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１．はじめに

平成元年３月15日告示の高等学校「家庭」の改
善の具体的事項および「家庭一般」等の目標につ
いては，第Ⅵ報!)に述べた通りである。前報同様
に本県では「家庭一般」を履修させている学校が

た。即ち，「青年期の生き方と結婚」が保育領域
の最初に位置づけられていることは，まず，結婚
によって新たな家族が形成されることについて学

び，つづいて子供が誕生し子育てという営みが始
まることを学ぶと共に子供の人格形成の基礎が乳

多いので，今回も「家庭一般」の「保育」領域を

幼児期にあり親の果たす役割の重要さを学ぶとい

中心に検討した。

う一連の流れが示されているのである。これらの

「保育」領域は，「(6)乳幼児の保育と親の役割」

ことを男女が共に学ぶようになり保育領域は大き

となっていて，指導事項としては「ア青年期の生

く変化したが，本県の「家庭一般」等の保育領域

き方と結婚」「イ母性の健康と生命の誕生」「ウ
乳幼児の保育」「エ子供の人格形成と親の役割」

の指導の実態はどのようになっているだろうか。

が示されている。

学習のねらいは「青年期の生き方，生命の誕生，
乳幼児の生活と世話などに関する学習を通して親
の役割の重要性を認識させるとともに，保育に関
する基礎的な知識と技術を習得させ，心身ともに

前報（第１～Ⅵ報）に示した次の３つの観点，
①家庭科の新たな方向性に即した教育がなされて
いるだろうか。

②小・中・高一貫性の観点に立った指導が，各学
校段階で確立されているだろうか。

③郷土の生活の実態に即した題材が適切に取り入

健康な子供を育てることのできる能力と実践的態

れられているだろうか。

度を育てること」2)と述べられている。

以上のことをふまえ，今後の沖縄県の家庭科教

近年，子育てをめぐる環境は大きく変化し，核

育の望ましいあり方について，その方向性の一端

家族化，少子化の進行と相まって家庭の教育機能

を提案できればと思い高等学校の家庭科担当教師

は著しく低下し大きな社会問題となっている。児

を対象に実態調査を行い以下の結果を得た野で報

童生徒によるいじめや殺人事件等が多発し「生命」

告する。

の大切さに対する認識の欠如がみられる。

こうした中にあって，高等学校では平成６年度

から家庭科の男女必修が始まった。「保育」領域

Ⅳ、調査の概要

１．調査方法：「家庭一般」等の保育領域の指導

は，これまでの女子のみを対象とした母性中心の

妊娠，出産，育児といった内容から大きく変化し

についてアンケート調査を実施。

２．調査期間：1996年７月～８月
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3・調査対象：本県高等学校の家庭科担当教師

３）家庭科担当者の年齢
年齢構成を全体でみると，６０代の非常勤講師

152名を対象に実施。
回収資料数103名，回収率67.8％。

1.0％を除いて，５０代が38.8％，４０代が27.2％，
20代20.4％，３０代12.6％の順で40代以上の占める
割合が67.0％で高くなっている。（表３）

、、結果および考察
１．基本的属性
１）家庭科担当者の身分

家庭科担当者の身分は，全体では教諭が86.9％
で最も多く，次いで臨任7.8％，非常勤講師5.8％
である。普通高校と職業高校別にみると，臨任
7.8％のうち3.9％は職業高校で普通高校は2.9％
であった。非常勤講師は逆に普通科に多く配置さ

れている。（表１）

(保育領域）

表３家庭科担当者の年齢

総数２０代３０代４０代５０代６０代
総数１０３２１１３２８４０１
(100.0）（20.4）（12.6）（".2）（388）（1.0）

普通高校５６１２３１２２８１
(定通制含む）
職業高校４１８９１４１０－
不明６１１２２－

表１家庭科担当者の身分（保育領域）
総数教諭臨任非常勤講師
総数１０３８９８６
(100.0）（86.4）（7.8）（5.8）
高校５６４９３４

数字＝実数
２．家庭科の指導の実態

１）家庭科の履修科目

高等学校における「家庭一般」「生活一般」

(定通制含む）

「生活技術」の３科目の中，「家庭一般」を履修

職業高校４１３４５２

させている学校が最も多く，全体で95.2％を占め

不明６６

ている。次いで「生活一般」2.9％．「生活技術」
数字＝実数

1.9％である。「生活一般」は職業高校における
履修が普通高校より僅かに多く，「生活技術」は
普通高校で履修させている。（表４）

２）家庭科担当者の経験年数

経験年数は，全体的では16年以上が最も多く
62.1％と過半数を占め，次いで２～５年20.4％、

２）「家庭一般」「生活一般」「生活技術」の

保育領域に当てる単位時間数．

６～10年7.8％，１年未満6.8％，１１～15年は最も

授業時間数については，２０～24時間が43.7％で

少なく2.9％であった。学校別でみても全体的傾

最も多く，次いで11～15時間11.7％，２５～29時間

向と同様に16年以上が多かった。（表２）

が8.7％である。普通科等定指導時間が２時間と
なっているのは通信制課程で，学習指導要領第１

表２家庭科担当者の経験年数

（保育領域）

総数１年未満２～５６～1０１１～1５１６～
総数１０３７２１８３６４

(100.0）（6.8）（20.4）（7.8）（2.9）（62.1）

普通高校５６５９２２３８
(定通制含む）

職業高校４１２１２５１２１
不明６１５

数字＝実数

－２６４－
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章第６款の５の(3)に「定時制及び通信制の課程に

