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家庭、技術・家庭科の最終的な目標は、学習が家庭生活の中で生かされることにある。しかし、

家庭を取り巻く環境が変化し、生活の価値観の多様化に伴い、学校で学んだ学習内容が、実際の生

活に必ずしも生かされていない状況が様々な調査から報告されている。 
 本研究会議では、『家庭科の２１世紀プラン』で出された家庭科教育で育成したい能力を基に授

業展開の中で育てたい実践力を明示し、授業の中で生活と結び付けて考える活動を取り入れること

と子どもの情意面に働きかけることを通し、生活者としての実践力を育てていくことができると考

えた。そこで、学習の中で生活を見つめる場面を設定し、情意への働きかけを大切にした授業を行

うことによって、学習した内容を生活の中で実践できる力が育っていることを検証した。その結果、

授業展開の中に家庭実践を位置付けることで、家の人の思いを知り、自分の役割を考え、次への実

践の意欲につながることが明らかになった。自分の生活と学習内容との関連を図るような授業展開

を工夫することにより、実践力の育成につながることもわかった。 

要   約

１ 

 川崎市立有馬小学校教諭（長期研修員）   
２ 

 川崎市立夢見ヶ崎小学校教諭（研修員） 
３ 

 川崎市立中野島中学校教諭 （研修員）   
４ 

 川崎市立犬蔵中学校教諭  （研修員） 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 子どもの現状 

 家庭、技術・家庭科は、家庭生活そのものを主な学習の対象とした教科である。従って、教科の最

終的な目標は、学習したことを実際の家庭生活に生かそうとしたり、生かしたりすることができる子

どもを育成することであるといえる。 
 では、実際の子どもたちはどうであろうか。習ったはずのボタン付けを人に頼む、赤白帽子のゴム

が切れてもそのままでいるなどの姿から、家庭科や技術・家庭科の授業で学習した学びが、なかなか

実生活につながらない実態がある。「児童・生徒の家庭生活の意識・実態と家庭科カリキュラムの構築」１）

の生活・環境、消費、対人関係についての調査結果からも家庭科での学習内容が、実際の生活に生か

されていないことが明らかになったと報告されている。また、田結庄順子氏は学校で習得した内容が、

学習者の日常生活に生かされにくい状況が見られると指摘している。２） 
 現在、科学技術の高度化、情報化の進展等に伴い社会構造が変化している中、家庭を取り巻く環境

も変化し、生活の価値観などが多様になっている。安易に買ったものでお腹を満たす、ぞうきんを買

って持ってくるなどの子どもでも、生活の中の仕事を「やってみたい」「できるようになりたい」とい

う気持ちをもっていることもある。 
そこで、学習内容が自分の生活に結び付いているという実感がもてれば、子どもたちは学習したこ

とを日常生活に生かそうとするのではないかと考えた。 
２ 「生きる力」と家庭、技術・家庭科との関連 

生活が豊かで便利になり、生活行為にかかわらなくても生きていける時代だからこそ、子どもが自

ら考え、生涯にわたって実社会を主体的に生きていくための力、すなわち「生きる力」を育成するこ

とがますます重要となってくると考える。中央教育審議会の答申（平成 15年 10月）では、「生きる
力」を構成する三つの要素として、「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体力」が挙げられている。 
「確かな学力」を家庭、技術・家庭科の中で考えてみると、実生活との関連を図った問題解決的な

学習や基礎的な知識・技能を確実に定着させる学習、生活に生かす意欲や態度の育成を図る学習、実

践的・体験的な学習、個に応じた学習などの工夫改善が求められているといえる。 
「豊かな人間性」については、家庭、技術・家庭科の学習において特に大切にしている要素である

と考える。学習を通して自分と家族、友達、地域の人々とかかわり、新たな考えや異なる考えに気付

き、認識を深めることは多い。このような人とのかかわりからお互いが学び合い、認め合う気持ちや

態度が育つことも期待されている。また、学習したことを実生活に生かそうとするときには、家族を

思い自分の役割を改めて考える良い機会になる。このことは、『家庭科の 21世紀プラン』３）の家庭科
教育において育てたい能力として挙げられている 13項目の一つに、「人間関係を調整する能力を育て
る」という項目があることからもわかる。 
以上のことから、子どもに学習内容が生活に結び付いているという実感をもたせる授業展開の工夫

