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はじめに

目的とする。

本研究は，日本家庭科教育学会九州地区会にお
ける共同研究として行ったものである。この研究

方法

会は大学改革が進む中，これからの家庭科教員養

調査対象は九州各県の小学校家庭科に関わる指

成のあり方への示唆を得ることを目的に立ち上げ

導主事や家庭科教育研究会の役員経験者など家庭

られた。研究の 1 年目は，九州地区の教員養成課

科のリーダー的存在である教員とした。調査時期

程の家庭科関連科目のシラバス分析を行い，教科

は 2016 年 2 月～ 3 月，調査方法は半構造化面接

指導の資質・能力を形成する内容や学生自身の実

である。対象者の選定と面接は，原則として共同

技技能の習得機会の有無，限られた開設科目の実

研究者が自身の属する県を担当したが、共同研究

1）

態等を明らかにした 。教員養成段階での課題

者がいない県では当該県の大学教員に対象者の選

は，現職教員の指導力の問題に直結する。そこで

定を依頼し，面接は共同研究者が行った。対象者

現職教員の授業や研修の実態をふまえ，より構造

の選定と面接は，共同研究者が，自身の属する県

的に家庭科指導の現状をとらえる必要があると考

を担当し，調査協力依頼時に質問項目を示した上

え，九州地区の家庭科に関わる指導主事等への調

で事前にメモの作成を依頼し，後日約 1 時間の面

査を行った。このうち本報告では，今後の大学で

接を行った。質問は，1．小学校家庭科授業内容

の小学校家庭科教員養成カリキュラムへの示唆を

の問題と思うこと，良いと思うこと，2．教員と

得るために，小学校家庭科の授業における問題事

しての資質・能力，3．家庭科に関する教員研

象に焦点をあて，その実態を明らかにすることを

修，4．教員養成に対する要望である。面接時に
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回収したメモおよび IC レコーダーで録音した面
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表 1-4 対象者の出身学部

接を書き起こしデータとした。
なお，本稿では面接の相手を「対象者」
，家庭
科授業の担当者を「担当者」とした。

教員養成系学部うち家庭科専門

10

教員養成系学部うち非家庭科の教科専門

11

教員養成系学部うちその他

4

家政系学部

2

結果

その他

2

1． 対象者の属性

計

29

対象者の属性は表 1-1 ～表 1-4 の通りである。
対象者 29 名のうち，現在または過去の役職者を

2．キーワードの抽出と分析

みると 15 名が指導主事の，16 名が家庭科教育研

データから，授業内容の問題として指摘された

究会役員の，10 名が附属学校教諭経験者であっ

事象を抽出してコード化を行った。まず面接担当

た。

者がデータから問題と指摘された箇所から，1）
授業の情報源，2）題材 / 内容，3）授業形態，4）

表 1-1 対象者の役職
現在の役職等

問題であると思う理由，5）担当者の属性の基本
情報を抽出した。次に，問題と思う理由の発言デ

過去の役職等

指導主事

4

家庭科教育研究会役員

16

校長

2

指導主事

11

終的に事象を特徴付ける 14 の分類コードを抽出
し，発言データにコードを付した。

副校長・教頭

9

校長

0

主幹教諭

1

副校長・教頭

5

ータ全体を複数の共同研究メンバーで確認し，最

回答者からは複数の問題が指摘され，全 84 件

指導教諭

6

主幹教諭

2

附属学校教諭

1

指導教諭

5

その他

6

附属学校教諭

9

計

29

なし

1

問題だと認識した授業をどのようなところで感

計（延数）

49

じたのか，その情報源について尋ねたところ，9

が抽出された。
（1）指摘された問題の授業の情報源

割以上は実際の参観等で把握された事例であっ
表 1-2 対象者の学校籍及び年齢
学校籍

た。
（表 2）

年齢

小学校

21

30 歳～ 39 歳

3

中学校

2

40 歳～ 49 歳

12

高等学校

5

50 歳～ 59 歳

14

不明

1

計

29

計

29

表 1-3 対象者の教員年数
教員年数

小学校家庭科指導年数

家庭科専科年数

5 年未満

1

なし

8

なし

18

5 ～ 10 年

0

5 年未満

2

5 年未満

7

10 ～ 15 年未満

5

5 ～ 10 年

3

5 ～ 10 年未満

3

15 ～ 20 年未満

0

10 ～ 15 年未満

7

不明

1

20 ～ 25 年未満

9

15 ～ 20 年未満

7

計

29

25 ～ 30 年未満

6

20 ～ 25 年未満

1

30 年以上

7

26 年以上

1

不明

1

計

29

計

29
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表2

表4

指摘された問題の情報源
（N=84）
情報源

％

指摘された問題の授業形態
(N=84)
授業形態

％

参観

67.9

実習

61.9

伝聞

9.5

非実習

23.8

参観・伝聞両方

17.9

全般

3.6

14.3

自分
不明

1.2
計

100.0

計

（4）問題と指摘された担当者の属性

100.1

問題であると認識された担当者の属性をみる
と，50 代など年配教員（10 件）よりは 30 代未満

（2）指摘された問題の授業の領域
問題事象の領域別では，全領域にわたっての指

など若手教員（21 件）
，女性教員（10 件）よりは

摘が 19% あり，個別の内容では食生活に関する指

男性教員（22 件）と特定された事例は多かった

摘が 42 件と 4 割以上を占めた。衣生活 19%，食

が，年齢性別問わずとの指摘も 9 件あった。

生活と衣生活に共通して指摘された問題が 13.1％

（表 5）

であった。
表 3 指摘された問題の領域
(N=84)
領域

指摘された問題の担当者の属性（件数）
女性

％

食生活

40.5

衣生活

19.0

食 + 衣生活

13.1

住生活

2.4

その他

6.0

全般

19.0
計

表5

若い

100.0

20 代

2

20 ～ 30 代

1

指摘した問題事象の授業形態では51件，約6割

性の区別なし

2

10

6

30 代

5

30 ～ 40 代

3

40 代

1

1

50 代

4

2

年配

2

2

年齢記載なし

（3）指摘された問題の授業形態

男性

計

10

1

9

22

19

が実習に対する指摘であった。具体的には，調理
実習で技能習得や実習体験のみが目的になってい

（5）指摘された問題のキーワード
問題と思う事象やその理由をキーワードで分類

ることや，製作実習では教員の知識・技能不足が
多く問題視されていた。

「ねら
したところ，内訳は表 6 の通りである。
い・目的」に関する問題が 29 件ともっとも多
「実技の
く，以下，家庭科の「基礎基本」19 件，
「授業構成」から「教員
指導技術」13 件と続き，
の資質・能力」の他，
「予算や設備」など教育行
政に関わる事象まで様々な側面から問題があげら
れていた。なお件数は，一つの事象に対し，複数
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のキーワードを付した数を全てカウントしたもの

