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はじめに
目

前稿 (第一報)において,沖縄県小学校の家庭

科教師の現状と問題点を,担当方法を含めた教師

の指導状況と意識の面から調査し報告 した｡その

結果によると,本県では都市地区を中心に ｢学級

担任｣による担当が広まっているが半面,北部や

先島では,男子教員の多くが交換,出張,専科な

どの方法で女子教員に頼っていることが明らかに

なった｡また,男子教員の一部には家庭科の時間

を他の教科や学級行事などへ振りかえている者も

おり.教科の内容に抵抗を感じているようである｡

専科教員についても,前報で報告したとおり.

全国と同様減少の傾向にあり,現在わずかの人数

となっているので.今後は学級担任による担当が

｢般化するものと思われる｡

本稿 (罪二報)では,現行の指導内容について

担当している教師はどう評価しているか,指導上

困難を感じているのほどの内容 (題材)か,どう

いうところを省略しているか等,内容に対する現

暮HomeEco.,ColLoIEducation,Univ.olthe

Ryukyus.

状と問題点を把超し,今後ゆとりある教育をめざ

しての改善の方向をさぐることを目的に調査を行

い,若干の検討を試みたので報告する｡

方 法

l 網走対象

前報における個人票と同C,県内209校の第5,

6学年学級担任で家庭科担当者

2 調査方法

方法,時期ともに前報と同じである｡回収状況

についても前報l)(衷2,3)と同様である｡

3 調査項目

第5,6学年指導内容の忠に対する評価 5,6学年

題材別指導鵜易度 5.6学年領域別題材の省略度

5,6学年の児童にとって学習の必要性が高いと思

われる題材,被服領域の指導上工夫している点等｡

なお,各学年の指導題材については,貴田･小松

62a)分類を基に.本県で使用されている開隆堂,東

京曹籍2杜の教科昏中の単元及び小単元を検討し

て,第5学年21題材,第6学年22題材を選定した｡
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容を「多い」と評価した割合が高い。