が必要である。具体的には、人とのかかわりを通して日常生活への関心をもたせたり、生活に生かす

意欲や態度の育成を図る授業展開の工夫をしたりする必要があるといえる。 
 

１）日本家庭科教育学会「児童・生徒の家庭生活の意識・実態と家庭科カリキュラムの構築 
―家庭生活についての全国調査の結果―」    2002 年 p.45 

２）田結庄順子他共著  『生活力を育てる家庭科授業』 梓出版社      1997 年 pp.4-9・p.157 
３）日本家庭科教育学会編著    『 家庭科の 21世紀プラン』  家政教育社     1998 年 p.249 
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３ 研究のねらい  

前述の「主題設定の理由」から、学習内容が生活に結び付いているという実感をもたせる授業展開

の工夫をしていくことで、学習したことを生活の中で生かそうとする力、すなわち実践力（下に定義）

が育つかを検証することとし、次のように研究主題を設定した。 
 
子どもたちに、学習の対象である家庭生活を見つめさせ、学習の必要性を実感させることができる

授業を行い、「生活者」（下に定義）の一人として生活を営む力を育てることが大事であると考え、副

題を次のように設定した。 
 
４ 生活者とは 

生活者とは「自分の私的生活である家庭生活を豊かに営むことを目的に、生活を営む立場にある人」

といわれる。４）また、「学校教育の中で、生活者として発達に大きくかかわる教科は家庭科である。」

ともいわれている。５） 

 そこで、本研究会議では生活者を「生活を営むには、いろいろな人、もの、こととかかわって生活

をしていることがわかり、自分も生活を営む家族の一員であることがわかる者。（わかって行動する

者）」と考えた。授業をするに当たって、直接「生活者」という言葉を使わなくても、様々な生活場面

で意思決定、判断している自分がいることに気付かせるようにすることを大事にした。 

５ 実践力とは 

小学校家庭科、中学校技術・家庭科の教科目標に「実践的な態度を育てる」６）とある。佐藤・川上、

鶴田氏は、「家庭科の性格としては、その独自性として、実践的・体験的に人間教育を行うというとこ

ろに、その一面を見ることができる。・・・実践的とは、単に体や頭をつかって行動したり、実際に何

かをつくったりすることのみでなく、それを教室でない各児童の実生活の中で行うことを意味する。」７）

「実践的な学習とは、実際生活の中で、自分の考えに基づいて、行動しながら学ぶこと」８）と述べて

いる。 

これらのように実践的な態度というと、実生活の中で実際に行動に移すこと、やってみることとと

らえることが多いが、武藤氏は、「実践的な態度を育てる」とは「行動できるような能力をつくること

をめざす」ことも含めてとらえている。９） 

そこで、本研究会議でも、教科の目標にある「実践的な態度を育てる」ことを「実践力を育てる」

ことと考えることにした。また、実践力はその題材の学習が終わったときに身に付くものではなく、

学習の過程でも育っていくものと考え、次のように実践力を定義した。 

 

「実践力とは、学んだことを生かし、生活者として家庭生活を自分なりによりよい方向に変えようと

したり、変えたりする力」 

 
 
４） 武藤八恵子他共著   『テキスト家庭科教育』                            2000 年 p.177 
５） 前掲載 日本家庭科教育学会編著                     1998 年 p.37 
６）『小学校学習指導要領解説―家庭編―』『中学校学習指導要領解説―技術・家庭編―』文部省      1999 年  p.11,10 
７） 佐藤文子・川上雅子共著『家庭科教育法』          高陵社書店  2001 年  p.68  
８） 家庭科教育実践講座刊行会『アセット家庭科教育実践講座 第 1巻 
   21世紀を生きる子どもを育てる新しい時代の家庭科教育』  ニチブン    1998 年 ｐ.93 
９） 武藤八恵子著      『家庭科教育再考』             家政教育社     1998 年 ｐ.100 

研究主題  生活者としての実践力を育てる 家庭、技術・家庭科の学習 

副題      自分の生活を見つめ，生活に生かそうとする授業展開の追究 
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Ⅱ 研究の内容 