として指摘した事柄をその文脈ごと取り出して整

である。

理することにした。

このような「教員の資質・能力」に関する内容
の他，授業の「時数」や「施設設備」
「予算」な

3．文脈別にみた問題の事象

ど教育行政に関わる事象まで様々な側面から問題
があげられていた。ここでもっとも多く指摘され
ていた「ねらい・目的」とキーワードに分類され

指導要領，2．教科書，3．指導計画，4．実習
（この中を目的と方法，評価，指導の実際，に分

た問題の事象について細かく見ていきたい。
表６

分類作業の結果，8 項目を抽出した。1．学習

，6．家庭
ける）
，5． 実習を伴わない授業（座学）

指摘された問題のキーワード

科担当者全般，7． 履修学年・教科担当者，8．研

件数

修の機会，である。実習を伴う授業の実際に関す

ねらい・目的

29

る事柄が多く，次いで実習の目的と方法に関する

基礎基本

19

実技の指導技術

13

担任の指導力

9

指導法

8

指導要領の留意点

5

時数

5

指導計画

5

知識・技能

5

児童の実態把握

5

発表会用

2

指導内容

2

施設設備

2

それぞれの項目ごとに語られた内容から整理の

予算

2

枠を作成し，指摘された件数を記した。指摘者の

その他

9

キーワード

事柄であった。分類の結果は表 7 の通りである。
表 7 項目別問題件数
項目
（１）学習指導要領
（２）教科書
（３）指導計画
（4-1）目的と方法
（４）実習
（4-2）評価
（88）
（4-3）指導の実際
（５）実習を伴わない授業（座学）
（６）家庭科担当者全般
（７）履修学年・教科担当者
（８）研修の機会

件数
8
13
15
31
4
53
19
27
20
13

現在の役職を示す際には，指導主事は主事，副校
長・教頭は教頭，附属小学校教諭は附小，家庭科

内容は，①つくることが中心で，つくることが

研究役員は役員と略称し，過去の役職経験では家

，②キットに頼っている
目標となっている（9 件）

庭科に係る附小のみ記した。なお，それぞれの枠

ために，目標の押さえが希薄になっている（7

の中で代表的な事例を抽出し，語られた言葉を生

件）
，③子供の自由に任せ，お楽しみ会的な押さ

かして添付した。以下順次示していくことにす

，④指導計画上のねらいの
えとなっている（4 件）

る。

押さえが不十分（3 件）などと分類された。
その他，特徴的な事例としては，授業参観日に
家庭科の実習をあてて，母親等外部支援をあてに
した指導や，中学校の内容に踏み込む指導による
目標のぶれなどもあげられていた。

（1）学習指導要領に係る問題
学習指導要領に係る問題について指摘されたも
のが，8 件あった。これを「指導要領通りでない」
「指導要領を見ていない」
「その他指導要領を理解

また，抽出されたキーワードが同じであって

できない」の3枠に整理したものが，表8である。

も，文脈によってはその内実が異なるのではない
かと考えられた。そこで次項では，対象者が問題
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表 8 学習指導要領に係る問題
指摘件数

指摘者の役職

附小経験

1) 指導要領通りでない

1

教頭

1

2) 指導要領を見ていない

5

主事 2 教頭 1 附小 1 役員１

2

3) その他：指導要領を理解できない

2

主事 1、教頭 1

1

1）指導要領通りでない

以上の学習指導要領について指摘された問題を

授業観察の視点として指導要領を踏まえている

まとめてみると、次のように整理できる。

かどうかを判断して，問題があると指摘した。

教育課程や学習指導要領改訂時，また研究会の
授業など特別の場合を除くと，通常教員が学習指

事例「指導要領の内容を全部教えていない
のではないかいうことが，去年指導主事を
していた経験から，家庭科の担当で，回っ
たりするなかで，してないよなーって思う
ことがありました」
（教頭）

導要領を確かめるということは少ない。しかし家
庭科のリーダーたちは，系統性や順序性が問題と
される他の教科に比べて，家庭科の，中でも実習
を伴う授業への担当者たちの緊張感の無さを問題
と感じている。

2）指導要領を見ていない
指摘された 5 件のうち 4 件は，小学校の調理実

（2）教科書の使い方に係る問題
教科書の使い方に係る問題の指摘が 13 件あっ

習で生肉を使用している，というものであった。

た。これを「教科書通りにやれていない」
「教科

事例「6 年生の 30 代半ばの男性の先生が，
ハンバーグを作らせていました。ハンバー
グに肉じゃが。…子供の願いを叶えたいと
いう話で ，3クラスあるんですが，1つのク
ラスの先生だけが指導要領にある生肉生魚
を使っちゃいけないというのを知らなかっ
たようで，ハンバーグに肉じゃがを作った
ということがあったので」
（役員）

書を見ない・確かめない」
「教科書をこなすだけ」
「教科書が理解できない」の 4 枠に整理したもの
が，表 9 である。
1）教科書通りにやれていない
教科書の全体を見通して教材研究できないと，
1 件の指摘があった。