その原因について探ってみることにする。全国

小学校家庭科教育研究会による「被服領域，主と

して製作に関する学習指導上の工夫とその取り扱

い（5年)」の全国調薑たよると，５学年の年間
総時間（標準70時間）に占める被服領域では30～

32時間が多く，そのうち製作で75％(21～22時間）

を占めている。

このように製作に多くの時間をついやさなけれ

ばならない理由として，５学年は修得すべき基礎

技能が多いこと，又，児童にとって初めての学習

経験であること等が指適されている。西村による

報銑も，「基礎縫い」「ﾐｼﾝ縫い｣ともに時
間不足になることがわかっている。

これらのことから，５学年の内容を「多い」と

評価した原因はこの被服領域，なかでも製作の内

容が多いことと関連していると思われる。

結果及び考察

１指導内容の週に対する評価

学習指導要領に示されている指導内容が量的に

みて多いか少いかを，「多い」「適量」「少ない」

の３段階に評価してもらった（図１）。

＜５年＞

０ 5０ 1００（%）

無
回
答全体

少ない１．４

男 ４

女 ､０

＜６年＞

０ 5０ 】00ｍ
２題材別にみた指導難易度

５，６学年家庭科の指導内容の中で，具体的に

どの領域のどの題材が教師にとって教えにくいの

か，各学年の指導題材（第５学年21，第６学年２２

題材）について］５段階の評定尺度では指導難易

の回答を求めた。集計にあたっては，「非常に教

え易い」を＋２，「やや教え易い」＋１，「普通」

０，「やや教えにくい」－１，「非常に教えにく

い」－２として得点を与え，題材別に得点の平均

を求めた。平均値が＋の場合は「教えやすい」題

材，一の場合は「教えにくい」題材ということに

なる。

１）５学年

第５学年題材別による指導難易度は図２に示す

とおりである。

全体として，２１題材中17題材で女子教員の平均

値が男子教員の平均値を上まわっている。男子に

くらべ，女子の方がこの教科の内容を得意として

いることは明らかである。この原因については前

報でもあげたように，教科の内容が女子にとって

日頃経験することが多いためではないかと思われ

る。

領域別では，食物領域で男女とも「教え易い」

の方へ傾り，被服領域では，「普通」ないし「教

えにくい」題材が多い。この二つの領域には男女

ｉｈＴｉｉ全体

男 3.6

女

図１指導内容の量に対する評価

第５学年では，全体として「多い」３０．９％，

「適量」６６．６％，「少い」1.4％で，かなりの者が

適量だとみている。

男女別では，男子教員の75％が「適量」と回答

しており，19.4筋は「多い」と回答した。

女子教員では64.5％が「適量」，３３．８影が「多

い」で，いずれにおいても６～７割の者が｢適量」

だと評価しているが，「多い」と答えた割合は女

子に多かった。

第６学年では，全体として「多い」２６．４％，

「適量」６９．８影であった。男女別では，男子教員

の762％が｢適量｣，17.9％が「多い」と回答し

ている。女子教員の67.3影が「適量」，２９．９％が

「多い」と回答していて，男女で大きな差はない。

５，６学年を比較すると，男女共に５学年の内
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(５年）
易
惚

難
忽

－１０十１

気温・季節に応じた着方

衣服の整え方

裁縫用具の名称

基礎縫い

ボタンつけ

小物作り

下着の着方・選び方

洗剤の選び方・使い方

下着のせんたく

袋作り

ミシン縫い

栄養素の種類・働き

野菜サラダ

ゆで卵

緑黄色野菜の油いため

おやつの整え方・団らん

持ち物の整理・整とん

掃除・ゴミの処理．

家庭での仕事の種類と協力

家族の立場と役割

仕事に役立つものの製作

＊＊

絆
＊
＊
舞
舞

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊

＊＊Ｐ＜0.01＊Ｐ＜０．０５

図２題材別指導難易度（平均）

差があり，一般的に女子の平均値が高い。「裁縫と協力」「家族の立場と役割」の３つの題材では

用具の名称」「小物作り」「下着のせんたく」「袋平均値において男子が女子をわずかに上まわって

作り」「野菜サラダ」「ゆで卵」「緑黄野菜の油いる。

いため」「おやつの整え方・団らん」の題材では難易度の平均値がマイナス値を示す題材は「裁

男女間に１影の有意水準で有意な差が認められた。縫用具の名称」「基礎縫い」「洗剤の選び方・使

また「下着の着方・選び方」「洗剤の選び方・使い方」「袋作り」「ミシン縫い」といずれも被服

い方」の題材でも男女間に５％の有意水準で有意領域の題材である。なかでも，男女ともに最も平

な差がみとめられた。均値の低い「ミシン縫い」については，その原因

住居・家族領域では，男女ともに「ふつう」なを種々の角度から検討する必要があるように恩わ

いし「やや教えやすい」ようで，大きな差はないれる゜

が，「掃除・ゴミの処理」「家庭での仕事の種類「ミシン縫い」指導の困難の理由として西村は
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Ｂ）

の不足もあると述べている。

このように「ミシン縫い」の題材を困難にして

いる理由はたくさんあり，これらが相互にからみ

合っているようである。今後，教材研究の工夫・

改善など研究の必要性が強く感じられる。

２）６学年

６学年の題材別にみた指導難易度は図３に示す

とおりである。６学年でも５学年同様，男女とも

「岡山県の小学校における被服製作指導（第１～

3隷丁Ｙの中で,児童の家庭にはﾐｼﾝはほぼ整
っているが家庭での使用経験が少いためにミシン

に不慣れになるミシンの機種が多くて教師自身

困ることがある，ミシン－台あたりの生徒数が多

く全体として台数不足，故障が多く修理に手間ど

る，等をあげている。また，以上の他に名城も学

級担任が担当する状況では，教師の教材研究時間

(６年）

脇
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忽
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に食物領域の題材の平均値が他にくらべ高い。被

