、高校家庭科「家庭基

礎」において、①「エシカル消費」、②「生活設計」を題材に授業開発を行ない、授業実践、授業分析に取り組

んだ。①の授業は2019年10月～11月、大阪府立 T高等学校2年生9クラスを対象に実践、②の授業は2020年

1月～2月、千葉県立 N高等学校2年生5クラスを対象に実践した。分析に当たっては、「知識・技能」「生活リテ

ラシー（活用力）」の事前事後比較、ワークシートの記述内容から学びを分析した。 

【結果】 

（１）高校家庭科で育てる学力の検討と育成状況に関する調査 

　高校生が家庭科で習得する「知識（わかる）・技能（できる）」では、衣食の技能、消費者市民、生活設計に
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関する項目が50％に達していない。「生活リテラシー（活用力）」でも衣食の実践、消費者市民が50％に達して

おらず低い。「知識・技能」と「生活リテラシー」に関連がみられ、「生活リテラシー」が高い高校生は、健康

状態が良好で学校生活も充実していた。 

（２）高校家庭科の授業で育成している学力の実証的研究 

①「エシカル消費」の授業は全8時間で、消費者市民、課題解決に関する知識・技能・活用力の向上を目指し

て、「生産者・製造者・販売者・消費者」の関係性が理解できるように、自分の消費行動、4者を擬似的に体験で

きるすごろく、映画（ The True Cost）視聴を取り入れて、グループで様々な課題を解決する活動を行った。その

結果、事前事後比較では、エシカル消費についての理解が深まり、事後の方が消費者市民の知識・技能・活用力

が有意に高く、また、情報収集や課題解決に対する技能や活用力も有意に高かった。 

②「生活設計」の授業は全12時間で、青年期の自立と家族・家庭、共生社会、経済計画の内容を組み合わせ

て、リスクとその対策を取り入れた人生すごろくを作成し、高校卒業後の人生について考えることから始め、社

会保障制度、家計の基礎、経済計画（ローンなど）、消費者問題と成年年齢引き下げ、現代家族の特徴について

学習できるようにした。その結果、事前事後比較では、今後の人生について考える意識が高まり、事後の方が生

活設計、金銭管理、市民性、課題解決の知識・技能・活用力が有意に高かった。

 
 

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査
－教員と学生の家庭科観の比較とカリキュラム等の現状－

〇黒光 貴峰1、小倉 育代2、鎌田 浩子3、鈴木 明子4、妹尾 理子5、室 雅子6、加賀 恵子7、小清水 貴子8、手塚 貴子
9、村上 睦美10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14 （1. 鹿児島大学教育学部、2. 大阪教育大

学教育学部（非）、3. 北海道教育大学教育学部、4. 広島大学大学院人間社会科学研究科、5. 香川大学教育学

部、6. 椙山女学園大学教育学部、7. 弘前大学教育学部、8. 静岡大学教育学部、9. 金沢星稜大学女子短期大学部経

営実務科、10. 奈良教育大学、11. 愛知教育大学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総

合研究部教育学域、14. 学校法人柴田学園）

キーワード：家庭科、教員養成、教科観、カリキュラム

 
 