3）その他 : 指導要領を理解できない。

事例「家庭科の場合は，教科書で教材研究
をする時に…これはここは，トピックでか
いているようなところで，いつどのタイミ
ングで指導するのだろうと，それを見失っ
ていたり指導せずに行ってしまったり，結
果，教科書の通りやれていないし，そのこ
とにも気づいてもいない」
（教頭）

事例 1「指導要領に書かれてあることが読み
深めきれないというか，どうかすると小学
校の先生は，教科書どおりに行きたがる と
ころがあるじゃないですか」
（主事）
事例 2「家庭科という名のもとのお楽しみ会
をしてしまう」
（教頭）

表9

教科書の使い方に係る問題
指摘件数

指摘者の役職

附小経験

1) 教科書通りにやれていない

1

教頭

１

2) 教科書を見ない・確かめない

6

主事 3 役員 1

４

3) 教科書をこなすだけ

2

教頭、附小

4) 教科書が理解できない。

4

主事 2、教頭 1、指導教諭 1
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2）教科書を見ない・確かめない
指摘されてはじめて教科書を見る，教科書を見
ずに裁縫道具に入っている布で教える，包丁の持
ち方を確かめないまま教えているなど 6 件が指摘
された。
事例 1「
（ミシンの操作について）前に教科
書置いてるから，書いてありますよ，見て
いいですよって言うと，…あぁほんとに載
ってるーって」
（主事）
事例 2「
（30 代前半と 40 代中盤の男性教師
について）基本的な味噌汁の作り方という
のが教科書に載って，それを子どもたちが
実際に調理実習でやっていくわけですけど
も，ここを全く触れないで，家庭の，授業
参観日を設けてお母さん方を呼んで，各グ
ループに一人ずつお母さん方を配置して，
その家庭の味噌汁の作り方を習うという風
な授業をよく見ます。なので，いきなりあ
の，ほんだしを使ってしまうグループがあ
ったり，…家庭の自己流みたいなものがそ
のまま教材として扱われているというのに
大変危機感を感じます」
（主事）

第 92 集

事例 1「
（サラダ作りにおいて）最初の調理
計画が出て一人分の分量を決めてそこから
2 人分とかを決めていくとか 1 人分の分量が
基本だとか調理計画にはきちんとあるし，
手順を書く準備するもの，それから評価と
いうこれ自身が示す意味と解説書とこの教
科書をですね，繋げて見れてないと思いま
す」
（教頭）
事例 2「教科書を教えるのではなく，題材の
工夫が必要というのは，…教科書にあるか
らはい，というのではなくて，やっぱり題
材として工夫する必要があると思うんです
ね。その中で例えばご飯の炊き方であって
も，ここに載ってる，こんな風になるんだ
よ，ではなくて，…やっぱり教師の工夫の
仕方，あと力量，これが試されるところな
んだろうなぁって思います」
（主事）
以上の教科書について指摘された問題点をまと
めると次のように整理できる。
教科書は，学習指導要領を基に執筆された教材
であり，専門家や現場の教員が吟味した内容とな
っている。現在の教科書は，小学校の担任や家庭

3）教科書をこなすだけ

科担当者がそれを基に指導すれば，最低限の内容

内容について表面的にこなしているだけのも

は学習できるように工夫を重ね，更には発展的内

の，2 年間で考えてよい消費生活の部分を，5 年

容も記述されている。教科書の使い方には教員各

の教科書に記載されているから 5 年でということ

自の工夫があってしかるべきであるが，これらの

にこだわる，との 2 件があった。

事例では，教科書軽視の傾向が見られ，そのこと
は家庭科を軽く扱う意識の存在につながっている

事例「教科書のつくり，中身は非常に流れ
が見えやすく，活用しやすい教科書になっ
ているという一方で，そこをきちん理解し
ていない場合にはどう授業を流していいの
か分からないというのが未だにあるんだな
と。授業内容が表面的なものになって，教
科書をこなしていった結果，時間が余って
しまう，というような…一般的に男性の先
生方の授業は時間が余ってしまう」
（教頭）

といえる。
（3）指導計画の不備
指導計画の問題を指摘したものは，15 件あっ
た。計画のレベルで整理すると，年間指導計画に
ついては 7 件，単元計画については 4 件，授業の
計画に関するもの 2 件，その他 2 件であった。こ
れを整理したものが，表 10 である。

4）教科書が理解できない
自分の工夫でワークシートを作ることができな
い，なぜそうするかが分からないなど 4 件あっ
た。
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表 10 指導計画に係る問題
指摘件数

指摘者の役職

附小経験

1) 年間指導計画

7

教頭 4、主事 1、校長 1 役員 1

4

2) 単元計画

4

教頭 3、主幹 1

2

3) 授業計画

2

主事 2

1

4) その他

2

教頭、校長

1

1）年間指導計画

事例 1「6 年生で朝食作りも入ってくるんで
すけど，その時も朝食を作る時の条件とし
て，片付けがすぐ終わるとか調理に時間が
かからないとかそういう条件が教科書に載
っているんですけど，そこは全く意識され
ないで，調理実習 4 時間という感じで，1 時
間ぐらいかけて朝食を作ることが当たり前
になっています」
（主事）

7 件の指摘のなかに，教科書を見て自分で内容
の構成ができない，指導時数を無視して自分の気
にいった調理実習だけをする，備品，予算不足で
計画通り行かない，などがあった。
事例 1「
（教職歴 20 数年，40 代女性教諭に
ついて）買い物で…指導案の中には）ピッ
クアップしてあるのだけれど，指導計画の
なかで，これは抜けているけど，これはど
こで指導するのだろうと，授業をするため
に都合よく内容構成してあるって，その他
は本当にしていますかって。内容の確認な
どの策定表が各学校できちんと進んでいる
のかと疑問に感じました」
（教頭）
事例 2「食の題材というのは 10 時間とか 11
時間というのが多いんですけど，その中で
調理実習は一回っきり。というのも非常に
多いなあと思います」
（役員）