服領域では題材による差があり，住居・家族領域

はふつうないしやや高い傾向である。

「上着のせんたく」「エプロンの製作」「カバ

ーの製作」「ししゅう」「米飯」「みそしる」「卵

料理」「じゃがいも料理」「会食の計画・仕方」

「サンドイッチ・飲物」「明るい住まい」「生活

に役立つものの製作」等の題材では男女間に１％

の有意水準で有意な差がみとめられた。また，「ほ

ころび直し」「暖かいすまい」でも男女間に５％

の有意水準で有意な差がみとめられた。このよう

に被服・食物領域の実習を伴う題材で男女間に差

のあることがわかった。

平均値がマイナスとなる「布地の種類と性質」

（男女とも），「ほころび直し」（男子）「エプ

ロンの製作」（男子），「カバーの製作」（男子）

「ししゅう」（男子）「買物の仕方」（男子）「仕

事に役立つものの製作」（男子）等の題材は，ほ

ぼ被服領域で，「布地の種類と性質」「買い物の

仕方」以外は実習題材である。これらの実習題材

が男子教員にとって抵抗のあることがわかった。

これらの題材については今後，内容の精選，重点

化移向など，多角的な視点から検討し研究する

必要があるように思われる。

「学習の必要性が高く評価される題材」と「領

域別題材省略度」

第一報で「家庭科の年間授業時間の確保」の状

況を調べたが，男子教員の半数の者が65時間を下

まわり，家庭科の時間を他教科の授業や学級行事

に振りかえていること，又男女ともに実習に時間

がかかり理論題材にしわよせがくることもわかっ

ている。題材によっては時間を短縮したり，又省

略していることも予想される。時間を削ったり，

部分的に省略したりしていると回答した人の人数

をその学年の家庭科担当者数で除して割合を求め

省略度を算出した。同時にその理由についても自

由記述で記述してもらった。

さらに，児童にとって必要度の高い題材は省略

されないであろうという仮説から「児童にとって

学習の必要性が高いと思われる題材はどれですか」

を５学年21題材，６学年22題材の中から５つまで

選択してもらい，５，６学年とも上位10位までを示

したのが表１である。

表１学習の必要性が高く評価されている題材

告fぎり

－２８５－

順位 領域 ５年指導題材 lllii位 領域 ６年指導題材

１ 食 栄養素の種類・働き １ 食 みそしる

２ 彼 基礎縫い ２ 食 米飯

３ 住・家 家族の立場と役割 ３ 被 目的に応じた着方・選び方

４ 住・家 持ち物の整理・整頓 ４ 住・家 金銭の計画的使い方

５ 住・家 家庭での仕事の種類と協力 ５ 住・家 時間の有効な使い方

６ 彼 ボタンつけ ６ 食 献立作り

７ 食 緑黄色野菜の油いため ７ 被 ほころび直し

８ 住・家 掃除・ゴミの処理 ８ 住・家 住まいのはたらき

９ 彼 下着のせんたく ９ 被 上着のせんたく

10 食 野菜サラダ 10 食 会食の計画・仕方
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表１についてみていくと，５学年指導題材の中