３）保育領域の学習形態

おいては，職業（家事を含む）に従事している生

学習形態については，男女共学が最も多く全体

徒に対しては，その実務をもって職業科目の履修

で85.5％を占め，男女別学は僅か6.8％である。

の一部に代替できる」ことを定めている。このこ

職業学科における－部共学5.8％，「その他」の

とを適用し２単位時間の指導になっているものと

1.9％は教師の意図とは別に学科によってクラス

思われる。

の男女構成が異なるため，男子のみ，女子のみ，

授業時間が６～10時間と答えた３名についてみ

男女あるいは混成の学習形態となり，年度によっ

ると，保育領域の指導時間を６時間と回答したの

て異なると答えている場合もあった。普通科にお

は私立で，残り２名は10時間と回答しているが定

いてはすべて男女共学である。（表６）

時制高校である。
指導時間数の不明の16.5％のほとんどは，新規

採用者で経験年数が１年未満や臨任，非常勤舗師，

４）玩具，遊具等の製作指導の有無

また，保育領域が未実施の場合であった。（表５）

玩具，遊具等の製作を取り入れているのは，全
体で39.8％で，指導していないが56.6％で指導の

(保育領域）

表４家庭科の履修科目

聡数家庭一般生活一般生活技術
総数１０３９８３２
(100.0）（95.2）（2.9）（1.9）

割合は低くなっている。学科別にみると普通科等
は全体と同じ傾向で指導しないが多い。逆に職業

学科では指導しているのが多くなっている。
これらの製作学習を取り入れていない理由とし

普通高校５６５３１２
(定通制含む）

ては，指導時間の不足や青年の生き方，親として
の役割等，保育領域の他の内容に重点を置きたい

職業高校４１３９２

との回答もあった。（表７－１）

不明６６

数字＝実数

(保育領域）

表５保育領域に当てる単位時間数

総数２時間６～１０１１～１５１６～１９２０～２４２５～２９３０～不明
総数１０３２３１２８４５９７１７

（100.0）（1.9）（2.9）（11.7）（7.8）（43.7）（8.7）（6.8）（16.5）

普通科等５６２３５８２７３３５
職業学科４１６１６６４９
不明６１２３
数字＝実数

表６保育領域の学習形態（保育領域）表７－１玩具、遊具等の製作者指導の有無(保育領域）
総数男女共学男女別学一部共学その他
総数１０３８８７６２
(100.0）（85.5）（6.8）（5.8）（1.9）

総数指導している指導していない不明
総数１０３４１５８４
（100.0）（39.8）（56.3）（3.9）

普通科等５６５６

普通科等５６１６３７３

職業学科４１２６・７６２

職業学科４１２５１５１

不明６６

不明６６

数字＝実数

－２６５－

数字＝実数
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５）製作している玩具，遊具等の種類

間に14時間を当てているが，これは絵本作りで郷

玩具，遊具等の製作を取り入れていると答えた

士の民話を扱い，その聞き取り調査などを行うた

41名中，具体的に製作品名の記入された35名につ

め多くの時間を要し他の実習ができないと答えて

いてまとめたのが表７－２である。その内訳をみ

いる。（表７－３）

ると絵本の製作が最も多く56.1％，布の利用と地
域の素材や資源の再利用が同率の34.1％，紙の利

７）地域素材を使った玩具，遊具等の製作

用は31.7％であった。（表７－２）

地域素材を使っての製作をさせているのは少な

く７名であった。使用している素材で多いのは，
６）玩具，遊具等の指導時間と製作方法

アダンの葉で風車，馬などの製作，また，ソテツ

玩具，遊具等の指導時間と製作方法については，

の葉で虫かご，ソテツの実，松かさ，ススキ，木

の葉などを取り入れている。（表７－４）

普段の授業で取り扱っているのが最も多く58.5％，

次いで普段の授業で説明し，製作は夏休みの課題
８）郷土の玩具を教材とした指導の有無

にしている学校が31.7％，その他9.8％となって
いる。製作を普段の授業で行っていると答え，取

郷土の玩具を教材として指導していると答えた

り扱い時間が１時間の場合，主に折り紙となって

のは，前述の７）の７名である。製作している玩

いる。また，取り扱う作品によって２～８時間を

具等は７）の地域素材利用の場合と重複している

当てている。

が，その他にお手玉，竹トンボ，さらに学園祭へ
の出品作品でバーキ（大きなかご）と張り子等を

夏休みの課題としているものの中には，授業時

（保育領域）

表７－２製作している玩具、遊具等の種類
絵本
２３５６
23(56.1）

不明

棒 箱 袋

不明

6(14.6）

牛乳パックや
段ボールの玩具
遊具の種々

ポール

空き缶の下駄
虫かご

竹とんぼ
風車
布サッカーポール

布さいころ

マスコット人形

ぬいぐるみ

布人形
お手玉

タオルのにぎりもの

ちぎり絵アニメの主人公

紙芝居

折り紙
変わり絵本

ミニ絵本

布絵本

絵本

総数

地域の素材や資源の再利用
14(34.1）

布利用
14(34.1）

紙利用
13(31.7）

、

１
６
４１ 1４ ６ ２ １ ４ １ ８ ４ ４ １ １ １ １ ２ ２ ３ １ １ １ １ １ １ ２
総数４１１４６２１４１８４４１１１１２２３１１１１１１２１６
総数

１
１ １ １ １ １ １
４
１ １
１ 0
１６ ７ ４ １ １ １ １ ３
普通科等１６７４１１１１３－４－１１－１０－１１１１１１－１
普通科等

５

１
１
１ １ ２ ３ １
１
２５ ７ ２ １
３
５ ４
学２５７２１－３－５４－１１１２３１１１
職業学科

不明

0

数字＝実数

(保育領域）

表７－３玩具、遊具等の指導時間と製作方法
普段の授業で
2４（58.5）

総数
４１

その他
４（９．８）

普段の授業と夏休みの課題

1３（３１．７）

(100.0） 1時間 2時間 4時間 6時間 8時間 不明 ２時間 5時間 14時間 2時間 5時間 不明
’１’

￣

’１’

￣

２１

２’’

１

１’’

１’一

１‐

４７’’

４７’

１４’
’１４’

１２’

に
１’’

１８’

１２’

厄

不明

３

３’’

職業学科

６５
１２
姐宏０

普通科等

数字＝実数
－２６６－
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表７－４地域素材を使っての玩具､遊具等の製作(保育領域）