4）その他
2 件について教頭，校長から，年間計画を自分
で作らないで教科書会社が作成したものをそのま
ま使用する，家庭科では 1 時間の完結型授業は困
難である，との指摘があった。
以上の指導計画の不備について指摘された問題
点をまとめると次のように整理できる。
年間計画は，年度のはじめに立てる教育の設計
図である。とくに順序性が指定されていない場合
は，学校や地域，児童の実態に即して計画されて

2）単元計画

いく。内容によっては指導順序を入れ替える事に

時間がないので試し作りなどの場が設定し難

よる効果も期待されるところから，担当者の工夫

い，計画にない思いつきや他者の情報提供に乗っ

が必要であり，計画にはねらいと思いを込めるも

てしまう，といった 4 件の指摘があった。

のでもある。家庭科リーダーから聞き取った文脈

事例 1「だしに特化して，1 時間使って，だ
しのとりかたについても，だしがあるも
の，ないもの，色がついているもの，つい
てないもの，色を見たり，化学調味料での
だしの分との比べとかされているのです
が，なかなか，家庭科の授業時数って数が
限られているのに，そこに 1 時間とって，
他の指導の内容がきちんと指導できるの
か，そことの兼ね合いがあるのかなって思
います」
（ 教頭）

から察すると，指摘された事例においては丁寧な
年間指導計画・単元計画・授業計画の必要性の認
識が欠如していると考えられる。
（4）実習を伴う授業
実習を伴う授業についての問題が指摘されたの
は全体で 88 件あった。これらを「目的と方法」
「評価」
「指導の実際」に分けて見ていくことにす
る。

3）授業計画
使いきれない大量の食材を準備させる，時間管
理の不備など計画的でない授業の在り方につい
て，2 件の指摘があった。
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表 11 実習の目的と方法、及び評価に係る問題
指摘件数
1) 実習の目的と方法

指摘者の役職

附小経験

31

①目的と方法の不適合

9

主事 6，教頭 2，役員 1

6

②目的の一部カット

12

主事 1，教頭 2，指導教諭 1，役員 4

4

③目的の変質

4

主事 1，教頭 3

2

④目的の理解不足

5

主事 1，役員 4

5

⑤その他

1

主事

4

教頭 3，役員 1

2) 実習の評価
以下，代表的な指摘を記す。

3

②目的の一部カット : 市販教材の使用
指摘された 12 件すべてがキットと呼ばれる市

1）実習の目的と方法

販教材の使用に係る問題であった。

目的と方法に該当する指摘は 31 件あった。こ
れらを次の 5 つに分けた。
①目的と方法の不適合―製作が目的になってし
まっている。②目的の一部カット―キットや型紙
の使用で，理解させるべき内容の一部が無視され
ている。③目的の変質―調理実習に多く，食材の
量も手だても児童にまかせており，たとえ担当者
が目標を立てたとしても児童の活動のままに進行
し目的は達成されない。④目的の理解不足―理解
できないだけでなく目的を自分で考えていない。
⑤その他
これに実習の評価を加えて整理したものが，表
11 である。
①目的と方法の不適合
被服製作も調理実習もつくることが目的になっ
てしまっている，
「なんのために」という点が示
されず手だてだけが先行している，などの指摘が
9 件あった。
事例 1「お掃除グッズをつくって，
（掃除の
工夫）ガイドブックを作ったんだけども，
あのガイドブックはあそこの題材をすると
きには必要なのかなって」
（主事）
事例 2「家族の団欒を設けて，そこで自分が
家族の嗜好に合ったお茶とかお菓子を準備
したり，作ったりということを計画してい
く単元なんですけども，これはお楽しみ会
として位置づけられていて，作るものも全
員ホットケーキ，これはもう教師が準備を
しやすいという理由だけです。…作って食
べて，おしまいという感じで」
（主事）

事例 1「最近，教材屋さんが線を引いてくれ
てるんですよ。で，ここに切ればいいと。
ほんとは，実寸があって緩みがあったりと
か，縫い代が必要だとか，そういうことを
考えさせる授業をするためには，そんなの
使っちゃいけないんですよね。やっぱり，
型紙があって実寸がって，そして縫うとこ
ろがあるでしょ，布の合わせとかあって
ね。そんなの授業がめんどくさいから，線
引いてる教材使いたがる人っていうのは，
結局ただ作ればいいって考えてるんじゃな
いかな。と，私は思います」
（役員）
事例 2 「製作にしてもランチョンマットと
かは作っているのですね。つくっているの
で並み縫いとか返し縫い，玉留めとかでき
ているのですが，もののゆとりについての
学習はされていないのですよね。…たぶん
教科書の中であるものだとおもうのですけ
れど。キットになるもの。えっと物の製作
で，生活に役に立つ物，これを作らせよう
とするだけではそれを作っただけでは袋に
必要なゆとりのことを学べないということ
について本人達も気づいていないのかな」
（教頭）
③目的の変質（児童に委ねる）
指摘された 4 件すべてが調理実習に係る問題
で，食材の選定も量も手だても児童に委ねて，何
を身に付けなければいけないかというところがわ
かりにくいということであった。
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事例「一食分の調理っていうんですか，お
かずをつくるってなっても『おう，何作り
たいか ?』って『子どもたちが卵と何とかが
いいっていうんですけどね。何を作らせた
らいいんですか ?』って」
（主事）

評価ついて 4 件の指摘があった。指摘の内容とし
ては，
「評価が曖昧あるいは明確でない」
「実技の
モデルが示されていない」などであった。
事例「製作のところも結局製作途中の評価
とか見取りができていなかったりして創造
性とか創意工夫のところとかが見れずに最
後に出来上がったのがきれいかきれいじゃ
ないかだけで A をつけたりとかですね」
（教
頭）

④目的の理解不足
教科書に載っているから行う，目的が理解でき
ないだけでなく自分で考えていないなど，4 件あ
った。
事例 1「ティパックでさっと入れちゃうと
か，もっとひどいところになると，今よく
あるブレンディとかのスティックがありま
すよね。あれでカフェオレを入れて飲むと
かですね。
」
（役員）
事例 2「
（教師が）無意識でやっているこ
と，皮を剥くとかですね，無意識でやって
いることが，子どもたちに教える時に，こ
のポイントってなんだろうってのいうのを
結構考えます」
（役員）