【目的】課題研究2-１では，現在の家庭科の教員養成をめぐる課題に焦点を当て，養成－採用－研修に係る実態と

課題を明らかにするため，教員の資質・能力や養成の目的・方法・内容の実態を調査により探ってきた。本報告

では，教員と学生の家庭科観を，家庭科教員の資質・能力についての認識と教科観，学習観に基づき比較分析す

るとともに，カリキュラム及び指導の現状と課題を明らかにすることを目的とした。 

【方法】全国国立大学法人49大学の家庭科教員養成に関わるⅠ家庭科教育法担当教員並びにⅡその課程に所属す

る学生(1～4年生)を対象にⅠはメール調査，Ⅱは Web調査（2019年5～7月）を実施した。ⅠとⅡの結果に基づ

いて，教員と学生の認識を比較分析した。また，Ⅱの調査で，全学年の回答が得られ，かつ「家庭科への学びの

意欲がある」と回答した者の割合が60％以上であった大学を抽出し，承諾を得られた7大学を対象に聞き取り調査

（2020年7～8月）を実施した。現在のカリキュラムや家庭科指導法の工夫などの共通の質問と，Ⅰの自由記述等

の回答を踏まえた大学独自の質問を設け，オンライン環境（ Zoom）で1時間程度行った。事前に調査内容の送

付，事後に音声録画からの逐語録の作成，不明瞭であった項目の追加調査を実施した。 

【結果】（1）教員及び学生の家庭科観の比較 

　学生に指導する上で重視していることと，学生が学習する上で重視していることについて，家庭科教員の資

質・能力に係る A～ Eのカテゴリー32項目を提示し4件法で回答してもらった結果，教員，学生ともに「 A家庭科

教員としての基盤的資質」を重視し，各カテゴリーにおいて全般的に類似した傾向がみられた。教科観は，教

員，学生ともに「家庭生活を中心とした人間の生活について総合的，実践的に学ぶ教科」を上位に順位づけして

いた。学習観ついては，教員は，「人の一生と将来を見通した生活設計などの理解」，学生は「家族や家庭生

活，子供や高齢者，社会福祉などについての理解」を上位に順位付けしていたが，個々の見解には，ばらつきが

みられた。教員と学生で認識に差が見られたのは，「生活を科学的に捉える視点の習得」，「衣食住の知識と技
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能の習得」であった。 

（2）聞き取り調査によるカリキュラム及び指導の現状 

　家庭科教員として保障すべき知識・技術を学べる機会をカリキュラムに設けられているかについて，「設けら

れている」と回答したのは7大学中2大学であった。設けられていない理由としては，「教員免許取得に必要な最

低限の科目しか設置できていない」，「他校種，他教科の教員免許取得により専門科目の取得が減っている」な

どがあげられ，設けられていない背景としては，「教員の配置の問題」があげられていた。7大学の開講科目数

（平成31年度）の平均は33科目（最大46，最小21）であった。教員免許法施行規則に定める科目区分の専任配

置状況をみると，7大学全てで専任が配置されている区分は家庭経営学のみであった。カリキュラムに科目区分を

超えた資質・能力育成の機会を設けているかについて，「指導法の授業に領域横断的な課題を取り入れてい

る」,「全学科の教員が関わるオムニバスの授業を開講している」といった回答がみられた。家庭科の指導法の授

業において新たな生活の価値の創造を目指した工夫を行っているかについては，「積極的に工夫している」4大

学，「必要に応じて工夫している」3大学であった。家庭科の意義，教育課程における位置づけの理解とカリ

キュラムの関係については，「カリキュラムに設けている」と回答した大学は2大学であった。カリキュラム及び

指導の現状としては，教員個人での取り組みは積極的に行われていたが，カリキュラム全体に反映させるの

は，教員間の連携及び教員の配置状況の面に課題がみられた。

 
 

国立大学法人大学における家庭科教員養成に関する調査
学生の家庭科観の実態とその変容要因

〇手塚 貴子1、加賀 恵子2、小清水 貴子3、村上 睦美4、小倉 育代5、鎌田 浩子6、黒光 貴峰7、鈴木 明子8、妹尾 理

子9、室 雅子10、青木 香保里11、木村 紀子12、志村 結美13、日景 弥生14 （1. 金沢星稜大学女子短期大学部、2. 弘

前大学教育学部、3. 静岡大学教育学部、4. 奈良教育大学、5. 大阪教育大学教育学部（非）、6. 北海道教育大学教

育学部、7. 鹿児島大学教育学部、8. 広島大学大学院人間社会科学研究科、9. 香川大学教育学部、10. 椙山女学園

大学教育学部、11. 愛知教育大学教育学部、12. 青森県立青森西高等学校、13. 山梨大学大学院総合研究部教育学

域、14. 学校法人柴田学園）

キーワード：家庭科、教員養成、学生、教科観、学習観

 
 

【目的】課題研究2-2では，これまでの研究で，国立大学法人の中等家庭科教員養成課程に学ぶ学生の資質・能力

の実態や大学組織及び教員の実態を明らかにしてきた。本報告では，教員養成カリキュラムやシラバスの改善へ

の示唆を得るために，学生の家庭科観の変容要因を明らかにすることを目的とした。 

 