1 仮説 

研究主題の設定の理由を受け、仮説を次のように設定した。 
 
 
 
２ 生活を見つめることと実践力   

家庭生活を学習の対象とした家庭、技術・家庭科であるが、学習者である子どもたちは、家庭の仕

事を経験することが少なく、家庭生活を意識しないまま日常生活を過ごしていることが多い。また、

子どもたちの生活実態として、生活体験が少なく人間関係を結ぶ能力が低いことや生活者としての存

在感が薄く、全体的に生きる力の弱いことが報告されている。10)  

そこで、子どもたちに自分も生活者であることに気付かせるためには、授業展開の中で生活を見つ

めさせることが大事であると考えた。「生活を見つめる」とは、 

・家でどのようなことが行われているかを見ること     ・なぜそのような行為をするのか理由を尋ねること 

・自分の家で行われていることを語ることができること   ・他の家の事を聞き、自分の家との相違に気付くこと 

・生活への有効性を考えること                 ・何気ない生活行為の意味を考えること 

つまり、学習を生活と結び付けて考えることができる姿である。 

生活を見つめ「自分の家では・・自分は・・」と家庭生活をイメージしながら学習していくことで、

「自分の家でもできるかな」「家族のためにできることはないかな？」と思い描き、実践に結び付いて

いくと考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情意に働きかけることと実践力 

実践力の基となるものには、「必要な能力（工夫する力と技能、知識）とそして、やろうとする意欲

が必要である。」11)ということから、単に「わかった」「できるようになった」だけでは実践できるよ

うにはならず、そこに「やってみよう」という意欲がないと、実践しようとすることにはつながらな

いと考える。 

本研究会議でいう「情意に働きかける」とは、生活への関心や意欲を喚起する、意欲の持続や向上

を図るようにするという「やろうとする意欲に働きかける」だけでなく、家庭生活に関する仕事に関

して、自分にもできるという自信やうれしいという実感をもたせたり、自分も、家族をはじめ「人の

役に立ってよかった」という気持ちや有能感をもたせたりすることも含めている。 

 

10)内藤道子他共著 『生活の自立と創造を育む家庭科教育』 家政教育社   2000 年 p.44-46 
11)岡 陽子    「初等教育資料 平成 16年 10月号」 東洋館出版社    2004 年 p.59 
 

また、本研究会議で学習前に行った「衣生活に

関する実態調査」（中学１年生 134 名)からは、家庭

生活をよく見つめている（＝家の人の仕事を見たこと

がある）子どもは、手入れや補修をした経験（＝家

庭実践）が多いという結果が出ている。このこと

からも、生活を見つめさせることで、実践力が育

つようになると考えることができる。（図１） 

図１ 家での経験（手入れや補修）と生活の見つめ

次のような授業展開を工夫することにより、実践力が育つようになる。 
・常に、学習と自分の生活とを結び付けて「生活を見つめること」を大事にする。 
・子どもの情意に働きかける。  

（個）

（
個
）
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図２ 実践的態度の育成とは（武藤八恵子氏による）

武藤八恵子氏も、「自信、価値観、意欲という心

の動き（情意）にも授業で働きかけることが『実

践的態度の育成』、すなわち『行動できるような能

力を作る』ことにつながるのではないだろうか」

と述べ、実践的態度の育成として図に表している。

12)（図２） 

また、ほめる、励ます、認めるなどの指導方法

は、自己効力感を高め、学習動機を強化し、感じ

取る力を鋭くするという。13)このことからも、

情意に働きかけることが実践力の育成につなが

ると考えた。 

４ 実践力の内容 

本研究会議で

実践力について

考える際に、『家

庭科の 21 世紀

プラン』14)に示

されている「家

庭科で育てよう

とする能力」の

13 項目の中か

ら、「生活問題解

決の実践的能

力」「生活に関す

る意思決定能

力」「人間関係を

調整する能力」

「生活環境をよ

いものにする能

力」に着目した。

そして、家庭科

で育てたい実践

力の内容を考え、

構想図の中に組

み入れた。 

（図３） 

 
12）前掲載 武藤八恵子著                家政教育社      1998 年 pp.99-100  
13）「豊かな学力の確かな育成に向けて」        ベネッセ教育総研    2003 年 p.135 
14）前掲載       日本家庭科教育学会編著               1998 年  p.249 