表７－５製作した玩具､遊具等の活用方法(保育領域）

総数指導している指導していない

総数学校で保管保育園等生徒個人不明
して活用での活用で持つ

４１７３４

(100.0）（17.1）（82.9）

４１１１１３１７１４

(100.0）（26.8）（31.7）（4L5）（34.1）

普通科等１６２１４

普遍科等１６７４７３

職業学科２５５２０

職業学科２５４９１０１１

不明０
数字＝実数

不明０

数字＝実数
製作している。

また，「郷土の遊具などの製作で地域の老人等

10）保育領域の調理実習に当てる時間数と内容

から学ばせたこがあるか」については’老人クラ

保育の授業で調理実習に当てる時間数と内容に

ブに出かけて行って習わせたのが１名のみで，ア

ついては，全体的にみて離乳食，幼児食，おやつ

ダン葉の風車，ソテツの葉の虫かご，竹トンボ，

作り，その他を含めて実習を取り入れているのは

糸車等を製作させている。

41.7％で，いずれの実習も取り入れていないのが

49.5％で約半数が実習を行っていなかった。
９）製作した玩具，遊具等の活用方法

実習の内容は，市販のものでおやつとして適し

出来上がった作品の活用方法については，生徒

ていると思われる食品の試食，妊婦・授乳婦の食

個人で持っているが41.5％で最も多い。作品の取

事の実習を予定している，これから実習内容を検

り扱いについては，授業のはじめに学校予算で製

討して実施，食物領域との関連を図り実習の時間

作したものは学校で保管し，生徒個人で材料費を

数は食物領域として扱っている等の答えがあった。

出して製作したものは生徒に返すことを取決めて

ほとんどの教師は，実習の必要性を理解してい

いると答えた学校や幼児等の観察学習の時に保育

るが実習時間の確保が難しいと答えているのが多

園で活用してもらったり，学校で保管して授業に

い。また，これから実習を取り入れるよう保育領

活用したり，生徒の希望で生徒個人に返す場合も

域の内容を検討すると答えたのいる。実習として

あるとの答えがあり，その対応は一様ではなかっ

は，おやつ作りが最も多く，幼児食，離乳食は少

た。（表７－５）

なかった。（表８－１，８－２）

表８－１保育領域の調理実習に当てる時間数と内容

(保育領域）

実習を取り入れている４３(41.7）

離乳食及び幼児食
３

１０３

(100.0） 2時間 3時間 不明

幼児食のみ

おやつ作り

１

３３

３時間

1時間 2時間 3時間 4時間 不明

いない
５１

(49.5）
３１
１６
４

１２

(11.7）
７４１

1￣

２３１

’２一

百一

６

１Ｉ

－２６７－

その他

１１一

１２

’３’

１１

ｎｍ’

|:

３’一

’１一

’１一

不明６

１｜’

職業学科４１

－１’

普通科等５６

「ｌ伽嘔し ｜「副１３１

総数

どの実習も
取り入れて 不明

数字＝実数
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表８－２保育領域の調理実習内容
く離乳食＞・･･･１人
・パンのスープ粥
・豆腐の卵焼き
・野菜入りスープ粥

･そうめんサラダ・ミニオムレッ
･野菜とフルーツヨーグルトかけ

・卵とじうどん
・チキンサンド

く幼児食＞・・・・２人

・オムレツ．まぜごはん

・ミニハンバーグ・リンゴのコンポート

・おすまし
くおやつ＞・・・・３３人

・クレープ・ホットケーキ・マープルケーキ・ロールケーキ

・マドレーヌ・蒸しケーキ・カポチャケーキ・さつま芋の揚げ団子
・スイートポテト・大学いも・クッキー・おからクッキー
・ポーロー・ホットビスケット・蒸しパン・蒸しカステラ
．フレンチトースト・ポーポー・チンビン・さとうてんぷら
・プリン・ゼリー・ぐずもち．ムーチー・みたらし団子
・ミルクセーキーフルーツジュース・ペジタプルジュース
・ゴーヤージュース・グループで自由に

11）郷土のおやつの実習
おやつの実習を行っている33名の中で，郷土の
おやつの実習を取り入れているのは，普通科14名，

－ボー，くずもちである。しかし，実習時間の確
保の難しさを訴えていることを考えると，短時間
で作れるチンビン，ポーポー，ぐずもち等が適当

職業学科18名であった。表９に示すように，さと

ではないかと思われる。また，食物領域との関連

うてんぷらが最も多く２４名，その他チンビン，ポ

を図りながら実習に取り組む必要がある。（表９）
（保育領域）

表９郷土のおやつの実習

総数チンピンポーポーさとうぐずもちムーチー
てんぷら

３１１１８２４１５３

普通科等１５４５９７３
職業学科１６７３１５８
不明０

数字＝実数

表１０保育領域での体験学習の有無

３．保育領域における体験学習

１）保育領域における体験学習の有無

縫数実施している実施していない不明
１０３１４６６２３

幼児観察等の体験学習を行っているかをみると，

「実施している」は僅か13.6％で「実施していな

(100.0）（13.6）（64.1）（22.3）

い」64.1％，「不明」22.3％で実施率は著しく低

普通科等５６８３３１５

かった。（表10）

職業学科４１６２９６
不明６４２

数字＝実数

－２６８－

ＶⅡ

宜保・亀谷・浅井：沖縄県における家庭科教育の実態（第秤報）
２）体験学習の実施方法

最近では，思春期に乳幼児と触れ合うことの重

体験学習を実施していると答えたものについて

要性が指摘され，厚生省では平成３年度から市町

その実施方法（複数回答含む）をみると「各自で
観察」「近所の幼児観察」などの生徒個人での対
応が多い。また，実際に乳幼児と触れ合う「保育
所実習」を実施している学校は８校，他は「保育
所見学」「幼稚園見学」であった。体験学習の実

村母子事業として「思春期・福祉体験学習事業」
が始まった。本県でも平成７年度の実績をみると，
高校生の場合，３カ所の高校生279名が参加して

施時期については，夏休みや冬休みの長期の休み

として育児学級とセットして赤ちゃんを抱っこす

に実施しているのが６名，土曜日に実施２名，放
課後実施１名，その他は２時間連続の授業の中で
験学習を中学校の場合と比較すると，同じく「各

る（１月半～３月半の乳児）。また，育児相談，
離乳食実習の場に参加したり，母親との交流を通
して子育ての喜びや大変さを知り，命の尊さを実
感する。このような機会を捉えて体験学習の場を

自で観察」が最も多く，「保育所・幼稚園実習」

設けることを望みたい。

実施，時間を変更して実施と答えている。この体

いる。内容としては，事前教育として助産婦によ
る生命の尊さについての講話，触れ合い体験学習

は少なかった。（表11）

表１１保育領域での体験学習の方法

総数保育所見学保育所実習幼稚園見学各自で幼児観察近所の幼児観察
１４６８２１０９

普通科等８４１５４
職業学科６２７２５５
不明0
数字＝実数

さらに，「体験学習」に関する最近の動きにつ

間を当て，そのうち６～７時間は保育所などで生

いてふれておく。

徒が３～５歳の幼児らに絵本を読ませるなどして

①「次代を担う青少年のための有識者会議」（座
長石川忠雄青少年問題審議会会長）では，１９９８

世話をする。高校教育課では，保育所を管轄する

年４月21日提言の原案の中で，非行かかわる少年
について「規範意識がない，被害者の悲しみを理

園の協会などにも協力を求める。同課は「健全な

解していない」と指摘。具体的な対策として①幼
児を抱えた親の支援システム作り②中高生の乳幼

児保育体験などを盛り込んだ・・・」（琉逵新報
1998年４月22日夕刊）と報じ，政府として取り
組む姿勢が示されている。

県児童家庭課と連携を取り，私立の保育所や幼稚
母性，父性を育成すると同時に弱い者への慈しみ

の心も育ち，心の教育につながってほしい」と話
し手いる。（朝日新聞1998年２月24日）

また，中央教育審議会では，「幼児期からの心

の教育のあり方について」平成10年３月31日の中
間報告「新しい時代を拓く心を育てるために－次

②兵庫県教育委員会では「1998年度から全日制

世代を育てる心を失う危機一」を文部大臣に提出

県立高校の家庭科の授業に幼稚園や保育所を訪問

した。この中間報告の特徴としては．①心の教育
のために今具体的になすべきことを，社会全体・

し，実際に幼児の世話をする「育児体験実習」を
取り入れる「おもちゃなど教材費の予算計上）。
多感な高校時代に育児を体験することは将来の
親としての自覚を育てようというのがねらい。本