【方法】2019年に実施した全国国立大学法人49大学の家庭科教員養成課程に学ぶ学生を対象の web調査結果（以

下、学生調査）を基礎資料とした。学生調査の中ですべての学年の学生から回答が得られた大学で ，かつ家庭科

を「もっと学びたい」，「力をつけたい」と意欲ある回答を示した割合が60％以上であった大学を抽出し，承諾

の得られた7大学の担当教員を対象に，2020年7～8月に聞き取り調査を実施した。次に，7大学の学生の教科観

（4項目），学習観（6項目）の学年別及び進路希望（教員希望の有無）別による分析を試みた。また，意欲の自

由記述内容をカテゴリー分析した。さらに，学生の家庭科観の実態と変容の要因を，学年や進路希望による差異

や大学教員への聞き取り調査の結果と対照し分析した。なお，担当教員への聞き取り調査は1時間程度で，調査実

施に際し，事前に調査内容を送り承諾を得たのち，オンライン環境(Zoom)で回答を得た。音声録画を基に逐語録

を作成し，メンバー複数名で分析した。以下，各大学名を表記順に A， B， C， D， E， F， G大学として示し

た。 

 

【結果】(1)家庭科への教科観の実態と変容要因　７大学の学生の教科観では，「家庭生活を中心とした人間の生

活について総合的，実践的に学ぶ教科」を選ぶ学生が最も多かった。この要因として，目的の明確化，意識付け

及び繰り返し取り上げることによる定着化があげられた。指導方法は各大学によって異なるが，例えば A大学で
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は，家庭科担当の教員が「持続可能な社会の構築」の重要性について個々に認識し，それぞれの授業で扱うなど

の工夫を， B大学では，ガイダンス的授業を関係教員全員で担当し, 教科の本質への意識を共有しながら指導にあ

たるなどの工夫をしていた。 

(2)家庭科の学習観の実態と変容要因　７大学の学生の学習観では，「家族や家庭生活，子どもや高齢者，社会福

祉などについての理解」を選んだ学生が最も多く ，次いで「衣食住の知識と技能の習得」が多かった。学習観に

は，家庭科授業経験の有無および卒業後の進路希望による有意な差は認められなかったが，1年生においては高校

までの家庭科の影響を少なからず受けているのではないかと推察された。一方，７大学全てにおいて，「生活を

科学的に捉える視点の習得」を下位に位置付けた学生が多く，大学によっては教員志望者の方が他の進路希望者

よりもその傾向が顕著に表れた。この要因としては，実験授業自体がほとんど無いというカリキュラム上の問題

(B,E,F大学)，非常勤講師の割合等教科専門と教科教育の人員配置上のアンバランス(E,F,G大学)等が影響している

ことが考えられた。 

(3)意欲の実態と変容要因　家庭科教育を学ぶことへの意欲として記述された内容を，学年別，進路別に分類

し，各大学の履修科目に照らして分析を試みた。1年次には，「食」「調理」「裁縫」「家庭経営」など単語のみ

での表現が多く，高校までの家庭科経験を想起している内容が多かったが，学年が上がるにつれ内容が多岐にわ

たると共に，授業経験や教育実習経験を踏まえた内容の回答もみられた。これは，履修科目つまりカリキュラム

の影響を少なからず受けていると捉えられる。さらに，進路希望別では，教員志望者は他の進路希望者よりも回

答数が多くなり，学年が上がるにつれ教員に必要な資質・能力を求める内容が増え，4年次になると，家庭科教員

として十分な指導ができる能力を身に付けたいと捉えられる内容が7大学全ての大学でみられた。これは，進路希

望の実現に向け，生活を総合的に実践的に捉える視点が身に付いていることの表れであろうと推察できる。

 
 

