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1.問題の所在
「知識•技能を活用して生活の課題を解決する能力や実践力を身につけること」，「家
庭や社会とのつながりを考え，人と関わる力を高めること」（文部科学省，2016)が家
庭科教育の今R的な課題である。「家庭科でなければ伝えられないことは，生活事象を
取り上げ，他者との関係性のなかでg分自身を見つめ，これからの生活者としての生き
方に関わる思考力と実践力を身につける•連のプロセス」であり，身近な生活を他者と
ともに考えることで自らを問い直し，自身の価値観を形成するように組織された知の
体系が家庭科である（堀内，2006)が，他者とともに学ぶという家庭科の良さが必ずし
も活かされていない現状がある,，
問題解決的な学習は現fj•学習指導要領においても一層の充実が求められているが，
学習を進めるにあたり時間確保の困難さに起因して全国的な実施状況は5割程度であ
る（国立教育政策研究所教育課程研究センター，2007)。そのため，まず始めに問題解
決的な学習の実践可能なあり方を検討する必要がある。
2.研究の目的
本研究では，住生活領域において模擬家族を設定し，他者と関わることで問題解決的
な学習を進める。ここでは，学習課題を協働で解決する過程

模擬家族の構成員が各々

一

の役割の視点で『家族会議』に参加し，学び合うこと一から，生徒自身の生活課題の発
見につなげ，その改善に迫る。加えて，家族会議を活性化するため，同じ役割の者が学
び合う『役割会議』を導入し，その効果の検証を目的とする。
3.家族会議とは
住生活領域は，住まい方や生活空間を学習対象とするため，他領域に比べて+どもた
ちの生活観に係る概念形成が難しい。住生活は各家庭の住居観や経済的な背景等によ
って居住環境が大きく異なるため，子どもの数だけ住イメージ（住居観）も個別化•具
体化する。そのため，各自の住生活をよりよいものへとする生活課題を発見させるに
は，生活を改めて見直すための手立てが必要だと考えた。rff川ら(2008)は仲間同士の
相互作用の効果として，感情而では内発的な動機づけをうみ，認知的側而では学習その
ものの促進が期待でき，行動面では積極的な関与があると報告している。福田(2012)
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は，R3題解決の思考様式や学習方略を育てる効果的な指導法として，学びのリソースと
しての他者の有効性を報告している。
これらの見解を踏まえ，誰もがイメージしやすいメタ的な装置として3世代が同居
する「模擬家族」を設定し，仲間同士が相互に作用し合い学びを深めることが有効な手
立てになると考えた。本研究ではH常の班活動で用いる学習班や生活班ではなく，模擬
家族という疑似体験を基盤とし，その構成メンバーで行う『家族会議』を協働的な学び
の中核に位置づけた。そしてライフステージごとの多様な視点で学び合うことで，より

生活に密接した問題解決的な学習に繋げる。
なお，本研究における3世代の模擬家族とは，高齢者世代，親世代，子ども世代（中
学生，幼児）のN居する家族をいう。その構成は，教師側で固定せず模擬家族の人数に
よって生徒達自身が決定する，.，
4.研究方法
(1)対象
分析対象は沖縄県内の公立中学校3年生2学級（70名）で，住生活領域を学習領域
として取り上げた。
( 2 )時期
調査及び授業実践は2017年4月〜7月である。
( 3 )検証
①家族会議の分析
家庭科の授業及び住生活に関する質問紙調査を行い，模擬家族ごとにその結果を
比較し，家族会議の活性化状況別に分類した。その上で，筆者が作成した「授業観察
シート」の記録及び大学院教員との授業リフレタシヨンの内容をもとに，家族会議が
活性化していた班とそうでなかった班を抽出し.，事例を分析した。
②毎時間行う授業の終末課題の分析
終末課題は模擬家族ごとに分析し，役割会議の有無による差異を検討した。
③総括的な最終課題の分析
題材の最終時（第9時）では，一連の題材履修後の追記部分が判別できるようにエ
夫した上で，授業当初に作成させた「住生活」のイメージマップに再度記述させ，生
徒自身の変容を問うた。また，全時間のワークシートを用いて学習を俯瞰させ，ポー
トフオリオ評価を行わせた,，これらの自己評価は，家族会議や役割会議のあり方を検
討する際の資料として活用した。
5 .研究内容
(1)学習内容の再検討
本実践は平成26年度より研究を重ね（例えば，西(2016)など），9時間構成の題材
によとめたものである。木年度はさらに内容を検討し改良した。学習内容の大きな特徴
として，住生活を，健康性•安全性•利便性•快適性•共生性の5つの視点で捉えられ
るようにするため，題材の着目視点を変え，毎時間の授業導入時に意識づけた（表1)。
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表1題材ごとに着目する視点及び授業の概要
時間