家庭・地域・学校に呼びかける提言方式を採って

いること，②日本人としての誇りを持って，創造
的で活力ある社会をつくっていくため，前向きに

年度は40校を予定，将来は県内のすべての全日制

取り組んでいく子どもを育てようとすることを基

県立での実施を目指す。育児体験実習には約10時

調においていること，③従前，国として取り上げ

－２６９－
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資料１

ることに慎重であった家庭におけるしつけのあり
●

こどで将来の鋼ごしての自

筆専歯ごいうのがね

子室しているが、将来は系

らい。とりあえず四十校で「

齊函

このように，今日の社会における保育教育への
期待はますます大きくなっている。この社会の要

請に答えるためにも，家庭科担当教師の積極的な

取り組みが必要である。

３）保育領域で使用している視聴覚教材
視聴覚教材を使用していいる学校は，普通高校
47校，職業高校29校，不明３校の計79校で全体の
76.7％を占めている。各学校ともに数多くの視聴
覚教材を備えているが，これを保育領域の学習内
容別に分類したのが表１２－２である。最も多いの
は「乳幼児の保育」に関するもので160，次いで
「母親の健康と生命誕生」１２６，「青年期の生き
方と結婚」６７，「親としての役割」２８となってい
る。先に述べたように，保育領域は現行の学習指

導要領から大きく変わり，「青年期の生き方と結

婚」「親としての役割」は新しく加わった指導内
容である。これまでの長期にわたる女子のみを対
象とした母性中心の保育教育の影瀞で視聴覚教材
等にも偏りがみられる。今後，新しい指導内容に
関する教材の充実が望まれる。（表12-1,12-2）

中高生に
保育体験を

有識者一議が提言原案
相次ぐ雀による凶蜜

の青雲会議」（震右

270

一篭譲識調挫匪

提一圏の原詮

２２）

川忠箸少年問題審鑿会

騒勿一已辰

４，

月20日）

坪的な対策して①幼児を棺

髄Ｄ△ん輝

１９９８

②中蔵生の乳幼偏葆鰭展睡罐

工体の趣瞬の必

膣本竜太郎首拒目一一

４列いた骨太栢提一・

摩で対策を立て、実施に取

(琉球新報

ていること，⑤学校の道徳教育の見直し，地域社
会での様Ａな取り組みについて具体的に提言して
いること等があげられる。（文部広報1998年４

一邊蟄夫百義嘉

辮織繍鱗一餅

蕊薑

方等について具体的に提言していること，④社会
全体のモラルの向上に向けての取り組みを強調し

ＶⅡ

宜保・亀谷・浅井：沖縄県における家庭科教育の実態（算罫iE報）

表１２－１保育領域における視聴覚教材の利用校数ついては，「十分知って
ついては，「十分知っている」と答えたのは9.7
％の約１割であった。最も多いのは「十分とはい

利用校不明

えないが知っている」で80.6％の高率を占め，

１０３７９２４

(100.0）（76.7）（23.3）

「知らない」は5.8％，不明3.9％であった。その

普通科等５６４７９

内訳を身分別，経験年数別でみると，いずれの場

職業学科４１２９１２

合も全体的傾向と同じで「十分とはいえないが知っ

ている」が多かった。「十分知っている」は，経

不明６３３

験年数16年以上と２～５年はともに2.9％であっ

数字＝実数

た。「知らない」は，数値は低いが経験年数16年

4．中学校保育領域の理解の有無

以上が2.9％で多かった。（表１３－１，１３－２）

中学校の保育領域の指導内容を知っているかに

表１２－２保育領域で使用している視聴覚教材
青年期の生き方と結婚

十分知っていると

十分知っている

はいえない

１０

総数

知らない

不明

(80.3）

６

４

(5.8）

(3.9）

臨任

非勤

教諭

臨任

非勤

教諭

臨任

教諭

臨任

８

１

１

７３

５

５

５

１

３

１

４４

３２一

’５一

’１’

ｒ－

教諭

（四一ク公一（叩『叩》ｌ
２３’

(100.0）

数字＝実数

１’’

１０３

|＝ 了

８３

(9.7）

２
２一一

表１３－１中学校の保育領域の理解の有無

５

2６

”１’

１

４

8６

６０

ﾋﾟﾃｼｵ 録画

７
６一１

5６

４２

１

－１一一
１－一

８

１

‐

1２

１

２８

ｽライド OＨＰ 録画

’１’

３

ＯＨＰ 録画

｜妬、５

９

７５｜’
７５一

１

1０２

’３一

1Y

１７

16ミリ映画

９
８１’

2８
l28

1
’１’

普通科等５６
職業学科４１

１１
（一一』叩》戸島二ｍ）’
６５’

4６

ﾋﾞﾗ今オ

４３２

１０３

親と しての 役割

１６０

邪姻４

ﾋﾟ宗オ ｽライド ＯＨＰ 録画

(100.0）

乳幼児の保育

１２６

騎血

総数

不明６

母親の健康と生命誕生

６７

不明

６

１

￣

２５
４

１’’

４７

１１１

職業高校

’１’

５６

４３１

普通科等

￣

数字＝実数

表1３

２

中学校保育領域の理解の有無
十分知っている

11～15年

16年以上

７

２１

８

５
２
２
１
1４
回回’４

50代

２２

3７

60代
６０代３０代４０代２０代５０代
30代 40代 20代 50代
１

２

４

４

２

３
２

３

６４

９

別、ロ
知らない
不明

６５．８４３．９
６（5.8）
４（3.9）

40代

８

６

２

１
１

２

１

２

２

１

１

３

３１１７
１

２～５年
６～10年

一ｍ｜竺旧［Ｌ腿

‐Ｉ１１

経験年数
罹験律 ‘数

１１

ケマ

1年未満

8３（80.6）
ビ２

１０３

(100.0）

1０（9.7）

20代
30代 40代 50代 20代 30代
２０代３０代４０代５０代２０代３０代

畑２

総数

十分知っているとはいえない

１

１

１

１

1７

１

１

3７

１

３

２

数字＝実数

－２７１－
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また，「いいえ」「わからない」と答えたのは共