家庭科教員研修に関する実態と課題
〇志村 結美1、青木 香保里2、木村 紀子3、日景 弥生4、小倉 育代5、加賀 恵子6、鎌田 浩子7、黒光 貴峰8、小清水

貴子9、鈴木 明子10、妹尾 理子11、手塚 貴子12、村上 睦美13、室 雅子14 （1. 山梨大学大学院総合研究部教育学

域、2. 愛知教育大学教育学部、3. 青森県立青森西高等学校、4. 学校法人柴田学園、5. 大阪教育大学教育学部

(非）、6. 弘前大学教育学部、7. 北海道教育大学教育学部、8. 鹿児島大学教育学部、9. 静岡大学教育学部、10. 広

島大学大学院人間社会科学研究科、11. 香川大学教育学部、12. 金沢星稜大学女子短期大学部経営実務科、13. 奈

良教育大学、14. 椙山女学園大学教育学部）

キーワード：家庭科、教員研修、指導主事、受講者

 
 

１．目的 

　第4次課題研究テーマ2「家庭科教員養成に関する調査・実証研究」の2－2の報告では、教員採用後に行われる

「研修」に焦点をあて、研修に関する調査を「シーズ：都道府県における家庭科担当指導主事を対象とした調査

（以下、指導主事調査）」「ニーズ：都道府県における家庭科に係る研修（法定研修を除く）受講者を対象とし

た調査（以下、受講者調査）」の両方向から行い、「研修」の実態を把握し、課題について検討することを目的

とする。 

 

２．方法 

１）指導主事調査 

(1)調査対象・時期・内容：47都道府県および3政令指定都市の指導主事を対象に2018年11月～12月に実施し

た。調査内容は、「指導主事の配置状況や業務等」「家庭科に関わる教科研修の概要」等について、自記式質問

紙法によりメールによる送信と受信（回収）にて実施した。 

(2)分析方法：すべての調査項目について単純集計を行った。 

 

２）受講者調査 
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(1)調査対象・時期・内容：5県（愛知、山梨、青森、広島、奈良の各県）で行われた家庭科に係る研修を受講した

教員を対象に2019年7月～9月に実施した。対象者は、307名（うち女性93.8%）であり、所属は小学校

51.8%、中学校26.9%、高等学校17.2%他であった。調査内容は、「研修の受講理由」「受講内容」「過去に受

講した研修」「家庭科指導などで困っていることや課題」などについて、自記式質問紙法により実施した。 

(2)分析方法：すべての調査項目について単純集計を行った。 

　 

３．結果 

１）「指導主事調査」 

(1)属性：性別は全て女性、出身大学等は家政系17人（63.0%）、教員養成系10人（37.0%）、勤続年数は25年

前後が多かった。配属前の所属は高等学校が23人(85.2%)、教科は家庭科担当が23人(85.2%)だった。 

(2) 指導主事の配置状況や業務等：指導主事の配置状況は、2人(12県)または1人(10県)が多かった。教員時代の経

験が役に立ったことは、多い順に「授業の運営」20人(74.1%)、「研修の受講」14人(51.9%)、「学習指導案の作

成」9人(33.3%)だった。 

(3)家庭科に関わる教科研修の概要：58の研修について回答があった。研修の育成目標キーワードは、「教科指

導」91.4%、「教員としての素養」27.6%、「地域社会との連携・協働」22.4%の順となった。半数以上が全て

のキャリアステージを対象としていたが、16年目以上の充実期が少ない傾向がみられた。 

２）「受講者調査」 

(1) 研修の受講理由：「これから必要になる内容と思った」56.7%、「校内研修等での授業実践に役立つと

思った」45.9%等、研修内容に関する回答が多く見られた一方、「参加出来る日だった」29.0%、「参加出来る

場所だった」12.4%との回答も見られた（複数回答）。 

(2) 受講内容：研修は「有意義だった」97.6%、「これからの授業に生かせる」96.8％と肯定的に捉えていた。理

由として、具体的・実践的な教材や授業内容、家庭科の授業に対する多角的・多面的な視点、次期学習指導要領

や最新の情報等の紹介等があげられた。 

(3) 過去に受講した研修：もう一度受講したい研修がある人は60.2%あり、その理由として「これからもっと必要

になる内容と思うから」75.7%が最も多かった。また、研修を授業に生かした人は62.3%で、具体的・実践的な

研修内容を授業に生かしていた。
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