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I 問題の所在と研究目的 習活動を取り入れた授業実践の重要性が確認で

家庭科教育では、自立と共生を目指し、生活

をよりよく工夫し創造する力と実践的な態度の

育成を目指している。そのため、人やモノ、こ

と(現象)との関係性のなかで、生徒が自分の

生活を問い直し、自分自身の価値観を形成する

よう導いていくことが求められる。

平成23年度より完全実施となった学習指導要

領においても、 2008年 1月の中央教育審議会に

よる中学校技術・家庭科の改善の基本方針のな

かで、「知識と技術などを活用して、学習や実

際の生活において課題を発見し解決できる能力

を育成するために、自ら課題を見いだし解決を

図る問題解決的な学習をより一層充実するj こ

とが示された 1)。

河村ら (2003)は、調理実習における問題解

決的な授業実践を通して、生徒が達成感をも

ち自己への自信を深め、意欲を高めることにつ

ながる成果を報告しておりへ問題解決的な学
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きる。

一方、園吉ら (2008)は、九州・沖縄の家庭科

教育において、生徒が自分の生活を見つめ、自

らの生活課題に気付かせる学習の実践が少ない

ことを報告している;~また、伊波ら (2008)は、

そうした授業実践が自らの生活課題に気付く授

業となっていない背景として、教師自身が生徒

の生活との関連で地域を捉えさせようとする視

点に欠けていたことなどを明らかにしておりへ

生徒が自らの家庭生活での現実を見つめる場を

設定していくことの重要性を指摘している。

中学校技術・家庭科の家庭分野(以下、家庭

科)において、今回の学習指導要領では、「家庭

科に関する教育を体系的に行う視点から、小学

校での学習を踏まえた中学校での学習のガイダ

ンス的な内容を設定するとともに、他教科等と

の関連を明確にし、連携を図るJことが明記さ

れた九その学習内容については、小学校での



学習を踏まえ中学校での 3学作11]1の学習の比通

しがもてる内作とし、第 l学作の分野のM初に

Jrui~させることとしているがぺ 詳細11な内?ヤや

授業H寺数などに関しては記されておらず、各学

校の裁i，cに委ねられている状況であり 、 ま

た、そのガイダンスの綬業に|刻する研究もみら

れない。

そこで、本航では、 rl-"'t校3年間の学習の見

通しとなる家庭科のガイダンスの授業にj守11し、

生徒が自らの生活f，*凶に気付き 、 IIlIJ組解決i'1~な

学習へつなげる短業実践を行い、その効果を検

証することを1=1的とした。

H 研究方法

1.教科指導の見直し

J受業づくりを進めるにあたり、図 lのように

生徒に午前線組を認識させる過程を梢造化し、

教不|指導の;!J;iliillとして重制した。すなわち、生

徒が自分の理担!の生日ーをどう忠い拙いているの

か具体的にイメージさせることによって生前観

をもたせ、各l主|の同牒(生活者としての即位!の

自分像)と現実の盃みから自分の生前線地を認

識させることを重視した。そして、学習内特と

生徒の生活課題の|共l辿づけが昆|れるように、図

1の構造化した過程を常に教師側が意識し、 t受

業づくりを行った。

価値観(生活観)