で，食物領域の「栄養素の種類・働き」（１位），

「緑黄色野菜の油いため」（７位），「野菜サラ

ダ」（10位)であった｡被服領域では「基礎縫い」

（２位）「ボタンつけ」（６位）「下着のせんた

く」（９位）の順であった。住居・家族領域では

「家族の立場と役割」（３位），「持ち物の整理

・整頓」（４位)，「家庭での仕事の種類と協力」

（５位），「掃除・ゴミの処理」（８位）の順で

あった。

これらの中で特徴的なことは「家族の立場と役

割」「家庭での仕事の種類と協力」など家族領域

の題材が上位に入っていることであろう。小学校

の家庭科では身近な家庭生活に関する基礎的な理

論や実習をとおして実践的な態度を養うことを目

標としており，被服や食物領域の実習を伴う学習

が極めて多いことから，ややもすれば家族および

その一員としての児童に生活者としての自覚をもた

せる内容がうすれているという批判も最近研究者

の間にはある。今回の調査から，本県の現場教師

も「家族」を扱う題材を高く評価していることが

うかがえる。

被服領域における「ミシン縫い」の題材は10位

までには入っていなかった。この理由については

省略度のところで考察したいと思う。

６学年の指導題材の中では，食物領域で「みそ

しる」（１位），「米飯」（２位)，「献立作り」

（６位）「会食の計画・仕方」（10位）の順であ

る。被服領域では「目的に応じた着方・選び方」

（３位），「ほころび直し」（７位），「上着の

せんたく」（９位）の順である。住居・家族領域

では「金銭の計画的な使い方」（４位），「時間

の有効な使い方」（５位），「すまいのはたらき」

（８位）である。

６学年の内容でも，被服，食物などの実習題材

が多いのであるが，ここでは実習だけでなく理論

題材もはいっていること，また時間や金銭の使い

方も上位にはいっていることが特徴的であろう。

次に５，６学年，男女別・領域別省略度を図４に

示した。

男女ともにほぼ同様の傾向で，５，６学年とも被

服領域の省略度が高く，ついで住居・家族領域，

食物領域は低い傾向であった。

学年別・領域別による題材の省略度は図５～１０

に示すとおりである。

１）５学年

５学年の被服領域の中で省略度の高い題材は

「気温・季節に応じた着方」（12.9％），「衣服

５年 ６年
鯛５０ 0 ０ 506勝）

43.5

１４７２
被服領域

食物領域

住居・家族

領域
34.0

驍鑿:男子教員 ｢可女子教員

図４第５．６学年領域別省略度

－２８６－
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５年：被服

０ 10 2０（%）

気温・季節に

応じた着方
1２．９

衣服の整え方 1２．２

＊下着のせんたく 7.9

籔議7５＊ミシン縫い

裁縫用具の名称 7.5
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選び方
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＊小物作り
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図５領域別題材省略度

の整え方」（12.2％），「下着のせんたく」（7.9い」等があげられている。

影），「ミシン縫い」および「裁縫用具の名称」「ミシン縫い」は先にも述べたように教師にと

（いずれも７．５％）である（図５）。って教えにくい題材であり，６年の「エプロンの

省略度の高い題材について，省略の理由を自由製作」「カバーの製作」等の基礎となるものであ

記述から探ってみると，「気温・季節に応じた着るが，学習の必要性でも低い評価をうけているこ

方」では「暖かい沖縄ではあまり教えることはなと，ここでもわずかではあるが省略の対象となつ

い」，「常識的なことで学校でやる必要はない」ていることから，５年の児童にとってはいろいろ

などがあげられ，春夏秋冬の明瞭でない沖縄では問題の多い題材だと判断しているようである。

教えにくい題材であるようだ。「衣服の整え方」省略度の低い「基礎縫い」「ボタンつけ」等の

では「家庭で教えるべきである」，「５年生では題材は先の学習の必要性でも高く評価されている

すでに身についている」，「暑いので下着をきるためⅢこういう結果になったと思われる。

指導はむつかしい」など地域性と関連した意見も食物領域では「おやつの整え方・団らん」が

あった。「下着のせんたく」では「家庭では電気17.3％と省略度の高い題材である（図６）。

洗濯機を使っているので手洗いは実状に合わない」この題材は先の必要性の評価においても10位以
「家族の者がやるので児童が改めてやる必要はな下で，必要性を評価されていないことと関連して

－２８７－



琉球大学教育学部紀要第30集

５年：食物
２０”10０

おやつの整え方・

団らん
1７．３

栄養素の種類・働き 5.8

瀞
＊ゆで卵 4.0

＊野菜サラダ

＊は実習題材＊緑黄色野菜の油いため

図６領域別題材省略度

学習の必要性で最も高く評価された「栄養素の

種類と働き」もわずかではあるが５．８％の割合で

省略されている。男女でみると女子0.4％，男子

１１．２影であるところから，男子教員の一部にこ

の題材の重要性の認識に欠ける者がいるようで，

問題を含んでいるようである。

住居・家族領域においては「仕事に役立つもの

の製作」（24.5％)で，これは５’６学年の全ての

題材中省略度が最も高いものである。約25％で４

人に１人は省略していることになる（図７）。こ

の題材は先の学習の必要性の評価でも低い評価を

うけており，そのため省略度も高くなったのでは

いるようである。

省略の理由を自由記述回答からひろってみると，

「家庭でおやつを作っていない」，「小学生が家

でつくる必要はない」等があげられ，現代の子供

の生活をみている教師もおやつは買って食べるも

のという認識があるように思える。ちなみに，小

学生と大学生の間食について調査した中村の報害）
によれば「大学生と小学生の間食の嗜好に関して

は，両者ともスナック菓子，清涼飲料を好む傾向

が強い……」ようで小学生のおやつではスナック

菓子，清涼飲料，果物，アイスクリームの順に好

まれている。

５年：住居・家族

0 1０ 2０ ”