５．中・高一貫性の観点に立つ指導の有無

中・高一貫性を念頭においた指導の有無をみる

に経験年数１～５年未満の20代の教師に多かった。

と，全体では「はい」と答えたのが33.0％，「い

やはり，各学校段階において習得すべき基礎的・

いえ」38.8％，「わからない」23.3％であった。
これを経験年数別にみると，一貫性を図った指導

基本的指導事項を的確に把握して指導の当たるこ

とは，教師として最も重要なことであると考える。
（表１４－１，１４－２）

をしている，すなわち「はい」と答えたのは，経
験年数１～５年未満と16年以上が多くなっている。

(保育領域）

表１４－１中・高一貫性の観点に立つ指導の有無
分からない

４０

２４

５

(33.0）

(38.8）

(23.3）

(4.9）

臨任

非勤

教諭

臨任

教諭

臨任

非勤

２９

２

３

３６

３

１

２３

１

３

１

１

９

１’一

５６

１９

職業高校

４７

８

不明

６

２

｢；
２２

１２
２

’３’

普通高校

１３
１

数字＝実数

(保育領域）

表１４－２中・高一貫性の観点に立つ指導の有無

総数
１０３

経堅 錘← ‐数

1年未満

はい

いいえ

分からない

不
不明

34(33.0）

40(38.8）

24(２２．３）

５４．９
5(４．９）

20代３０代４０代５０代６０代２０代３０代４０代５０代２０代３０代４０代５０代２０代３０代５０代
30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 20代 30代 40代 50代 20代 30代 50代
20代

(100.0）
2～5年

７

６

７

７
７３－
３

１
１
４
２
８
１０
３
７
１
４
1３ １６
１３１３１６４瓜、■ＹＨ呵印■■

１３

３

底 1コ
１

２

１

３

１

１

２１４２１
２１
４
２
１

３

6～10年

８－３－
８
３

１

11～15年

１
３－１－－１－
３
１

16年以上

’１’

教諭

１’一

非勤

２１’

臨任

(100.0）

１１一

教諭

１１１

１０３

いいえ

３４

’１’

総数

不明

はい

２

１
１
１１
１６
６４－－６１３１－１１１１６－－
１３
６４
６

１

１

１

１

１

１

５

１０

１

６．自由記述にみる「男女共修の保育の授業」に

でも熱心に取り組んでいる。理論的な学習よりも

対する生徒の反応や教師の意見

実習等の体験的学習に興味を示す」「最初は教師

男女共修の保育の授業を実施しての生徒の反応

を冷やかしたり．気恥ずかしさを感じている面が

や教師の意見は数多く上げられているが，これを，

みられたが，授業を進めていく中に自分たちの問

「全体的な反応」および「母性・父性と生命誕生」

題として捉え熱心に聞いている」「模型や写真，

「乳幼児の保育」等の指導事項別や「教師の感想」

スライド，ＯＨＰなどの視聴覚教材を活用してい
るので，みんな真剣そのものである。生徒たちか

等に類別して述べることにする。

１）全体的な反応

らも男女で保育を学習することができてよかった

全体的な反応は19名（複数回答）で，主な点と

という声が聞かれる」「保育領域全体の内容に興

して「真剣に聞き興味を．関心は高い」「男女別

味を示し，熱心に授業に望み質問等も多く活気が

なく興味をもって授業を受けている。遊具の製作

ある。ビデオ視聴後のメモや感想等で，自分に子
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どもができたらどういう子育てをしたいと記入す