の形成

図1 生活課題を認識する過程

2. ガイダンスの授業づく り

ガイダンスの授業については、家庭不|の羽入

として、fA家版 ・家庭と 子どもの成長Jの川

「自分の成長と家族J の |人j終と |見I~付けて1 1' ~ )、

[一人一人の生活の自立や家族と共に家庭生活

を工夫し創造する能力につながることに気付き、

学習へのJUl1寺と意欲をもつことができるように

するj としている九

そこで.~jì; 何 らは、 3年|日1の学習を見通し学

習への版望をもたせるために、キャリア教育と

|共|辿づけたガイダンスの佼業を考案した。

家庭科では、生前そのものを学習対象として

扱うため、家庭生活における仕事そのものが将

来の職業の素地となることを認識させる必裂が

ある。その上で、学んだことがどのように役立

つのか、将来の自分の生活とどうかかわるのか

といつた|似間目刈lいにつながる学習の導入も必要と考

えた。さらに、生徒自身の生前課題に気付かせ、

教科のイT川性を認識させることができれば.以

後の学習へのかj機づけを強化できるのではない

かと考え、ガイダンスの授業を考案した。

3.授業実践

ガイダンスの授業は、 r>>llt業の原点は家j庄に

あり !j と姐した 5JI寺間倣いの授業とし、指導

は、①家庭の仕事に聞を向けよう(l時11IJ)、

②家庭の仕事と職業のつながりについて考えよ

う(3 JI与IlJI)、③これからの自分について考え

よう(1Jl寺山J) として行った。授業実践の概要

を以下に示す。

1 )題材 1 f家庭の仕事に目を向けよう」

対象は [IJ~ I 年'1ミ 160~， であったが、入'下し

て初の家庭科の授業であったため、前半25分は

rll学校で1I妥修する内作や 3fl~ l lI jの学習の流れ、

司i.(illiにl則する説明を主とした。後半は「家j庄の

仕事に日を向けよう」という題材に入った。家

庭科室の机配iiqのl共lf系上、もともと 8つの既に

分かれているため、 「食生前班」、「衣生活班J、

f住生活月EJ、「家族やj也j或の人とのかかわりかむ

を2班ずつ編fIlljした。そして、班にil;ljり当てら

れた生前に関して、 家庭で行われている仕 'j.~ を

個人で考えさせ.その後班活動を行わせること

によって、各ドlの家庭生活をflf度点検し、振り

返る機会とした。列挙した家庭の仕ょHは、個々

人のワークシートに記入させた。
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2)題材 2 r家庭の仕事と職業のつながりに

ついて考えよう」

家庇科は 211寺1M]連続して段業を行うため、2

時間目は「家庭の仕事と職業のつながりについ

て考えよう」 に入った。 111寺I:]J聞に列挙した家

庭の仕事について、それぞれが発展した場合ど

のような職業(外部化された仕事)につながる

のか、そのnJ能性を話し合わせ、それぞれのワー

クシー トにまとめさせた。

その際、記入したLI:ギの巾で、特に生徒自身

が自分のl上 ・J~ として円常的に行っている仕事を

鑑みることで、家族への依存が大きいことに気

付かせ、 「自立」の必要性を認識させるように

した。また、家庭の仕事と職業のつながりにつ

いて、気付いたことや感じたことを伝え合う場

を作り、家庭の仕事が外部化するなかで、多く

の職業が発生していることに気付かせるように

し、家庭や社会との「共生Jについて考えさせ

た(写真 1)。その後、外部化できる仕事の支

出額検算の仕方を教慢し、この日の宿泊とした。

写真 1 自立と共生について発表する様子

一週空けて、この題材の 21時間目、 3時I1JJ目

の慢業を行った。 Tめ、ポスターセッションを

することを伝え、 111寺問で先週ワーク シー トに

記入した内絡を模造紙にまとめさせると同時に、

外部化した仕事を支出額換算した資料の作成も

行わせた(写真 2)。資料は休憩時I:IJまでに{上

上げさせ、 家庭科室の壁面に掲示して次の時間

に備えさせた(写真 3)。

14びt受業開始後、生徒は発表の具体的な流れ

を匁1り、打ち合わせや練習を経て全員が発表を

行った(写点4、 5)。発表後は 「職業にl刻す

ること」や「家庭の仕事と職業の関わりj等に

ついて、質疑 ・応答の時間を設けた。また、ワー

クシー トに気付いたことや考えたことを記入さ

せ、 全体で共有する1I~.fI:jJをもち、自立や共生に

ついて深く考ーえさせた。

写真2 資料を作成する生徒の様子

写真 3 掲示された資料

写真4 ポスターセッションの様子①

写真5 ポスターセッションの様子②



3)題材3: iこれからの自分について考えようJ

本題材のねらいは、生徒が家庭生活における

「これまでの自分Jを探り返り、自身の生活の

;m~題に気付くこと、またそのようなil!Il姐を解決

するために、「これからの自分Jのあ り方を考

えることであった。

ガイダンスの授業後は、食生活領域の学習を

展開するため、導入として目標や目的芯・識をもっ

て学習する ことの重要性を説き、理想~!の食生活

(生活観)をイメージさせ、思想の自分像をも

たせるようにした。そして、食生活班の作成し

たポスターセッションの資料を参考にしたり、

生徒自身の家庭生活を仮り返る作業をしながら.