＊仕事に役立つ
ものの製作

掃除・ごみの処理

持ち物の整理・整とん

家庭での仕事の

種類と協力

家族の立場と役割

図７領域別題材省略度
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と推測される。

その理由を自由記述からひろってみると，「布

を用いての製作であるため小物作りと重複する」,

「基礎縫いの発展教材として家庭でつくらすこと

ができる」「図工でとり扱った」等の理由があげ

られ，今後，内容の精選・重点化の面から検討さ

れなければならない題材のようである。

次いで，「掃除・ゴミの処理」も省略度の高い

題材（14.7％）である。

これについては先の学習の必要性では８位と中

位に評価されたが，「掃除・ゴミ処理とも児童は

家庭でしていない」や「電化により家族の者がす

ることが多い」「学校でやるべきではない」等の

理由で省略されているようである。

以上５学年の指導題材の中では，被服領域の題

材に時間の短縮や部分省略の割合が高い，全体と

して「気温・季節に応じた着方」，「衣服の整え

方」の被服領域理論題材’「仕事に役立つものの

製作」「掃除・ゴミの処理」「おやつの整え方・

団らん」等が省略度が高いことが明らかになった。

２）６学年

６学年の被服領域では「ほころび直し」，「カ

バーの製作」，「布地の種類と性質」，「上着の

せんたく」等が省略度の高い題材である(図８）。

「ほころび直し」は先の学習の必要性の中でも割

合評価されている題材（７位）であるが省略度が

高くなっているのは意外である。その原因につい

て自由記述からひろってみると，「児童がやるこ

６年：被服

２０”10０

＊ほころび直し

＊カバーの製作

布地の種類と性質

＊上着のせんたく

＊ししゅう

目的に応じた

着方・選び方

鑿'3’＊エプロンの製作

図８領域別題材省略度

とはない」「家庭ではミシンを使って親などがしが４％である。

ている」等があげられ，やはり家庭で針をつかう「エプロンの製作」をとり上げたため，カバ_

ことが減少していることがうかがえる。の方は省略されているとみてよい。

「カバーの製作」は学習指導要領では「エプロ「布地の種類と性質」は先の学習の必要性でも

ンの製作」とどちらかをしてよい，また両方扱低い評価をうけていることと，男女とも教師自身

ってもよいことになっている。全国小学校家庭科教えにくい題材であるためのようである。「上着

研究会が行った全国調譽七は｢ｴﾌﾟﾛﾝの製作」のせんたく」の省略の理由としては自由記述から
をとり上げているのが52％で半数を占めⅢ「カバ「５年生でも下着のせんた〈をしているから省略

一の製作」は39％，「エプロン，カバーの両方」してもよい」「電気洗濯機の普及により児童が目

－２８９－
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６年：食物

0 ２０㈱1０

献立作り 1４．５》
鮒
鮴

＊じゃがいも料理

会食の計画・仕方

＊卵料理

4.0

＊サンドイッチ・飲物

＊米飯

＊みそしる ＊は実習題材0

図９領域別題材省略度

分ですることも少くなっているから」等があげら

れている。

食物領域では「献立作り」１４．５％と高率で省略

の対象になっているが残りは非常に割合が低い（図

９）。この題材は先の必要度では６位と評価されて

ているが，指導難易度（図３）では男子教員がや

や苦手の方に感じていることと関係があるようで

ある。また自由記述からの理由をみると「６年生

には理解させにくい」と指導のむつかしさをあげ

ている。

住居・家族領域では省略度の高い題材として｢生

活に役立つものの製作」（１４．９％），「金銭の計

画的な使い方」（9.3％）「買い物の仕方」（7.4

％）等があげられている（図10）。

６年：住居・家族
0 10 ２０"

＊生活に役立つ
ものの製作

金銭の計画的使い方

買い物の仕方

暖かい住まい

時間の有効な使い方

住まいのはたらき

明るい住まい

涼しい住まい

１４．９

9.3

7.4

5.6》》
螂
鯛

4.8

4.8

＊は実習題材

図１０領域別題材省略度
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ほぼ一致している。また教師側の「ミシン縫い」