3）実際の指導
実習を伴う授業の実際について，伝聞も含めて
問題として指摘されたのは，53件であった。その
中を「担当者自身が知らない」
「教えることがで
きない」
「実習の授業計画ができない」
「家庭科室
や物品の管理ができない」
「栄養教諭やボランテ
ィアへ依存」
「その他」に分け，整理したもの
が，表 12 である。

⑤その他
施設設備が整っていないために実習をあきらめ
るとの指摘であった。
2）実習の評価
目的が示されない授業では当然のことながら評
価に対する意識は欠如している。ここでは実習の
表 12

実際の授業にみる問題

3）
-1 担当者が知らない・できない
①基礎基本を知らない
②教具を扱うことができない
3）
-2 教えることができない

指摘件数
14

指摘者の役職

附小経験

7

主事 2，校長 1，教頭 1，指導教諭 1，役員 2

1

7

主事 3，教頭 2，役員 2

3

12

3

①教具の扱い方を教えられない

5

主事 1，教頭 2，役員 2

2

②実技の指導ができない

7

主事 1，校長 1，教頭 1，指導教諭 2 役員 1

1

3）
-3 実習の授業計画ができない

7

5

①製作過程が把握できない

3

主事 1，教頭 1 役員 1

②授業が完結しない

2

主幹 1，指導教諭 1

③めあて、まとめがない

2

附小 1，役員 1

3）
-4 家庭科室や物品の管理ができない

7

主事 3，教頭 3 役員 1

4

3）
-5 栄養教諭・ボランティアへ依存

8

主事 4，教頭 2，役員 2

4

3）
-6 その他

5

主事 1，教頭 2，指導教諭 1，役員 1

3
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②実技の指導ができない。

3）-1 担当者自身が知らない・できない
①基礎基本を知らない

縫製などの基礎技能の指導だけでなく，縫い方
の姿勢や用具の置き場所など実技の基本的な指導

担当者自身が基礎基本を知らない，できないと
いうもので，7 件すべてが縫製に関するものであ
り，そのうち 1 件が調理技能に関するものも合わ
せて指摘していた。
事例「針の手縫いの時の布の持ち方とか，
運針じゃないけど，並縫いをやってもらう
ときに縦に持って縫おうとした男の方がい
て，その以前の針を通すのとか，やっぱり
まち針とか，本当に基本的なところの知識
がないというのが一番気になって。ミシン
も糸の通し方とか使い方がまず全然わかっ
てないところが，とてもびっくりしたこと
があるんですね」
（教頭）

ができないという指摘が 7 件あった。
事例「まち針の正しいうちかたを指導して
いないので，子供は線の上にまち針を刺す
ということをしていなかったので，そして
角を合わせるということをしていなかった
ので。やはり基本的な技能の指導を，基礎
基本の技能の指導をしていないことがあり
ました。それと，ボビンに正しく下糸が巻
けない」
（役員）
3）-3 実習の授業計画ができない
①製作過程が把握できない
小物製作で作業過程の見通しやイメージができ
ない，食材量の確認をさせていなため手間と時間
がかかるなど 3 件が指摘された。

②教具を扱うことができない
担当者が教具を扱えない，という指摘は 7 件あ
り，すべてがミシンにかかわるものであった。
事例「ミシンの仕組みを知らないから，修
理ができないと思います。たとえば，調子
がおかしい，何の調子がおかしいのか，例
えば糸の調子がおかしいです，それはどこ
と関係があるのか，子どもたちに名称を教
えているはずだから，なんとか考えたら分
かりそうだけれど，それを知らない，分か
らない，だから本当は壊れていないんだけ
れど，例えば糸くずが詰まっていたとかだ
ったら，中を取り出して，全部掃除してま
たはめ込めばいいのに，それを知らないか
らできない，壊れたって言って業者に修理
に出そうとする，それは顕著に感じます」
（教頭）

事例「袋をつくるという，手作りとか手縫
いということに対して，先生自身が見通し
がない。結局，先生の技能不足っていうん
ですかね。見通し，理解，知識の不足とい
うのか。見通しを持っていなくて，そのま
ま作ってるなというのがあります。結局，
教材研究してない」
（役員）

②授業が完結しない
2 件とも調理の後片づけに関する指摘で，この
活動が授業の一部だという認識がない。

3）-2 教えることができない
①教具の扱い方を教えられない。
指摘された 5 件のうち 2 件がミシンの扱い方に

事例「作られることに重きが置かれている
から，後片付けの指導ができてなくて，時
間がなかったというにはひどすぎる。片付
けましたという報告で見に行ったらゆで卵
の殻が流しの中に散らばってて，だから流
しの片付けもされてない状態で，でも 先生
は片付け終わってるっていったんだね」
（主
事）

関するもの，3 件は調理の刃物の扱いと計量に関
する事柄であった。
事例「
『先生，はずみ車の回し方ですよっ
て。9 割はこっち（向こう側に回すジェス
チャー）に回す子がいると壊れるんです』
」
って。
『小学校のミシンの破損・故障の 9 割
ははずみ車です』って言われました」
（役員）

③めあて，まとめがない
事例「実習の時も目当てもまとめもないん
ですね。板書もなし」
（教頭）
3）-4 家庭科室や物品の管理ができない
菜箸にカビが生えていて毎年取り替えなければ
ならないなど家庭科室の衛生の問題，針は折れっ
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ぱなし，道具はなくなりっぱなし，糸はない，と