食生活に関連する仕事を 「できる事」、 「できな

い事(経験のない事)j に分類させ、各自の生

活保題を明石:ifにさせた。

このような過程を経て、明硫化した生活illI!姐

を解決するため、食生活領域の学習後にどのよ

うな自分になっていたいのかを具体化させ、学

習目標をもたせることによって、以後の学習へ

の動機づけを強化しようと考えた。写山 6は

「なりたい自分Jについて、コ ミッ トしている

綴子である。全員が班または全体の場で 「なり

たい自分Jをコミットした。

III 結果および考察

ガイダンスの段業の分析は、{受業前後のアン

ケート訓ヂtの京i!i栄と授業後の生徒の記述内特

(時江!等)を川いて行った。アンケート制査の

結果は統計処理し、生徒の記述内容はI(J法に

よって分知し分析した。分析結以は以下の通り

であった。

1 .アンケート調査の結果

l年生の実態を把握するため、 7月に家庭科

のこ戸習に関するアンケー卜調査を実施した。ま

た、ガイダンスの授業を終え、食生活領域の学

習に入る也前 (10)=1)に家庭科と食生前に関す

るアンケー ト訪l査を実脳した。アンケー卜は両

者に共通した項nを取りヒげ、統計解析ソフト

(SPSS ver.19) を用いてt検定を行った。統計

処辺!は、 4段階尺度を用いて最も肯定的な回答

を4点、最も否定的な回答を 1Jjtとして、その

平均値をf.i:11:¥して行った。

ガイダンスの授業を分析した結果は、表 lの

通りであった。 ①家庭科の学習は大切だと思う

か、 ②既1S内容は普段の生活に役立っていると

思うか、 ③家庭科の学習は将来役立つと思うか

については‘授業後の方が授業高ijと比鮫して

0.1 % 7/<iI!iでー有芯、に高か っ たことから、~t:受業

は家庭科の学習の重要性や有井l性を認識させる

ことができたといえよう。

表 1の'l'J11:¥-1項目④~⑦については、 J受来:前よ

りも授業後の方が有意に低かったことから、授

業を通して中従のな識の変符があったことがわ

かる。 この結果は仮説と して、 授業前に比べ、

J受業後は家庭の(上・Fに|刻する全体i立の認識がjよ

がり、その大ニドを家族が知っており、依存傾向

写真 6 iなりたい自分」を発表している様子 の強い自分に気付いたのではないかと考えた。

表 1 ガイダンスの授業に関するアンケー ト分析

質 川 瓜 口 J受業前の t1直 {受業後のl1，，'( p(，"': 

① 家庭科の学習は大切だと!とlうか 3.679 3.870 0.0005'" 

② 11!E習内容はr:段の生活に役立っていると思うか 3.506 3.883 0.0001>料市

③ 家庭科の学習は将来役立つとjgうか 3目70'1 3.902 0.0003 ... 

⑥ ふだん家族と話し合ったり、協力したりしているか 2.909 2.700 。目0481・
⑤ 家族の一員として I~I分ができることをしているか 3.176 2.962 0.0175・
⑥ 物やサービスを選択購入する際、情報収集をしているか 2.667 2.417 0.0238・
⑦ 他})}{や5;1境を考え、生活の仕方に気をつけているか 3目178 2.808 0.0001>帥$

lヲ<0.05. ・・ 1)<0.01. ..・1) <0.001 
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そのため、授業前のように日頃「家族に協力し

ているJr自分ができることをしているj といっ

た認識が改められた結果、授業後の平均値が有

意に下がったものと考えた。この仮説は、授業

後の感想を質的に分析して検証した。

2.生徒の自由記述をもとにした分析

ガイダンスの授業後の自由記述(感想)には、

どのような思考の変容をもたらしたのかを把握

するため、 1年生140名を対象にガイダンスの

授業後の自由記述(感想)の分析を行った。そ

の結果、全ての生徒おいて知識・理解あるいは

興味・関心に関する記述があり、実践に向けた

意欲についは79名 (56.4%)の記述があった。

そこで、各々を KJ法にて分類すると、知識・

理解あるいは興味・関心に関する記述の結果は

表2のようなものがあった。そうした記述内容 表3 (複数記述あり)の通りであった。

をもとに、学習過程において学習活動が生徒に 表3をみると、家庭の仕事が多くの職業につ

表2 授業後の生徒の自由記述(感想)の具体例

・衣類に関しても普段の暮らしに閲しでも普段何気なくやっていることや仕事が職業になっていることが分

かりました。家庭の仕事を職業として行う人がいることによって、私たちが助けられている部分もあるの

で、そう思うと家庭と職業はつながっていて、すごいなぁと思いました。(I.H:女子生徒)

・自分たちの身の周りの仕事がいろいろな仕事につながっていることが分かつた。これからは，身の周りの

仕事をもっとやって自分の将来につながるように頑張ろうと思った。 (T.M:男子生徒)

・気づいたことは，家の仕事は多くの職業にかかわっていることです。そう思うと私遣は多くの人や物に支

えられて生きているんだと思いました。当たり前のことに感謝したいです。そして.私も将来人を支えて

助けてあげられるような人になりたいです。 (S.A:女子生徒)