と「せんたく」についても教師の一部に省略して

いたり，省略したいと考えていることから，あな

がちかけ離れているとは考えられない。

本調査で問題となった，被服領域の製作・材料

・手入れの題材，および家族や金銭の題材，住居

領域の一部の題材については現状で問題を含んで

いるようなので今後種々の角度から検討が必要だ

と思われる。

ここでも５学年と同様「生活に役立つものの製

作」の割合が高い。自由記述からその理由をひろ

ってみると，「学年末の題材であるため省略され

やすい」「布を使った製作であるからエプロン，

小物づくりの応用として家でもできる」等があげ

られた。この題材は学年末に組まれているので時

間不足の影響をうける，応用としてあとでできる

など評価されていないことなどの理由で省略の対

象となっているようである。

「金銭の計画的な使い方」は先の学習の必要性

では高く評価されながら省略されているのは問題

があるように思われる。自由記述による省略の理

由も無記入であるため，はっきりした理由はつか

めない。

以上６学年の指導題材のうち，被服領域では，

「重複する」の理由で「カバーの製作」「上着の

せんたく」等，「実生活に合わない」の理由で「ほ

ころび直し」，「指導がむつかしい」の理由で「布

地の種類と性質」等の題材が省略の対象になって

いた。また食物領域では，「児童に理解させにく

い」の理由で「献立作り」が，住居．家族領域で

は「重複する」の理由で「生活に役立つものの製

作」，その他「金銭の計画的な使い方」等の題材

が省略されていた。

「学習の必要性が高く評価された題材」と「学

年別．領域別省略度」の両調査結果から，

学習の必要性の高い題材として「家族」を扱っ

た題材が５，６学年とも上位を占めたことが特徴的

である｡そして，被服製作の一部に重複があるた

め省略してもよい題材として評価されていること

も明らかになった。

全国の指導主事と石川県の教師を対象とした豊

村の調書\は,現行の小学校家庭科の内容に加え
たいものとして，指導主事は「家庭・家族問題」

「消費者教育」「環境問題」をあげており，家庭

・家族の内容重視の傾向は本調査と＿致する。

また，現行内容のうち削除したい内容として，

主事側では「住居領域」と「被服製作の一部｣を，

教師側では「ミシン縫い」と「せんたく（５年か

６年生のいずれかを）」をあげている。今回の著

者の調査でも「被服製作の一部」は省略の対象

となっていたし，住居領域の中でも「掃除．ゴミ

の処理」が省略されていることから主事の意見と

まとめ

沖縄県における小学校５．６学年学級担任で家

庭科担当者を対象として現行内容に対する意見を

調べた結果，次のようなことが明らかになった。

１）指導内容については，量的にみて「適量」

と答えた割合が多いが，「多い」とする割合

も20～30％程いた。

学年では５学年の内容を6学年より｢多い」

とする割合が高い。

２）題材別にみた指導難易度では，全体として

食物領域の題材はやさしい，住居・家族領域

が「普通」，被服領域では題材によって「難

易」の差がみられた。５学年題材中，「ミシ

ン縫い」が男女ともに最も難しい題材であっ

た。

男子教員は被服領域の実習題材を苦手とし

ていた。

３）学習の必要性の高く評価される題材として，

５年指導題材の中から｢栄養素の種類・働き」

「基礎縫い」「家族の立場と役割」等が，６

年指導題材の中から「みそしる」「米飯」「目

的に応じた着方・選び方」「金銭の計画的な

使い方」があげられた。

４）時間を短縮したり－部省略の対象となって

いる題材は５学年題材の「気温・季節に応じ

た着方」「衣服の整え方」「おやつの整え方

・団らん」「仕事に役立つものの製作」「掃

除・ゴミの処理」等，６学年題材では「ほこ

ろび直し」「カバーの製作」「布地の種類と

選択」「上着のせんたく」「献立作り」「生

活に役立つものの製作」「金銭の計画的な使

い方」等の題材であった。
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５）これ等の題材の中には重要であると認識さ

れながら省略されているもの（例えば，「金

銭の計画的な使い方」は男女で，また「栄養

素の種類・働き」は男子の一部で）があるの

で，極めて問題である。今後，省略の原因を

さぐり，その改善の方向を研究する必要があ

るように思われる。

最後に，本調査に御協力いただきました沖縄県

小学校の５．６年担当の先生方へ厚くお礼申し上

げます。
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