させられた。鯵最良のモデルは親河を読んで子ど

る生徒が男女共にみられた」「乳幼児の保育に重

もの教育をする前にまず自分を教育しなければと

点が置かれていた頃より，現在の青年期の生き方

思った」等反応を示している。

などは，生徒の興味・関心が高く授業への取組が

４）保育を指導しての教師の感想

よい」「男子は，父親も保育に積極的に関わるべ

「青年期の生き方や生命誕生，母性・父性，愛

きとの意識を持っていて授業態度に男女差はない」

と性，結婚，妊娠，出産，家族計画など，男女共

等男女共に興味・関心が高く授業態度も良好であ

に興味・関心のある内容で質問が多く楽しく授業

るとの反応が多かった。

を進めている」との感想が最も多かった。これら

２）母性・父性と生命誕生に関する反応

の内容は，これまで女子のみが学習していたが，

母性・父性と生命誕生に関しては13名で，「青

平成元年に告示された現行の学習指導要領から，

年期の心とからだの学習では，生徒の反応はあま

男女が共に学ぶようになったわけであるが，将来，

りみられなかったが，生命誕生と母性・父性の学

親になるものとしての自覚を持って取り組んでい

習では，多くの質問がでた，特に，妊娠，出産，

る様子が伺える。

中絶等について」「受胎のメカニズムや乳幼児の

５）指導上の問題点と課題

成長段階等，具体的な例やビデオを利用した授業

指導上の問題点や課題については，多岐にわた

に興味を示す生徒が多い」「生命の誕生について

る意見や感想が述べられている。これを次のよう

は，特に女生徒の関心が強く，その雰囲気の中で

に類別した。

男女共に学習できるのは，お互いのためによいと

(1)乳幼児の観察学習及び体験学習の問題

いう感想が多い」「親になることは，非常に大き

最近は，出生率の低下傾向によって，きょ

な責任があると感じるようである」「性に関する

うだい数が減少し日常生活の中で乳幼児と

ことは，非常に興味があり導入でうまくいけば深

触れ合う機会が少なくなった。このような

めることができるし質問や反応もよい。男女共に

生活環境の中で「観察学習」を取り入れる

ディペート等を取り入れた時は盛り上がった。生

ことの難しさを訴えている。

徒たちは，男女の考え方の違いを強く感じたよう

また，保育所や幼稚園に出かけて行って

である」等，生命誕生や親になることの意味を理

直接子どもと触れ合う「体験学習」の効果

解し積極的な学習態度が伺える。

は認めつつも実施しにくいなどを上げてい

３）乳幼児の保育に関する反応

る。例えば，「１時間単位の授業のため校

「乳幼児の保育」は，これまでも取り上げられ

時中の校外実習ができない」「保育所が近

てきた学習内容であるためか反応としては少なく

５名であった。主な反応としては「少子化で身近
に乳幼児と接する機会は少ないが，視聴覚教材を

くになく体験学習が困難」等である。
(2)指導時間の確保が困難

「家庭一般」等４単位の中で保育に当て

活用することにより，男生徒の中には保育士にな

る時間数が少なく満足な授業ができないと

りたいといって選択科目で保育をとる生徒もいる」

の声が多い。例えば「保育に当てる時間が

また，乳幼児の発達や子どもの成長と保育の内容

２３時間で計画している。実習等も取り入れ

は．男子に比べて女子の関心は高く次のような感

た計画をしたいがうまくいかない。“家庭

想もあった。

一般”等全体の内容を精選し，もう少し保

「世の中のお母さんはすごい尊敬できるように

育に当てる時間を確保したい」「児童文化

なった」「親の接し方や保育環境で子どもがとて

財等の製作実習や体験学習も実施したいが

も変わることが分かった。自分もこのような子育

時間が取れず実施できなかった」となって

てをしたい」「家庭科というとすぐ保育のイメー

いる。

ジが浮かんでくるくらい，保育の学習は重要で役

(3)指導の範囲と程度

立つと思う。ビデオも楽しく子どもが好きになっ

「教師の経験不足や勉強不足のため生徒

た」「子どもを育てることの難しさを改めて感じ

の質問に答えられない」という声や家庭環
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ることを指摘している。

境の多様化すなわち，「父子家庭，母子家

(6)その他

庭，離婚家庭等，複雑な家庭環境の中にい
る生徒もいて指導しにくい」など生徒のプ

「生徒数が多いために実習や見学に難し

「生徒の年齢が10～60代まで幅があり保育

い面がある」「親の役割だけでなく，社会
的責任も含めて自主編成せざるを得ない」

の授業は難しい」等，指導の困難さが上げ

「他教科（保健）との連携も必要だと思う」

ライバシーに関する問題や通信性課程では

「紙おむつと布おむつの違いや問題点等は

られている。

今年はぜひ取り入れて指導したい」「親に

(4)授業の工夫（興味・関心を高める学習を

なる準備期としての今をどう生きるかを具

どのようにすればよいか）

体的に示せるビデオ等があるといい」など

先に，男女共に興味・関心を持ち積極的

の意見があった。

に学習に取り組んでいるとの生徒の反応に
ついて述べたが，一方，男女共に学習内容

への興味・関心に差があり，それが授業態
度にも差が出て指導しにくいという教師の

Ⅳ．要約
沖縄県における高等学校「家庭一般」等の「保

たちには関係ないと，はっきり言う男生徒

育」領域の指導の実態について述べてきた。その
結果を要約すると次の通りである。

もいる」「育児や親の役割等について，高

１．基本的属性：家庭科担当者の身分は教諭が

校生の年齢では学習意欲が薄く指導しにく

86.9％の９割近くを占め，経験年数は16年以上

意見が多い。例えば，「出産のことは自分

い」「乳幼児が身近にいない生徒が多く，

が62.1％，年齢構成は40代以上の占める割合が

精神発達についての指導では抽象的で観念

６７．０％で高い。

的になりやすい」「複雑な家庭（片親家庭，

２．家庭科の指導の実態：履修科目は「家庭一般」

離婚家庭）の生徒もいて親子の結びつきが

が95.2％の高率である。保育領域に当てる単位

弱い，それをどのように強めるか，また，
親をどう理解させるか難しい」「特に，男

時間数は20～24時間が43.7％で最も多い。

子は家庭科に限らず他教科も含めて，座学

学習形態は男女共学が最も多く85.5％で多い。

３．「保育」領域の指導の実態

的な学習を好まないので，生徒が興味・関

１）玩具，遊具等の指導の実態：①玩具，遊具

心をもつような授業を工夫し，生徒の実態

等の製作を取り入れているのは約４割，②製作し

に応じた内容構成を図っていきたいと思う」

ているのは絵本が多く56.1％，③製作にあてる時

「保育するという実感がわかない授業であ

間と方法は，普段の授業でが多く58.5％で４時間

る」「子どもは嫌いと拒否する生徒がいた」
え方をする男生徒が多い」「女子のみの場

を当てている。④地域素材使った製作ではアダン
葉で風車，馬，ソテツの葉で虫かご等が多い。⑤
郷土の玩具を教材として指導しているのは少なく

合に比べ，男女一緒だとお互いを意識して

７名で，地域の老人の活用は１名でアダン葉の風

質問，意見が活発でなくなった感じがする」

車，ソテツの葉の虫かご，竹トンボ等であった。

など指導上，工夫・改善すべき課題は多く

⑥製作した玩具の活用方法は生徒個人で所持が

多岐にわたっている。

41.5％で多く保育園等での活用は少ない。

「性に関する用語に対して敏感で低俗な考

２）調理実習に当てる時間数と内容：おやつ作

(5)施設設備面の問題

先に述べた「食物」領域の調理実習の場
合と同様に「施設設備が女子に合わせてあ

りが多く，中でもさとうてんぷらが最も多く，そ
の他チンピン，ポーポー，ぐずもち等であった。
３）保育領域における体験学習

るので，１クラス43人が実習するのは困難
室，被服室）の兼用もできない」など，教

①体験学習を実施しているのは，僅か13.6％，
②実施方法は生徒各自での幼児観察が多い。国や

室が狭いために保育指導に支障を来してい

県単位による体験学習の取り組みが進められつつ

である」「保育教室がなく，他教室（調理
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あるので，本県でもその実現を期待したい。