3）-6 その他

いう物品の管理についての指摘が 7 件あった。

このなかには，児童が行き詰ると担当者が手を
加える（教頭）
，具体性の伴わない ICT 用の調理

事例「調理台，食器，器具，布巾の衛生的
な管理ができない。…調理実習中に，ミシ
ンが置かれていて。…流しの中に，使用済
みの食器がそのまま突っ込まれてカビてい
たり，…『先生これ台拭きですか，食器拭き
ですか』と聞いたら『え，分けるんですか』
って言われたんですよ。…『普通は台拭きと
食器拭きは分けて使うものです』って言うと
『今食器乾燥機がありますよね』っておっし
ゃったから『…食器拭きと台拭きを分けて
指導するのは基本だと思います』とお答え
したんですよ。そしたら『へぇ，そうなん
ですね』っていう回答で私の方が逆にビック
リして。…それからあと『計量カップ，計
量スプーンありますか』って聞いたら『あっ
たと思います』って言ったんですよ」
（主事）

実習（教頭）
，集団調理で個々の児童の力が付か
ないという問題（指導教諭）
，家庭実践への配慮
が足りない（主事）
，調理の際の怪我に対する保
護者のクレームへの対処の問題（役員）
，の 5 件
が指摘された。
以上の実習について指摘された問題点をまとめ
ると次のように整理できる。
実習で最も多く指摘されたことは，作ることが
目的化しており，市販のキット使用などで目的の
一部が削除されていることを自覚していない。ま
た，実習の評価も基準が曖昧である。
実際の授業を見てみると，担当者自身が基礎知
識や技能の基本を習得していないこと，さらに実
技指導のための基礎基本が理解されていない。ま

3）-5 栄養教諭・ボランティアへ依存

た限定された時間の中で行うための綿密な作業過

担任の仕事が見えない栄養士・ゲストティーチ

程の見通しと計画，家庭科室や物品の管理ができ

ャーの授業参加や，授業を丸投げされた栄養教諭

ないという問題，TT などの授業を担任として主

が小学校家庭科の範囲を逸脱した授業を行ってい

体的に行うことができていない，などの問題が明

ることなど，8 件の指摘があった。

らかになった。

事例 1「栄養教諭っていう方が学校にいらっ
しゃって，その方とのTTによる授業がよく
あるんですが，もうその栄養教諭の方にお
任せであったりとか，その方の思いが強す
ぎてちょっと家庭科ではないんじゃないか
なという授業が出てきているんではないか
なと思います」
（役員）
事例 2「男性が家庭科を担当すると，先生の
指導の技術に差があるんですね。ミシンと
か男性は苦手でボランティアに頼んでしま
ったり，系統的に家庭科の技術を指導する
ことが進まない，不得手なことが多く，た
だ体験するだけという授業になってしま
う，
『一応したよ』という現状があります」
（教頭）
表 13

（5）実習を伴わない授業（座学）等に係る問題
家庭科には衣生活，食生活，住生活そして家
庭・家族，消費者教育，環境教育などの題材の中
に，実習や実験を伴わない内容が含まれている。
実習以外の授業として家庭科では座学と呼ばれる
ことが多い。これに対して 19 件が指摘された。
これを「軽く扱う」
「経験に裏打ちされていない」
「目的がずれる」
「その他」の 4 枠に整理したもの
が，表 13 である。

実習を伴わない授業（座学）等に係る問題
指摘件数

指摘者在の役職

附小経験

1) 軽く扱う

8

主事 3，教頭 3，役員 2

2) 経験に裏打ちされていない

4

教頭 1，指導教諭 2，役員 1

3) 目的がずれる

2

主事 2

1

4) その他

5

校長 1，教頭 3，指導教諭 1

2
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4）その他

教科書を読ませるだけや覚えさせるだけ，ざっ

資料の使い方，栄養教諭との分担の仕方，話し

と流している，住居はカットされる，など 8 件が

あいの仕方など，5 件があった。

指摘された。

事例「適切な言語活動の場が設定されてい
ないこと」です。…小グループでの活動が
ほとんどない授業やグループで話し合う時
の手順を子どもたちが身につけていないこ
とが多いのが現状です」
（教頭）

事例「座学の時は教え込みますからね。み
んな。これを写しとけ。教科書を，図を写
して覚えておきなさい という終わり方を見
たこともありますし。…こういうの実験す
べきだと思うのですけど，それをしないで
言葉で教えていく」
（教頭）

以上，実習を伴わない授業について指摘された
問題点をまとめてみる。教科書を読ませるだけと

2）経験に裏打ちされていない

か，軽く流してしまう領域があるという問題，資

経験に裏打ちされた説明ができない，など 4 件

料の使い方や栄養教諭との分担の仕方に問題ある

の指摘があった。

こと，そして教員自身の生活体験が乏しいために
経験に裏打ちされた説明ができないなどが明らか

事例「欲を言えば，生活経験が豊かな方が
良いと思います。何もかも情報に頼ってす
ますのではなく，経験と情報を上手に提供
する事を考えていければ良いのではないか
と思います 。
」
（指導教諭）

になった。
（6）家庭科を担当する教員全般についての問題
教員の家庭科に対する考え方全般について，問
題だとして指摘されたのは 27 件あった。これを
」
「家庭科観 2（教科観
「家庭科観 1（家庭科軽視）

3）目的がずれる
イベント的な授業や，課題が拡散した研究会の

の偏り）
」
「生活経験不足」
「その他」の 4 枠に整
理したものが，表 14 である。

授業などについて 2 件あった。
事例「6 年の「共に生きる生活」っていうと
ころも家庭科なのか，社会科なのか，総合
なのか，うやむやで，地域の人とこういう
ことして聞いてもらいました，こんなの作
って渡しました，感謝状作りましたという
ことで，6 年最後の謝恩会のような感じで
うやむやになって終わってしまう。何のた
めにやってるのかっていう，ねらいがうや
むやになってしまいがちですよね」
（主事）

表 14

家庭科を担当する教員全般についての問題
指摘件数

指摘者在の役職

附小経験

1) 家庭科観 1（家庭科軽視）

9

主事 2, 校長 1, 教頭 2, 指導教諭 2, 附小 1 役員 1

3

2) 家庭科観 2（教科観の偏り）

4

主事 1, 教頭 1, 指導教諭 2

2

3) 生活経験不足

12

主事 2, 教頭 3, 指導教諭 6, 附小 1

3

4) その他 教員による差

2

指導教諭 1, 役員 1
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1）家庭科観 1（家庭科軽視）

