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課題研究中間報告書

『中学校家庭分野における質の高い知識及び技能の習得について』

「関連付け」と「活用」を通して一

岩谷千晴

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・浦添市立浦西中学校

1 . はじめに

平成 29年告示の新学習指導要領では，知識の理解の質を更に高め，確かな学力を育成することが求

められている（文部科学省， 2017)。知識及び技能の質を高めることは，変化の激しい社会で主体的に

対応するために必要である。

この点について，実践を振り返ってみる。これまで，生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の

習得を通して，生活と技術とのかかわりについて理解を深め，進んで生活を主夫し創造する能力と実

践的な態度を育てることを目標として取り組んできた。しかし，例えば食品の選択の場面で，既習事項

の生鮮食品や加工食品のメリット・デメリットが思い出せず，「安心だから」「簡単だから」と，乏しい

根拠のまま生徒は商品を選択していたり，玉結びや玉止めの違いや方法も理解しておらず，復習に多

くの時間を費やしたりしてきた。このように，決して知識や技能の質は高くないといえる。これは筆者

だけではない。たとえば，施谷・高部 (2001)は家政系女子短大生を対象に，小・中学校で学習した家

庭科の知識及び技能に関する調査を行っているが，質の裔い習得がなされていない結果となっている。

本稿では，知識及び技能の質を高める授業を行うために考えるべきことについて検討を行っていく。

2. 知識・技能の質を高めることについて

知識や技能の質については，どのように理解したらよいであろうか。新学習指導要領改訂の元とな

った中教審答申には，「基礎的・基本的な知識を着実に習得しながら，既存の知識と関連付けたり組み

合わせたりしていくことにより，学習内容（特に主要な概念に関するもの）の深い理解と，個別の知識

の定着を図るとともに，社会における様々な場面で活用できる概念としていくことが車要となる」（中

央教育審議会， 2016,p. 29) とある。すなわち質の高い知識とは，他の知識と関連付けられ，様々な場

面で活用できるような深い理解といえる。技能も同様であり，同答申には，「自分の経験や他の技能と

関連付けられ、変化する状況や課題に応じて主体的に活用できる技能」とある。「関連付け」「活用」が，

質の高い知識・技能のキーワードといえよう。

3. 質の高い知識・技能の習得について

中教審答申では，前述の内容に続き，「知識や技能は，思考・判断・表現を通じて習得されたり，そ

の過程で活用されたりするものであり，また，社会との関わりや人生の見通しの基盤ともなる」（中央

教育審議会， 2016,p. 29) とある。すなわち，質の高い知識・技能は思考・判断・表現を通して習得さ

れるのである。

「質の高い知識」を得る学び方として，国立教育政策研究所プロジェクト研究調査研究報告書 (2015)

では，「学ぶ内容を断片的に覚え込むのではなく，つなげてまとめて自分なりに納得する学び」が必要

とあり，学習成果をつなげていけば見えてくるはずの「教科等の基本をつかむために，協調的で対話的

な学習が有効」 (p.88) と述べられている。では，協調的で対話的な学習がなぜ有効と言えるのだろう

か。稲垣・ 波多野 (1989) は，「仲間同士のやりとりは，子どもにとって，正答がすぐにはわからない
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状態が持続する事態であるが，これも，自分のもっている知識を関連づけ，よりもっともらしい説明を