小S材名

1

模擬家族を設定しよう

2

気餒風土に合bせた(1まい方と
住まいのはたらきを知ろう

視点

授業の概要
3世代の模傲豕族を設定した，役别の視点の持裱性を鬲めるため，より具体B勺な役刮のイ
メージづくりを意^！して1冢族会!#」の後に收别会漢」を行わせた，そして，冢族ことに
庄エいへのP3等についても話し〇わせた，

5つの視点を
知る

仕いの5つのはたらき（視点）を理解ドサるとともに.気傾]?L土(こ合わサた特谢的な仕ま
い方(こついて考えさせた。また，沖絳の気候風土に合わせた今と昔の注いや住い方の違いに
ついても考えさせた
•

3

沖絳のM候風土 (こ合わせrこ61饮
て快適な住まい力を考えよう

小字校との接姣を意激した通風•換以や採光(•間遑した授業を行った.「住去いの方角J
健康性•快適性 や「太陪光を遮る工夫」について.先人の知恵に字ばせたり.家族会淥で涂論させrこりした。
そしc,各自の家庭i活e工大(!きることを考えさせた，

づ

憷康被莕につながる我が家の問
題点と解決策を採ろう

总瞰図を提丁、し12気の汚れる埸既Jと1カビ•ダニの発芏Tる埸既Jを役釗の視点て思
健康性•共主性 考6せた•家族会議ては埸所，特定した理由，改舂策をf5し含わせた.そして名6の家庭主
3を振り返り，粧尿に配應した住まい方について考え？达た。

5

我が家にひそむ身近な危険を探
し出そう

第4時とは別の烏s敢図を提示し，家庭A事故の起こり徇る場所を想定させ.その打策を考
安全性•利便性
えさirた.本時でも役削の視点,で思考するよう(こ意;散させた上で，家族会淥を行：^こ，その
共1性
後.安全性や共生性の視点で各自の家庭主活を見直した，

6

自然災莕から自分や冢族を？る
安全な住まい方を考えようI
(台風巧策）

自然災吝の物•人的?皮系について考え，沖神て毎年発王す6台風に備えた軍荊幻雨につ
安全性•共主性 いて家族会系をした.また台風の}妄近にともなった大雨や淺水を想定して，非常用捋ろ出し
袋の中焉についてt,冢族の意兑を聞きなが6考え5せた，

7

自然災客から巴分や家族を守る
安♦な什まい方を考Aようn
(地曾•津波対策）

地萑や津波にMするパフォーマンス課Sを提示し，地域の防災マップを活fflさゼながら海
安全性•共牛竹 i刀に瞵挎した地域の擗雜埸所や擗鲱終跻を考六させたA 3然災育に猫Aたftまい方(こついて
は消防士のアドバイスを受け.各自でできることを考えた。

8

寒族の要望を考庚して.我が寒
の間取りを決定しよう

つの視点
(生徒選択）

マンションの3つの間取りを提示し，住まいのどの視点を踏まえて間取りを選択するのか
思考させ;^個人の意見と横擬家族及び家族間の倉見の相違に触れ.注まいを選択する際に
配承すべき「とを思考させた.