はな<多様な家族の実態としてとり上げ，生徒た

４）保育領域で使用している視聴覚教材は８割

ちに考えさせることが重要ではないかと思う。現

近くの学校で使用され，乳幼児の保育，母親の健

在の親や家庭を対象とするのではなく，自分自身

康と生命誕生に関するものが多い。青年期の生き

がこれから創っていく家庭に重点をおくことで解

方，親の役割等新しく加わった指導内容に関する

決の糸口が見出せるのではないだろうか。

ものは少なかった。

また，時間数の確保の問題は，家庭科の場合は，

４．中学校保育領域の理解の有無：「十分知って

すべての領域で問題となる。扱う内容は広いが必

いる」は１割以下の低率，「十分とはいえないが

修単位数が少ないのである。しかし，現在の高校

知っている」が多く80.6％，「知らない」5.8％

教育では必修単位を削減していく方向にある。家

でこの中には経験年数16年以上の者のあった。

庭科教育の重要性を訴えながら，他教科との関連

５．中・高一貫性の観点に立つ指導の有無：「は

や小・中．高の関連を視野に入れた指導内容の精

い」は330％で経験年数１～５年未満と16年以上

選や見直しも必要であると考える。

が多かった。「いいえ］「わからない」は経験年
数１～５年未満の20代の教師に多い。各学校段階

｢小・中・高校の全体的な総括」

における基礎的・基本的事項を確実に習得させる
には教師は中・高一貫性の観点に立つ指導が重要

沖縄県の小・中・高校の家庭科教育の実態につ

であると考える。

いて，第１報～第Ⅶ報まで述べてきた。今回は，

６．自由記述にみる「男女共修の保育の授業」に

主に家庭科の中でも小学校家庭科と中・高校は

「食物」領域と「保育」領域を中心に実態調査を

対する生徒の反応や教師の感想
保育の授業について，多くの教師は「生徒は興

行いその結果を報告した。この調査によって明ら

味・関心をもち熱心に学んでいる」との感触をもっ

かになったことは，小・中・高校に共通した問題

ている。これまでの沖縄県の高等学校家庭科教師

点や課題があり，また，各学校段階によってそれ

全員を対象とした調査においても，９割近い教師

ぞれ異なる問題点や課題もあった。その主な点に

が，保育に興味をもつ高校生は多いと答えている。

ついて述べることにする。

また，「性」に関して授業で触れたことによい感

１．基本的属性

①教師の年齢構成をみると，小学校は30代約３

触を得ている。

指導上の困難な点としては，指導法に関する事

割を占めて多く，中・高校は50代が約４割を占め

項がほとんどで，教師の力量不足を反省する者が

て多かった。②家庭科担当者の免許（家庭）所持

多かった。これらの反省事項を踏まえて男女共修

率で，中学校の場合約７割強で，３割り近くが家

の実践がこれから積み重ねられていくものと思わ

庭科の免許を持たずに担当している。逆に，家庭

れる。

科の教師が免許外の教科を担当している場合もあ

保育所実習などの「体験学習」については，実

施したいが近くに施設がない，時間が取れないな

り，主に離島，僻地の小規模校にみられる。

２．小・中・高校の家庭科の指導の実態

ど条件整備ができていないとの訴えが多かった。

ｌ）小学校の場合：食物領域に当てる時間数や

また，学校によっては，多くの生徒たちが身近に

題材等は全体的に良好な傾向にあるが，その題材

乳幼児がいる場合もあり，実態を把握した上で長

が位置づけられた趣旨を十分に理解していない面

期の休みを利用したり，地域の方点の協力を得る

がみられた。例えば，米飯指導で「自動炊飯器」

などの工夫も必要である思われる。

による炊飯は対象にしていないことに対し，日常

さらに，「親に問題がある」場合の親の役割に

生活では，ほとんどが自動炊飯器を使用している

ついての指導には神経を使うことがあるとの意見

ので実態に合わないという意見があった。米飯指

もあった。しかし，保育領域の目標を達成するた

導では，炊飯に関する基礎的な知識と技能の習得

めには，重要な部分であると考える。単親家庭で

がねらいであり，米の洗い方，水の割合，浸水時

あることや離婚家庭であることを問題視するので

間，糊化に必要な加熱の仕方，消火後の取り扱い
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などについて理解し，米を炊いて米飯にすること