3）生活経験不足

教科に対するモチベーションが低い，分からな

生活経験が乏しいために教員自身が知らない，

くても尋ねない，我流で指導するなど 9 件の指摘

出来ない。そのために具体性がないことなど，12

があった。

件の指摘があった。

事例「生活の延長みたいな感じで，調理実
習とか，作品を作るとか，男性に多かった
りするのですけれど，いったい何のために
この活動を仕組むのかというところの，お
さえがないままに，ただ楽しかったで終わ
ってしまう。…男性の先生で，家庭科の時
間は遊びとまではいわないけれど…シチュ
ーを作ったりとか」
（校長）

事例「説明の時に具体性に欠けるというの
は大きな問題だと思っています。… 若い先
生の中にもそのような方が増えてきたよう
に思いますね。…教科指導などとても熱心
であるとか，上手に板書計画をしたりとか
授業構成をしたりなど，それが生活体験な
どが基礎にあって積み上げていかなければ
ならないのに，あまり基礎がない状態です
ね」
（指導教諭）

2）家庭科観 2（教科観の偏り）
技能中心の考え方，生活実践への視点が見られ

4）その他

ないなど 4 件の指摘があった。

ミシン等による製作の授業で教員によって指導

事例「いちばんの問題は，
『家庭科の授業が
技能を学ぶところである』とほとんどの教
師が思っていることです。その理由として
は，やはり調理実習それから被服製作，こ
れだけに小学校で与えられている家庭科の
授業を使い切ってしまう先生方が多いで
す。…家庭科研究会が作成しているノート
を使って行うんですけども，そこにはちゃ
んとその思いとかも考えた背景を考える場
面をしっかり作ったノートの編成，構成に
はなっているんですが，そこは全部飛ばさ
れて，作り方とかの部分しか使われていな
いというのも現状です」
（主事）

に差がでるとの指摘が 2 件あった。
以上の家庭科担当者全般について語られた家庭
科に対する考え方の問題点をまとめると次のこと
がいえる。件数としては 27 件と比較的多く，家
庭科を軽視する態度，教科に対するモチベーショ
ンが感じられないこと，技能中心の考え方が根強
い一方で，担当者自身の生活経験が乏しいために
学習の内容や指導法に具体性がないことなどが家
庭科担当者全般に係る問題と指摘された。
（7）履修学年・教科担当者に係る問題
履修学年や教科担当者について，問題だとして
指摘されたのは 20 件あった。これを「高学年の
みの問題」
「担任制の問題」
「級外・交換授業の問
題」
「その他」の 4 枠に整理したものが，表 15 で
ある。

表 15

履修学年や教科担当者の問題
指摘件数

指摘者在の役職

附小経験

1) 高学年のみの問題

7

主事 2，教頭 2，役員 3

4

2) 教科担当者の問題

6

主事 2，教頭 1，役員 3

2

3) 級外・出張・交換授業の問題

6

主事 1，教頭 2，指導教諭 1，役員 2

6

4) その他

1

校長 1
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を指摘したものが 6 件あった。級外とは学級担任
1）高学年のみの問題

以外が授業を受け持つことで，必ずしも家庭科を

家庭科が 5，6 学年のみの履修であることの問
題を指摘したものが 7 件あった。

得意とする専科教員が担当するという訳ではな
い。級外には管理職によるものと，低学年の学級
担任が高学年の家庭科を受け持つ場合がある。ま

事例 1「高学年の先生しか家庭科はしないじ
ゃないですか。そこですよね。だから，と
りあえず高学年のうちは家庭科 をせなんけ
ど，もう離れたらいらないし，関係ないし
っていう。これ式の問題が一番大きいかな
あ」
（役員）
事例 2「経験不足だなと思います。家庭科っ
て 5，6 年生しかないでしょう。どうかする
と専科の先生がいるでしょう。先生方の中
で家庭科を経験している先生が少ないので
す。5，6 年の担任にならないと家庭科ない
し，専科の先生がいたら授業しなくってい
いし，私も最初 5，6 年家庭科にかかわらな
い時期があって，ポンと家庭科をするわけ
ですよね」
（教頭）

た交換授業とは学級担任同士が，例えば体育の授
業と家庭科の授業を交換して担当するやり方を指
す。級外による家庭科の担当者はほぼすべて女性
の教員である。

2）教科担当者の問題
家庭科の教科担当者については，専科の方が技
能のレベルを揃えるにも良いと考える一方，子ど
もたちも好きで楽しい授業なので学級担任が専科

事例 1「今年はそういう形だったんですけ
ど，また来年度同じようにいくか分からな
くて，その年によっては担任が家庭科を持
つっていう事も考えられるし。あといま，
乗り入れ授業っていって，同じ六年生の中
でも一人の先生が家庭科を持つ，一人の先
生が体育を持つ，で一人の先生が図工を持
つっていう感じで，お互いの授業を抜き合
うっていうことを少しずつされるような所
もあるし」
（校長）
事例 2「高学年担当は，男性が多く家庭科が
出授業になることが多いです。教頭先生や
級外の先生が担当するという方法です。本
県はこれがほとんど。…家庭との連携が進
まないと感じています。家庭実践が進まな
い印象があります」
（教頭）

に渡したくないと思っている，など 6 件の指摘が
あった。

4）その他
その他の 1 件は，教員の年齢に関する事柄で，

事例 1「製作とかで時間の融通がきくのは担
任制のいいところだけど，実験実習の準備
時間 がないのは担任制の辛い所ですよね」
（役員）
事例 2「小学校の 5 年生，6 年生の系統性が
ないっていうのは，やっぱり系統性を持つ
ことが非常に難しいという状況があるのか
な，と。担任制で，担任が教えるので，今
年の担任が次の年の担任になるとは限らな
いし，その人がそのまま続けて家庭科の内
容を教えるということでもないし，それか
ら次の人に引き継ぐようなものでもないよ
うに感じました。 だから本当に家庭科をき
ちんとやった人が教えた場合はよかったん
ですけれど，そうでない，本当にその単元
で終わってしまう教科になっているなぁと
いうところで」
（教頭）