9

幸はな碁らしと今後の0分につ
いて考えよう

5つの視点
(生徒選択）

題材の搌り返りと自己評価を行わせた後，「幸せな慕らし•住まい方」といった抽象的な
概念を理想の生活として言語化さセ，家族の Mとしててきることを恩名さセた。そして将
拜の家庭主落の□樣やit画をライフステージことに立てさせた•
一

(2)協働的な学びを充実させる工夫
本題材ではライフステージを意識した3世代の模擬家族を構成し，『家族会議』の活
件化を通して協働的な学びの充実を図った。学習課題によっては，模擬家族の役割の視
点で課題に向かうことへの困難さも予想できたため，ジグソー学習を参考に，家族会議
に移行する前に，同じ役割を担う生徒同士が学び合う『役割会議』を意図的に導人した。
このような学習活動は家族会議を活性化させる重要な手段であり，なおかつ個への配
慮となるものである。
なお，役割会議までは必要としないが，個別の学習支援が必要な場合には，役割会議
の異型として「偵察」と称した即時的な役割会議も導入した。
(3)生活課題の改善に向け.自身の課題を認識する主体的な学びの工夫
①授業スタイルのパターン化

________________________________________

市川（ 1993)は，「意図的転移」をy指し
た学習方法として教訓帰納を示し，学習者

個人で考える(主体的な学び）
家族会議で考える(翻)的な学び)
•考え体交^

の主体的な転移へのはたらきかけを重視
した。これは問題解決後の処理が，次に問
題を解く際の転移を促すものである。福田
(2010)は転移がみられた学習者は自らの
学びを教訓化し，新たな場面で諜潁を設定

実生活への学びの転移，

9

- メタ認知的活動

p

自己の家庭生活の課題を発兄し、よりよい暮らしと住まい方を考える]

すろと報告していろ。
図1授業スタイル
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本実践では第3時〜第8時の学習で，図iのように問題解決的な学習を行い，学び
の転移を促すことによって個々の生活課題を認識させた。また，このような授業を繰
り返し，生活課題の改善に向けた具体策を主体的に思考させようとした。
②意思決定の場面設定
ATC21S (2111•紀型スキルの学びと評価）プロジヱクトが提案した21Ik紀型スキル

には，思考の方法として批判的思考，問題解決，意思決定がある（Griffin,

P.

d

hL , 2014)。これらを，家庭科教育においても問題解決的な学習を進める上で重要な

要素と捉えた。本題材の終盤では問題解決的な学習における協働的な学びを充実さ
せるため，自他の考えを批判的に吟味して意思決定する場面を設定した。第7時では，
津波に関する避難勧告を想定したパフォーマンス課題を提示し，『家族会議』で避難
場所及び避難経路を決定させた。第8時では，住宅の間取りを選択する課題を提示し，
住まいの5っの視点の何を重視するのか相互に学び合わせた上で意思決定させた。
いずれの題材でも各Dの生活課題の改善に向け，D身の課題を認識させるために学
習内容を転移させ，各自の住生活とのつながりを意識づけた。
私が調べた範囲では，住生活領域の学習で意思決定を迫る先行授業の実践事例は
なかった。学習課題の難易度は高いが，住まいを選択する行為は将来を見据えた生活
の主体としてのあり方を問うことにもつながると考え，実践に至った。
6 .研究の実際
(1)授業実践
①題材名