表3 知識・理解や興味・関心に関する記述内容

記述内容 人数(人) 割合(%)

-多くの仕事がある、仕事のつながり 69 49.3 
-支出額の大きさ 65 46.4 
-自身の将来の仕事へのつながり 37 26.4 
-グループ学習や発表に関する工夫や問題点 32 22.9 
-仕事を通した共生性 24 17.1 
-親にしてもらっている家庭内仕事の多さ、実践している親のすごさ 20 14.3 
-家庭の仕事の大切さ 13 9.3 
-始めて知った言葉があった、勉強になった 10 7.1 
-節約の大切さ 11 7.9 
-親や外で仕事をしている人への感謝 6 4.3 
-自分がやっていないこと(やっていることの少なさ)への気付き 9 6.4 
-自立することの大切さ 3 2.1 

表4 実践に向けた意欲に関する記述

記述内容 人数(人) 割合(%)

精神的自立に向けた実践(自分のことは自分で) 18 12.9 
生存的自立に向けた実践(日常生活に必要な生活技術) 9 6.4 
身体的自立に向けた実践(自身の健康や安全を保つ) 。 0.0 
経済的自立に向けた実践①(将来の職業選択) 18 12.9 
経済的自立に向けた実践②(節約のための実践) 29 20.7 
市民的自立に向けた実践(地域のルールや常識を知り守る) 1 0.7 
親自然的自立に向けた実践(次の世代が生きるために環境に優しい) 。 0.0 
文化教養的自立に向けた実践(当然身につけるべき素養) 。 0.0 
人間関係的自立に向けた実践(人間同士の支援をお互いに行って) 22 15.7 
発表を工夫したい・もっと調べたい・質問をしたい・グループで協力 10 7.1 



ながっていること (49.3%)や自分の将来の職

業につながっていること (26.4%)を認識した

生徒の多いことが分かる。また、授業のなかで

家庭の仕事を外部化した際の支出額を算出させ

たことにより、「自分にできることはやってい

きたいJ、「将来のために家の仕事ができるよう

になりたい」といった気付きを得た生徒も多く

見受けられた (46.4%)。

実践に向けた意欲についは、長嶋 (2003)が

示した8つの自立8)を参考に、表4 (複数記述

あり)のように10項目に分類した。そして、自

分が家庭の仕事をしていないことに気付いた生

徒や親にしてもらっている家庭の仕事の多さに

気付いた生徒に着目し、このような気付きを得

た生徒はどのような自立に向かう実践意欲があ

るのかを調べた。

表5には自分がやっていないことに気付いた

生徒の記述を示した。なお、実践意欲のうち生

活の自立に関連しない記述「発表を工夫したい・

もっと調べたい等j については省略した。表5

をみると、 9名中 7名の生徒が実践意欲を示し

ており、特徴としては人間関係的自立や精神的

自立に関する意欲が多く見受けられた。

また、親にしてもらっている家庭内の仕事の

多さに気付いた生徒20名の実践意欲に対する自

由記述をみると表6の通りであった。 20名中13

名の生徒が実践意欲を示しており、表 5と同様

に人間関係的自立や精神的自立に関する意欲が

多く見受けられた。

よって、ガイダンスの授業を通して、自分が

いかに家庭の仕事をやっていないか、あるいは

親にしてもらっていることの多さに気付かせる

ことができれば、「自分のことは自分でできる

ようになりたいj、「親が負担していることを少

しでも手伝いたいJ、「家族に協力していきたいJ

等の意欲につながることが示唆された。

以上、アンケート調査及び生徒の自由記述を

もとにした質的な分析の結果、ガイダンスの授

業は、自分の生活課題を認識できていない生徒

に対して気付きを与えるとともに、家庭科の授

業の重要性や有用性を認識させ、学習意欲を喚

起することができたと考える。

表5 自分かやっていないことに気付いた生徒9名の実践意欲に関する自由記述

記述内容 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

精神的自立に向けた実践(自分のことは自分で) 。。 。
生存的自立に向けた実践(日常生活に必要な生活技術) 。。
身体的自立に向けた実践(自身の健康や安全を保つ)

経済的自立に向けた実践①(将来の職業選択) 。。
経済的自立に向けた実践②(節約のための実践) 。
市民的自立に向けた実践(地域のルールや常識を知り守る) 。
親自然的自立に向けた実践(次の世代が生きるために環境に優しい)

文化教的自立に向けた実践(当然身につけるべき素)