20 歳代と 50 歳代が多く，中間の年齢層が少ない
ことに係る指摘であった。
以上の履修学年・教科担当者についての問題点
をまとめると次のことがいえる。家庭科の履修学
年が 5・6 学年に限定されていることで担任移動
によるブランクが生じ，知識・技能の継続的な研
鑽ができないこと，教科担任制への可否，級外指
導者に係る問題が明らかになった。
（8）研修の機会に係る問題
研修の機会について，問題だとして指摘された
のは 13 件あった。
研修については，研修の機会はあるが参加者が
少ない，あるいはいないという問題，そして研修
の機会そのものが家庭科には設けられていないな
どの指摘であった。
（表 16）

3）級外・交換授業
家庭科の授業が級外扱いでなされることの問題
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表 16

研修機会に係る問題
指摘件数

指摘者在の役職

附小経験

1) 研修機会はあるが参加しない

5

校長 1，教頭 4

2

2) 研修機会がない

8

主事 4，校長 1，教頭 2 役員１

2

1）研修機会はあるが参加しない。

研でも研修の教科が限定されていることなどが明

市教委の放課後講座の募集に応募できない，附

らかになった。

属小の研究会では授業は参観しても家庭科分科会
の参加者は関係者だけなど，研修の機会が生かさ

（9）その他

れていないという 5 件の指摘があった。

その他については，予定しない行事等で削られ

事例 1「県内の研究主題を集めても，理科・
社会・図工・家庭科 があがってくることは
ほとんどない」
（教頭）
事例 2「センターで夏休みに夏期講座を募集
しますよね。…すごい皆さん国語と算数
か，には興味関心が高くて一生懸命勉強し
ようというのは感じるんですけど，それ以
外の教科というのが非常に，あまり重要視
していないというか，そこまで手がちょっ
と回っていないのかなぁ，という」
（教頭）

た時間を埋めるために，家庭科がカットされると
いった問題であった。

まとめと今後の課題
面接で語られた内容からキーワードを抽出する
と，食生活，衣生活の実習授業における問題につ
いて，多くの指摘がなされていることが分かっ
た。具体的には，目的が定まっていない授業や，
家庭科についての基礎的・基本的な知識・技能が

2）研修機会がない。

習得されていないこと，さらに実技指導力にも問

家庭科に関する研修の機会そのものが設けられ

題があることなど，家庭科担当者の資質・能力不

ていないという問題で，教委でも校内研でも研修

足が指摘されていた。合わせて「授業時数」
「設

は算数と国語だけ，市教委の中に家庭科を指導で

備」
「予算 ｣「研修機会」など教育環境の要因があ

きる人材がいない，さらには家庭科のリーダーが

ることも分かった。

申し入れても家庭科の研修の場を作って貰えない
など，8 件の問題が指摘された。

それらをさらに詳しく文脈から読み取ると，学
習指導要領に係って言えば，系統性や順序性が問

事例「教育課程研修会が，小学校では 5 教
科に限られてしまったと。そして校内研修
というか，校内での研究も全て学力向上の
ために算数国語になっていると。ふたを開
けると，なんかいろいろタイトルとかはつ
けているんだけれども，内容は全部国語や
算数であると。そうすると一切，家庭科に
関する研修っていうのは 5 か年前からは現
場では無いように思う」
（主事）

題とされる他の教科に比べて家庭科の，中でも実
習を伴う授業への担当者たちの緊張感のなさを問
題と感じていること，同様に教科書については，
最低限の内容が学習できるように工夫されている
にもかかわらず無視されることも多く，リーダー
たちの眼からすれば教科書への関わり方以前に教
科を軽視する傾向にあることが問題だとみられて
いる。
授業は決められた時間内で教科の目標を達成で
きるようにしなければならないため，さまざまな

以上の研修の機会についての問題点をまとめて
みると次のことがいえる。

レベルでの計画や工夫が求められる。年間計画
は，年度のはじめに立てる教育の設計図である。

教委主催の講座に応募しない，参観授業から意

特に順序性が指定されていない場合は，学校や地

見交換できる分科会に参加しないなど，研修の機

域，児童の実態に即して計画されていく。内容に

会が生かされていないこと，またもともと家庭科

よっては，指導順序を入れ替える事によって効果

には研修機会がないという問題で，教委でも校内

が上がる事もあろう。家庭科リーダーから聞き取
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った文脈から察すると，丁寧な年間指導計画・単
元計画・授業計画の必要性の認識が欠如している
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なお，本稿の一部については，2016 年度の日
本家庭科教育学会九州地区会大会で発表した。

と考えられる。
実習については多くのことが指摘された。キー
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ていないこと，また限定された時間の中で行うた
めの綿密な作業過程の見通しと計画，家庭科室や
物品の管理ができないという問題が指摘されてい
る。
実習を伴わない授業については，教科書を読ま
せるだけとか，軽く流してしまう領域があるとい
う問題などが明らかにされた。
家庭科担当者について全般的に語られたことか
ら分かったことは，教科を軽視する態度，教科に
対するモチベーションが感じられないこと，担当
者自身の生活経験が乏しいために学習の内容や指
導法に具体性がないことなどであった。教育制度
の問題として家庭科の設置学年が限定されている
ことで，担任学年の移動で家庭科と関わる期間に
ブランクが生じ，知識・技能の継続的な研鑽がで
きないことなどを問題と感じていることが分かっ
た。
小学校家庭科授業の問題として，リーダー層の
教員は，問題の原因を教員の多忙化や授業時数の
削減とともに，家庭科のねらいや目的の理解，教
材理解，実技の指導力など教員の資質・能力の不
足ととらえていることが明らかとなった。今後，
問題事象にかかるデータの質的分析とともに，家
庭科リーダー層が考える研修や求められる資質・
能力の詳細な分析をすすめ，教員研修までを見通
した家庭科教員養成の具体的なあり方を追究する
ことが課題である。
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