「よりよい暮らしと住まい力にっいて考えよう」

②授業の概要
前掲表1に全9時間の概要をノ下した。
③授業の観察記録
3年生2クラスで授業した。A組の家族会議は常に議論する感じではなく，静かで
淡々としていた。B組は活発に家族会議を進め，教師の問いかけに対する反応も多か
った。両クラスには極端な違いを感じていたが，授業を重ねるにっれ，いずれも家族
会議が活発になっていた。また，役割会議にっいては以下のような記述が多くみられ，
実際に機能していると感じられる場面も多々あった,，
■同じ役同士で話し合い，いろんな意見を聞いて自分の意見をまとめられた。
■同じ役割でも違う意見が出ていたから，役に立った。
■いろんな人の意見をヒントに自分の意見が広まった。
■自分では気づいてないことも聞けた。
■同じ考えの人もいたし，違う考えの人もいたから勉強になった。
しかし，終盤となる第6時〜第8時では，役割会議を必要とする生徒がほとんどお
らず，「偵察」を設ける機会も授業を重ねるにっれてなくなっていった。特に，第7
時（津波に関するパフォーマンス課題）や第8時（家族の住む家を意思決定）では，
両クラスとも全ての模擬家族が速やかに家族会議を進めていた。授業後のリフレク
ションでも，「提示した学習課題が実生活と結びっいていて場面が想起しやすかった
のか，どの班も家族会議が進行していた。」，「これまで家族会議が上手く進んでいな
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かった班もきちんと話し合っていた。」との報告があり，題材の最終段階では役割会
議は必要とされなくなった。
このような計画と実践の相違は，「家族会議への慣れ」と「場面を想起しやすい課
題」の提示に加え，学習課題が自分事として捉えやすくなることを意図した「意思決
定を迫る授業」が相まって起こった結果だと推察する。
( 2)模擬家族の抽出
家族会議が活性化していた班とそうでなかった班の記述内容を分析するため，質問
紙調査及び授業観察の結果をもとに2班ずつ抽出した。
①質問紙調査の結果
模擬家族の抽出にWいた質問項目は以下の通りである。
■家庭科の授業は理解できていると思いますか
■家庭科の授業で，班活動や実習，ロールプレイ（役割演技）をするような体験学習
は好きですか
■家庭科の学習で，何か新しいことを考えたり，工夫したりすることは好きですか
■住まいに関する学習に興味■関心はありますか
■安全に住まう工夫について考える学習が好きですか
■授業で行った家族会議はあなたの役に立ちましたか
■授業で行った役割会議はあなたの役に立ちましたか
まず，模擬家族ごとに4件法の肯定的な回答から順に4点，3点，2点，1点と点
数化し，平均値と標準偏差を算出した。次に，A組及びB組の模擬家族に1〜16の
連番をっけ，一兀配置分散分析を行った。その結果，「役割会議はあなたの役に立ち
ましたか」で，5 %水準でグループ間に有意差がみられた。また，「家族会議はあな
たの役に立ちましたか」では，グループ問に有意傾向がみられた。そこで，この2項
目について各班の平均値と標準偏差の結果から，平均値の高い6班，9班，13班，
14班を家族会議が活性化していた班（以下，「活性化班」），平均値の低い5班，12班
を活性化していなかった班（以下，「不活性化班」）の候補とした。
②授柔観察の結果
活性化班の候補のうち，9班は男+3名，女+2名の構成で，特段y立つタイプの
生徒はいないが，真面目で学習に向かう姿勢が良く，場に応じた対応のできる生徒が
ほとんどであった。家族会議も終始和やかな雰囲気で進んでいた。14班は男子3名，
女子1名であったが，気遣いができる学年でも中心的なリーダー格の生徒がいた。男
子の中には学力不振で注意散漫な生徒もいたが，家族会議は回数を重ねるにっれ，学
力不振の牛徒も家族会議に集中するようになっていた。6班では，学習課題から逸れ
た話題で家族会議が盛り上がることが多々あり，13班でも時折同様な場面がみられ
た。そこで，最終的に9班と14班を活性化班とした。
不活性化班の候補である5班は，男子3名，女子2名の構成で，なかには注意散漫
な男子がおり，この生徒に追従してしまう生徒もいたため，家族会議がスムーズに進
まない班であった。一方，12班は男子2名，女子3名の構成で，リーダー的資質を
備えた女子がいるものの，マイナス発nの多い男子とコミュニケーションが：手な
女了•もいたため，家族会議が進よず沈黙が続く班であった。両班とも授業を重ねるに
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つれ，家族会議をスムーズに行う場面もみられたが，質間紙調査の結果も鑑み，5班，
12班を不活性化班とした。
(3)事例の分析
①家族会議活性化班
9班は，模擬家族による活動が意欲的で，第1時の段階から，家族の関係性にっい
て，「役になりきったりして，みんなで楽しく模擬家族ができた。」「仲良く話し合い
をすることができたし，みんな意見をもっていたから上于-くいっていた。」「家族のイ
メージがどんどん広がっていって楽しかったから，上手くいっていた。」という振り
返りの記述があった。また，家族会議を重ねるにっれ，「1人で考えるのと5人で考
えるのはとても変わるんだなと思った。」「みんな自分の意見があって，自分も今まで
知らなかったことを知ることができて良かった。」という感想もあり，家族会議の意
義を理解した上で授業に参加していたといえる。
役割会議については，以下の感想から個々の考えをまとめるのに有効だったこと
が伺える。
■自分のイメージとは違うもの（考え）もあったので，役割会議はとても良かった。
■役割会議の前は自分の考えがまとまらなかったけど，役割会議の後は考えがまとまったU
■自分一人ではできない考えをしていて，新しい考えがいっぱいあったのでとても役に立った。
■今中学生で，幼児の役割とか考えていることがあまり分からなかったけど，役割で集まって話すと，
みんなの意見を聞いて，自分の考えもまとまってきた。