小麦粉を用いた菓子作りとして「チンビン，ポー

ができるようにすることが示されている。しかし，

ポー，サーターアンダギー」その他「もずくの酢

他の調理をするに当たって，１食分の食事として

の物」等。

米飯を組み合わせる場合には，自動炊飯器の利用

「保育」領域は，郷土の遊具の指導11.4％で，
ソテツの葉の虫かご，花瓶，アダンの葉の虫．馬．

も考えられる3)と述べられている。

２）中学校の場合：①家庭生活領域および食物

風車等を指導。

領域に当てる授業時間数は概ね妥当であるが，中

高校の場合，「食物」領域では、炊き込みご飯

には，これらの領域に当てる「35時間」をこえた

の指導として「クファジューシ-」が多い。酢の

ものや実習に要する時間数が20時間をこえたのも

物として「ウサチ，耳皮さしみ，もずくの酢の物」

あり指導計画の再検討の必要なのもあった。

揚げ物では「サーターアンダギー」，妙め物とし

②食物領域で「日常食の調理について，次の事

て「チャンプルー」等。

「保育」領域では，おやつ作りとして，「サー

項を指導する」4)として「ア米を用いて変わり

飯ができること」「イ魚や肉を用いて，焼き物，

ターアンダギー，チンビン，ポーポー，ぐずもち

煮物又は汁物を作るこたができること」「ウ野

を指導している。

菜を用いて，妙め物，ゆで物又はあえ物を作るこ

遊具の製作では，自然物を利用したソテツの葉

とができること」「エめん類を用いた調理ができ

の虫かご，竹とんぼ，お手玉，アダン葉の風車な

ること」「オ小麦粉を用いた菓子を作ることが

どであった。

できること」が示されているが，これらの指導項

このように，郷土の題材は，玩具やおやつとし

て「保育」領域や「食物」領域に導入されている

目に欠落がみられる。

３）高等学校の場合：①履修科目は「家庭一般」

が，おやつとしてとり上げている「チンビン，ポ

がほとんどである。②履修学年は，普通科は１．

ーポー，ぐずもち，サーターアンダギー」等は小・

２年，職業高校では２．３年での履修が多い。

中・高校で扱っている。今後，発達段階に即した

３．小・中・高校に共通した問題点と課題

題材の精選を図ると共に指導の範囲と程度につい
ての再確認が必要である。

１）郷土の題材の導入について

小学校の場合，郷土の題材を指導しているのは，
５年で26.4％で，おやつ作りとして，チンピン，

２）施設設備に関する問題

小学校の場合，調理室を「複数のクラスで使用

ポーポー，ヒラヤチー，ぐずもちなどを指導して

するので教室や備品の管理が難しい」「教室を使

いる。野菜を油で妙める調理として多いのがゴー

用しない期間が長い場合があり，安全面や衛生上

ヤーチャンブルー。６年は指導しているのが10.6

問題がある」「備品が古く少ない」等。
中学校の場合，「調理室が狭くて古く安全面で

％でゴーヤーチャンブルー，沖縄そば，イナムド

チ，おやつとしてチンピン，ポーポー，ヒラヤチ
ー，ぐずもち等を指導している。

中学校の場含「家庭生活」領域では，指導し

も問題」「設備・備品の不備」，「保育」領域に
関しては，視聴覚教材等の資料が少ないとなって
いる。

ているのが20.0％で，「簡単な朝食・昼食の指導」

高校の場合は，平成６年度から家庭科の男女必

で取り入れ，沖縄そば，サーターアンダギー，ぐ

修は始まったため施設設備が女子対象にできてい

ずもち，ポーポー，いもぐずプットルー，チャン

るため「男子が加わっての40人では実習・試食共

プルー，アンダンスー，クファジューシ-，イナ

に狭い」「調理台の高さが男子の体格に合わない」

ムドチ，アーサ汁等。「食物」領域では，51.7％
で米を用いた変わり飯の調理として「クファジュ

「男子トイレが近くにない」「備品が古い，調理
器具・食器類が不足」等であった。

３）指導上の問題

ーシール肉を用いた煮物や汁物の調理として
「ラフテー，イナムドチ，中身汁」，野菜を用い

小学校の場合，「教材研究の時間の確保が難し

た妙め物として「ゴーヤーチャンブルー」，めん

い」「児童の知識・技能の差が大きい」「クラス
数が多く実習室の確保が難しい」「栄養素のバラ

類を用いた調理として「沖縄そば，ソーキそば」，
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ンスがよくわからない」「新しい学力観に基づく高校の教師の場合，中学校の「食物」の内容を

学習評価の研修がほしい」等があった。知っているかをみると，「十分知っている」は

中学校の場合，「保育」領域に関しては，「男，,､0％，「十分とはいえないが知っている」７９．０
女共学での具体的な指導は難しい」「保育学習に
女共学での具体的な指導は難しい」「保育学習に％であった。また，中学校の「保育」領域の内容

関心がない」「体験学習がやりにくい」等。「食を知っているかは「十分知っている」9.7％，
関心がない」「体験学習がやりにくい」等。「食
物」領域に関しては，「時間数が少ない上に内容
物」領域に関しては，「時間数が少ない上に内容「十分とはいえないが知っている」80.6％である．

が多い」「生徒の生活技能の低下，実生活での実このように，学校段階別の各領域の内容の理解度
が多い」「生徒の生活技能の低下，実生活での実
践意欲の低下」「男子は，実習には積極的だが理
践意欲の低下」「男子は，実習には積極的だが理Ｉま箸しく低かつた。
論学習には興味を示さない」「エプロン着用やマ５．小・中・高一貫性の観点に立つ指導の有無
論学習には興味を示さない」「エプロン着用やマ
ナーの指導が難しい」「男女で履修上の問題はな小学校の教師の場合，「はい」と答えたのは，
ナーの指導が難しい」「男女で履修上の問題はな
い」「むしろ男子の方が意欲的である」等，指導

５年担当で15.8％，６年担当12.0％の１割強であっ

する教師によって反応は異なっている。

た。

高校の場合，「保育」領域では，「乳幼児の観
察・体験学習が困難」「生徒の家庭環境が多様化

し指導しにくい」「教師自身の力量不足を反省」

中学校の教師の場合，「食物」領域については，
「はい」36.4％，「保育」領域は35.7％で４割近
い。

などの感想がある一方で，「生徒は興味・関心を

高校の教師の場合，「食物」領域については，

もち熱心に学んでいる」「青年期の生き方，親と

「はい」が54.0％，「保育」領域は33.0％で，

しての役割については生徒の興味・関心が高く授

「食物」の方が高率である。

業の取り組みもやりやすい」「男女の差なく興味

先に述べた，小・中・高校の各領域の内容の理

をもって授業を受けている」等，男女共修の保育

解度は著しく低かったが，一貫性の観点に立つ指

学習の効果を上げる教師も多かった。

導の割合は高率を示し両方の間に矛盾が感じられ

「食物」領域に関しては，「１クラスの人数が

る。

多く効果的な指導ができない」「経験が少なく基

各領域の指導内容についての理解があって始め

礎的・基本的な知識や技能が定着しない」「男女

て一貫性も図れるわけで，教師の，このことに関

差については，差があるとする教師と男女差では

する理解の仕方はどうなっているのだろうか。

なく個人差であるする教師がいる」，この問題は

小・中．高の一貫性の観点に立つ指導の重要性

今後の研究課題である。

は，本調査においても，教師自身から児童・生徒

４．小・中．高の各領域内容の理解

の基礎的・基本的知識や技能の低下が指摘だれて

小学校の教師の場合，中学校技術・家庭科の

きたところである。また，これまで繰り返し述べ

「家庭生活」「食物」領域の内容を理解している

てきたように，家庭科は「人間が生きていくため

かをみると，「知っている」と答えたのは，５年

の基礎となる教科の一つ」として位置づけられ

担当の教師は2.1％，６年担当の教師は1.1％で著

「男女共に生活者として自立できる人間を育成す

しく低かった。「十分とはいえないが知っている」

る」上から男女必修となったのである。
そこで，小・中・高校の教師が，自分たちの学

は52.9％．，38.4％で全体的に理解度は低い。

中学校の教師の場合，小学校「家庭」の食物領

校段階だけで，自分たちの領域だけを教えておれ

域の内容を知っているかをみると，「十分知って

ばよいというのではなく，小学校では，家庭科の

いる」は25.3％，「十分とはいえないが知ってい

最も基礎的・基本的事項が定着するような指導が

る」57.1％で小学校の教師の場合に比べて理解度

期待されている。すなわち，小・中・高校を通し
ての家庭科教育の土台を築く重要な段階にあるの

は高くなっている。

保育領域については，高校の「保育」領域の内
容を知っているかに対して「十分知っている」は

である。

中学校では，小学校で習得した基礎的・基本的

18.4％，「十分とはいえないが知っている」は

な知識や技能を基に各領域の積み重ねがなされ，

56.3％であった。

中学校での基礎的・基本的事項の定着が図られる゜
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琉球大学教育学部紀要第53集、

高校では，小・中学校段階で習得した知識・技

おける家庭科教育の実態（第Ⅵ報）

能をさらに発展させ，最終的に「生活者として自

－高等学校｢家庭一般｣の調理指導について－

立した人間を育成」することになる。そのために

琉球大学教育学部紀要第53集投稿予定１９

は，小・中・高校が孤立した教育でなく，それぞ

９８年

れの学校段階で担うべき家庭科教育の課題を明確

2）文部省高等学校学習指導要領解説家庭編

にして教育に当たることが最も重要なことである
と考える。

実教出版平成元年Ｐ3４
３）文部省小学校指導書家庭編平成元年

以上，第１報～第７報までの調査結果の問題点

や課題について，その概要を述べてきたが，今後，
得られた結果を基に沖縄県の家庭科教育のあり方

Ｐ52

4）文部省中学校指導書技術・家庭編平成
元年Ｐ7４

の一端を提案する計画である。
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