人間関係的自立に向けた実践(人間同士の支援をお互いに行う) 。。。。。
表6 親にしてもらっている家庭内の仕事の多さに気付いた生徒20名の実銭意欲に関する自由記述

81 82 83 84 S5 86 87 88 89 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 

精神的自立に向けた実践 。 。。 。 。
生存的自立に向けた実践 。 。
身体的向立に向けた実践

経済的向立に向けた実践① 。 。
経済的自立に向けた実践@ 。
市民的自立に向けた実践

親自然的自立に向けた実践

文化教的自立に向けた実践

人間関係的自立に向けた実践 。。。。 10 。 。
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W まとめ

本研究では、中学校3年間の学習の見通しと

なるガイダンスの授業に着目し、生徒が自らの

生活課題に気付き、問題解決的な学習へつなげ

る授業実践を行い、その効果を検証することを

目的としたが、その結果得られた知見を以下に

まとめる。

1) r家庭科の学習は大切だと思うかJ、「既習

内容は普段の生活に役立っていると思うか」、

および「家庭科の学習は将来役立つと思う

かJについては、ガイダンスの授業後の方

が授業前と比較して有意に高く、本授業を

通して家庭科の学習の重要性や有用性を認

識させることができた。

2) rふだん家族と話し合ったり、協力したり

しているかJ、「家族の一員として自分がで

きることをしているかJ、「物やサービスを

選択購入する際、情報収集をしているかJ、

ならびに「健康や環境を考え、生活の仕方

に気をつけているかJについては、ガイダ

ンスの授業前よりも授業後の方が有意に低

かったことから、授業を通して生徒の意識

の変容があったことがわかった。そこで、

生徒の自由記述の内容を分析したところ、

ガイダンスの授業を通して、自分がいかに

家庭の仕事を行っていないか、あるいは親

にしてもらっていることの多さに気付かせ

ることができており、また、そのことで

「自分のことは自分でできるようになりた

いJ、「親が負担していることを少しでも手

伝いたい」、「家族に協力していきたいJ等

の意欲につながることが示唆された。

今後の課題として、ガイダンスの授業を通し

て育むことのできた生徒自身の生活課題の改善

に向けた意欲をどのように持続させて授業を実

践していくことができるのか、授業実践を通し

た研究が求められる。

V おわりに

琉球大学教育学部附属中学校(以下、附属学

校と称す)では、「実生活に活かす力をはぐく

む授業の創造Jというテーマのもと、 2010年度

より 3年計画で研究を進め、 2012年度は前述し

たテーマにおける研究の最終年次を迎えている。

研究に際しては、附属学校の研究総論に基づき、

教科ごとにテーマを設定し研究を行っている。

また、研究を進めるにあたっては、琉球大学教

育学部教員(以下、学部教員と称す)との共同

研究はこれまでも推進されてきたが、 2011年度

より学校長の意向により、附属学校教員と学部

教員の関わりをより強化した共同研究の取り組

みを実践することとなった。

筆者らは、 2011年度から「共に関わるJとい

う姿勢で、実質的な「協働」による研究を進め

てきた。共同研究は、附属学校のテーマである

「実生活に活かす力をはぐくむ授業の創造j に

基づき、学びと生活をつなぐため「生活者とし

ての実践力をはぐくむ授業づくりJを教科テー

マとして進めてきた。本教科の研究を進めるに

あたり、共同研究の初期の段階では、学部教員

による授業参観及び授業分析を重ねることによっ

て、生徒に自分自身の生活課題を認識させるこ

とが不十分であるという附属学校教員の課題を

共通確認した上で、実質的な支援の必要性に基

づき、授業デザインのあり方を見直し、実践研

究を進めることとした。

本研究は、技術・家庭科の家庭分野における

共同研究の実際と授業の実践研究の一つの成果

であるが、換言すれば、共同研究を通して f授

業者の意識が変わると授業が変わる、授業が変

わると生徒が変わるJという一事例であるとも

言えよう。

附属学校教員は、学部教員との共同研究を通

して、教科指導における課題を明確することが

でき、その課題を克服するため、附属学校教員

に欠落していた部分をカリキュラムに組み込み、

常に生徒が自身の生活課題を意識しながら学習

を進めるような授業づくりを行うことができた。

その結果、生徒にも教科の重要性を認識させる

ことができ、また学習意欲を喚起するような影

-259-



響を与えることがでた。

しかし、授業づくりや授業分析に関しては、

まだまだ研究を重ねる余地が大きい。そのため、

今後も生徒の学習意欲を向上させ、学びが深め

られるよう共同研究を推進していく。
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