うみ出すことを動機づけるといえよう。」 (p.132)と述べている。つまり，子ども同士のやりとりでは，

その正しさを巡って時間をかけて吟味する中で，知識を関連付け，より良い解を導き出そうとすると

いう，知的好奇心を高め，より深く理解しようとすることを助ける。さらに道田（印刷中 b)は「他者

の話を聴くことで，自分が話すときの参考になり，繰り返すなかで質が高まっていく可能性がある。」

(p. 7) と述べている。話の質が高まるということは，知識の質が高まると言い換えることが可能であ

り，加えて道田（印刷中 b) は，「他者の活動を聞いて自分の活動に取り入れたりできれば，活動の質

は高まっていく。」 (p.10) と述べており，活動の質が高まるということは，対話を通して技能の質が高

まると言い換えることができよう。

また，家庭分野に関していうなら，問題解決的な学習の質を高めることも重要である。現行学習指導

要領（文部科学省， 2008)でも，「第 3 指導計画の作成と内容の取扱い」に「生徒が学習した知識及び

技術を生活に活用できるよう，問題解決的な学習を充実するとともに，家庭や地域社会との連携を図

るようにすること。」とある。中学校学習指導要領解説（技術・家庭編）では，家庭分野の目標の 2番

目に，「家族・家庭や地域における生活の中から間題を見いだして課題を設定し，解決策を構想し，実

践を評価・改善し，考察したことを論理的に表現するなど，これからの生活を展望して課題を解決する

力を養う」（文部科学省， 2016) と，間題解決的な学習がより重要な位置に置かれている。現行学習指

導要領にもあるように，問題解決的な学習を行うことは，習得した知識や技能を活用することであり，

それは知識・技能の質を高めることになる。

以上より本稿では，思考，話し合い，問題解決的な学習，という 3つの観点から，家庭分野における

質の高い知識・技能の習得について検討していく。

4. 授業実践

(1)単元の概要

実践は 2018年 11・12月にかけて4回，公立中学校 l年生 32名を対象に行った。「衣生活と自立」

（東京書籍）について実施した。指導計画は全 15時間であるが，前半7時間を担当した。

第 1時は，手入れをしない制服がどのようになるか予想をたて，付箋紙を用いて班で交流した。

第 2時は，手入れに失敗した衣服を提示し，原因と対策について考える授業を行った。衣服見本をペ

アで見て，表示にどのような情報が記載されているか調べ，班で発表し，手入れ方法を考えた。

第 3時は，表示にあった洗剤を選ぶ授業を行った。 6種類の洗剤を準備し，制服の表示見本と洗剤の

表示見本をペアで見ながら適した洗剤について考えた。答えは代表生徒が発表し，全体で確認した。

第4・5時は，洗濯機を使った洗濯の仕方を理解するために， KP法（川嶋 2013)を中心とした授業

を行った。 KP法とは，「キーワードやイラストなどを書いた何枚かの紙 (KPシート）をホワイトボード

などにマグネットを使って貼りながらプレゼンテーションを行う」 (p.62)方法である。この方法を授

業で活用することで生徒が主体的に活動し，教師が一方的に教え込む授業ではないので，生徒の理解

が深まったり，定着したりする可能性があると考えた。班で役割を決め，自分の担当する内容について

教科書をじっくり読み， 4X3のマス目のある絵コンテシートに下書きをさせ， KPシートにまとめさせ

た。 KPシートは， KP法を構成する一枚一枚の紙の事である。このような時間は，これまでの筆者の授

業ではなかったことだ。道田（印刷中 b)は，「書き方の注意点を児童に考えさせるのは，「授業の中で

考える場を一つ増やす」というだけの効果にはとどまらないように思われる。」 (p.8)と述べており，

思考の場面を設定することで，知識・技能の質を高めることへの手助けとなると考えた。発表方法も伝

わるよう工夫を促し，班で一人ひとり発表した。発表後はよかった点を付箋紙に記入し，対話する場を

設けた。しかし，コメントに対しての対話はほとんどなかった。
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第 6・7時は，洗濯機を使った洗濯の仕方に倣い，それ以外の衣服の手入れの仕方について KP法を