図2に，全体的に家族会議が活性化し
始めた第〇時と，意思決定場面を設定し
た第8時（家族会議の最終）の模擬家族
の閉係件を図示した。間係件は，各時間
の終末課題の記述を分析し，その内容か
ら明確な影響が分かるものを実線で，影
響をうけただろうと推察されるものを
点線で示した。第6時に比べ第8時の方
が相互に刺激し合っていた。

図2終末課題にみる9班の相互作用

また，第8時段階では，他の家族の意
見も参考に終末課題に向き合い，各自の
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生活課題を捉えた記述がみられた。
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沿，

の視点が増え，選択理由に「南風を取り
入れることができる」と父親役の意見に
影響された記述がある。この内容からは
第3時の「健康性」の視点も意識してい
ると推察できるn問3の記述（下線部）

9班女子生徒の第8時のヮ_クシート（抜粋）
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の視点が増えていることも分かる。さらに，問4の終未課題に対する記述には，幼児
役や祖母役の意見にあった「安全性」に関する内容がみられる。これらのことから，
この生徒は，家族会議や全体交流を経て他者の考えに触発された結果，多様な視点で
思考しており，本時ではよりよい生活に向かうための課題意識を持たせることがで
きたと判断した。
②家族会議不活性化班
ここでは5班を取りあげる。男子には于•遊びの多い生徒と彼に追従する生徒がい
た。家族会_や役割会議については第_L時の頃から，「あまり話し合いをしていなか
った」，「どういうことに役立つのかさっぱり分からない」との記述があり，ワークシ
ートの未記入や未提出も多かった。しかし，題材中盤の第6時頃からは「問題が面白
かった，分かりやすかった」という声が聞こえ，学習課題に集中する姿もみられた。
図4は終末課題の記述分析結果から作成した5班の関係性である。第6時は，「台
風対策と非常用持ち出し袋の中身について」が課題であった。沖縄県の生徒は台風へ
の対策知識があると想定されるが，役割の視点で考えることを狙っていた。図より，
第6時の関係性は希薄で，課題への取り組みやすさから授業に集中していたと推察
される。しかし，第8時には互いに学び合う集団としての関係件が構築されていた。
図5は，5班男子生徒（図4中B:祖父役）の第8時のワークシートである。家族
会議によって間取り選択の視点が増え，
他の班に学ぶ様子も確認できる。問4の
終末課題の記述では母親役が主張して
いた「利便性」や，他の班の発表を参考
にしたと思われる「安全性」の視点が付
加されている。また家族みんなの意見を
取り入れようとする記述からは「共生性j
の視点も惝える。別の男子生徒の終末課
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ら協働的な学びが各自の生活課題の発
見に繫がり，結果として，学習課題が自
分事になることを意図した意思決定を
迫る授業も効果があったと判断できる。
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7 .成果と課題

(1)成果
•協働的な学びの中核に据えた「家族会議」は，各自の生活課題を認識させる手立て
として有効だった。家庭生活における課題が発見できれば，生活改善に向けた実践
的態度の肯成につながると推察できる。
•「役割会議」は家族会議を充実させる手立てとして有効だった。家族会議を重ねる
と共に，学習課題が場面を想起しやすい場合や_分事として捉えやすい場合は，役
割会議の必要性がなくなることも分かった。
•班員の学業成績や特性等に関わらず，家族会議を重ね，イメージしやすい学習課題
を提示することで「意思決定を迫る授業」が展開できれば，協働的な学びを充実さ
せることができ，各白の生活課題の発見に繋がる可能性が示唆された。
• 9時間構成の題材において学習課題を協働的に解決する活動を繰り返し，各々の生
活課題に迫る授業を展開した。その結果，概念形成の難しい住生活領域においても，
主体的で対話的な深い学びに繋がる問題解決的な学習を展開することができた。
(2)課題
•家族会議を充実させるための学習課題のあり方について，更に検討が必要である。
•人や模擬家族の変容を捉えるため，ワークシートの記述分析方法を検討し，質的な
研究を深める必要がある。
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