用いて発表する授業を行った。道田（印刷中 b)は「他者の話を聴くことで，自分が話すときの参考に

なり，繰り返すなかで質が高まっていく可能性がある。」 (p.7) と述べており，繰り返しを通して，質

の裔い理解に繋がると考え，本時でも実践に取り入れることにした。実践の詳細は後に記す。

第8時は，冬休み前に出題した課題「洗濯機を使った洗濯の実践 (2回目）」について，前回の実践

で友人からもらったコメントの何に重きを置いた実践になっているか発表し，相互評価する。

第9時~10時は，まつり縫いのやり方について教科書や他人の縫い目と比べ，試行錯誤させる。

第 11~13時は，習得したまつり縫いを活用して「ティッシュボックスカバーづくり」を行う。

第 15時は，単元の振り返りを行う。

(2) 第 6・7時の実際

第6時導入 前時の学習内容と本時の学習を関連付けやすく，さらに参加しやすいように前時の復

習をoxクイズで行い，全員参加することができた。本時のねらい「手入れの方法を調べ，発表するこ

とを通して，理解を深めよう」を全体で確認し，前時の生徒の KPシートから良かったもののコヒ°ーを

配布し，良い点を共有した。前時の学習内容を振り返るだけでなく，道田（印刷中 b)が，「他者の活

動を聞いて自分の活動に取り入れたりできれば，活動の質は高まっていく。」 (p.10)と述べているよう

に，質を高めることをねらった。本時で調べる内容は「アイロンかけ」，「ブラシかけ」，「収納」，「しみ

抜き」の 4点であり，役割を決めてから取り組むよう説明した。

展開 KPシート作成前に，特に伝わること，あらゆる工夫をすることに重点を置くよう説明し，ま

ず下書き（絵コンテ）を書かせた。生徒は教科書を見ながら絵コンテ作成を行うのだが，導入で配布し

た見本を参考にしながら教科書の内容を整理し，絵や記号などを交えて作成した。前回の絵コンテや

KPシートでは，教科書からキーワードをそのまま抜き出す生徒が目立ったが，生徒見本を配布したこ

とで，他者の活動を自分の活動に取り入れ，字の大きさや，文字の配置，絵や記号，ラインを引いて強

調するなど様々な工夫が見られた。他者の活動を共有したことの効果は高かったといえる。

まとめ 本時を振り返り，次時の活動に繋がるよう自己評価させた。

第7時導入 第7時の態度目標を確認し，第 5時の友人へのコメント内容が方法について述べられ

ているものが多かったことを伝え，第 5時の授業で発表内容についてコメントしている 2名の生徒の

付箋をモニターに映し紹介し，コメントの質の向上も図った。さらに，班の中の 1番を紹介してもらう

と伝え，発表を聞くことを意識付けさせてから各班発表に移った。

展開 発表では， KPシートをどのように見せたらわかりやすくなるか考えるなど，見せ方にも工夫

が見られた。発表が終わった班はコメントを書いた付箋紙を交換し，ワークシート（キラキラシート）

に添付させた。方法だけでなく，内容についてのコメントも増え，他者の活動を共有することは効果的

であった。次に，班の中の 1番と，各手入れのポイントは何かを班で話し合わせた。班の中の 1番決め

は対話している様子が見られたが，手入れのポイントに関しては，担当した生徒がほぼ独断で決めて

いる様子があり，対話は多くなかった。

まとめ 班内 1番と，各手入れのポイントについて全体で確認し，本時の気付きや感想を発表した。

(3) 実践の成果

話し合いをすることに不慣れな学級ではあったが， KP法は役割がはっきりしており，自分が何をす

るかが明確で， しかもキーワードやイラスト・記号が焚励されていることから，全員が課題に向き合

い，工夫を凝らしながら，絵コンテや KPシート作成に励んでいた。道田（印刷中 a) は，活発に思考

が行われている学級では往々にして「皆が課題に向き合って考えることが当たり前という雰囲気があ

り，児童生徒が考えることに慣れており，自分なりに考えて発言することは恥ずかしいことではない

という雰囲気がある。」 (p.2) と述べている。今回の授業でも，教科書をじっくりと見ながら思考の整
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理を行っている姿があり，前回の KPシートをより良く改善しようとする工夫が見られ，自分で作成し

た作品 (KPシート）を相手に伝わるよう意識して発表しており，そこには恥ずかしさはほとんど感じ

られなかった。従来の知識伝達型の授業ではない実践となったことは，質の高い知識・技能の習得とい

う点で今後の可能性に繋がるものになったと考える。また，どの教科の授業でも積極的に授業に参加

できない生徒がいたことから，導入時にOXクイズを行ってみた。全員参加することができ，短時間だ

が，毎回皆が同じ間閣に向き合っている時間ができた。さらに，気になる生徒の休み時間中の個人的な

声掛けや，生徒のコメント等を積極的に次の授業に取り入れたことで，授業中の学習意欲が高まり，課

題に向き合う姿を後押ししたと考えられる。また，学習集団としても，第 1時では全体的に着席が遅

く，授業開始が遅れていたが，授業開始時間を意識するよう促したことで，それ以降の授業導入は非常

にスムーズに行えており，学級の授業を受ける姿勢に変容が見られた。

(4) 実践の課題

より深く理解しようと考える場面が設けられず，思考を通した習得という面では課題が残る。思考

を通じて知識や技能を習得するということについて道田（印刷中 b) は，「知識習得の場面も含め授業

の随所に考える場をつくることは重要である。」 (p.2)と述べている。随所に考える場を作るというこ

とは，小さく考える場を設定するということであろう。また，意見を積極的に交流しようとする様子は

見られなかった。対話する時間も確保する必要がある。さらに，間題解決的な学習は，知識・技能の質

を高める方法として有効であるが，今回は問題解決的な学習にするには難しい内容であった。他の単

元で積極的に問題解決的な学習を取り入れてみようと思う。

5. 今後の計画

今回は衣生活に関する授業において，思考する場面を意識した実践を行った。今後は他の内容にお

いても，思考，話し合い，間題解決程な学習を取り入れた授業実践について模索していく。
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