 

図３ 家庭科で育てたい実践力の内容と実践力を育てる授業展開の構想図 
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相談する（友達、先生など） 

課題を解決するために主体的に活動する 

家庭で話題に 
する、相談する

家族のためにで

きることをしよ

うとする 

活動を見合い、評価する 

家族の思いを考える 

情報をキャッチする 

新たな気付き、発見をする 

生活行為の意味を考える 

実践を振り返り、次の実践を考える 

友達と情報交換する 

自分にできることを

しようとする 

・生活の失敗や
困ったこと 

・自分の○○生
活調べ、振り
返り 

・本物との出会
い 

・五感に訴える
体験（味わう・触
れるなど） 

・インパクトの
ある提示 

価値観

自 信

〈家庭において〉

育てたい実践力 
〈学校において〉 
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５ 研究の方法 

（１）文献、先行研究から研究主題、内容にかかわる資料収集 

 「生活者」「実践力」などの言葉や今までの実践から、授業展開の工夫などを探る。 

（２）研究の構想 

 仮説に基づき、実践力を育てる授業展開を構想する。（図３） 

（３）仮説の検証 

授業実践を通して、実践力を育てるための授業展開の工夫が適切であるかを、実践力に差があると

思われる子どもを抽出して検証、分析、考察する。授業の記録、分析にはストップモーション方式(授

業ビデオの再生を止めながら、教師の教授行為や子どもの発言など授業のあらゆる側面について議論

する方法、以下 SM と記述)を用いる。子どもに実践力が育っているかの見取りは、SM 方式による授業

分析、ワークシートの記述、家の人からの情報、アンケートから行うことにした。技術分野に関して

は、ものづくりにおいて育てたい実践力を明示し、実態調査を行うこととした。 

（４）研究の対象 

①実施対象    技術・家庭科家庭分野１学年  家庭科５学年  技術・家庭科技術分野３学年 

②検証授業の期日 

〈技術・家庭科家庭分野〉    第１回７/９（金）  第２回１２/３（金） 

〈家庭科〉 第１回９/３（金） 第２回９/２８（火） 第３回１０/１３（水） 第４回１１/１６（火） 

〈技術・家庭科技術分野〉実態調査を１１月に実施    

６ 検証授業 

（１）技術・家庭科家庭分野 題材名「Ｌｅｔ’ｓ Ｔｒｙ 衣生活」 

①検証対象 

 川崎市Ａ中学校１学年Ａ組３５名。衣生活に関する実態調査や普段の教師との会話などで把握して

いる実態から、家の仕事はよくやっており、衣生活に対する意識もあると思われるＡさん、衣生活に

対する意識が低く、家庭でもあまり仕事をしないと思われるＢさん、学校で学んだことを、きっかけ

があれば実行しようとするタイプの C さんを着目生徒として選んだ。 

②本題材に関する生徒の実態 

学習を構想するに当たり、衣生活に対する子どもたちの実態を知るため「衣服の着用」「衣服の手入

れや補修、収納」「衣服の購入」について、中学１年生（134 名）に質問紙による調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【衣服の着用について】特に何も考えないと答えている子どもが 20％いたことは、学習活動で着用

について考えることにポイントを置く必要があると考えた。（ｐ.119 の図５） 

【衣服の手入れや補修について】経験の少ない

ものは、しみ抜き・並縫い・まつり縫い・ミシン

での補修・スナップ付けであり、どれも全体の

10％に満たない。家庭で未経験の子どもは、やっ

てみたいがやり方がわからない、上手にできない

からという理由を挙げていた。ボタンが取れても

自分で付けない理由も同じであった。（図４）こ

れらのことから、実践・体験を通して自信がつく

ような情意への働きかけが必要であると考えた。

図４ ボタンを自分で付けない理由 

玉止め、玉結び
が面倒
7%

付ける必要がな
い
7%

針が面倒
6%

上手にできない
34%付け方がわから

ない
10%

時間がない
11%

誰かがやってく
れる
19%

付けなくても平気
3%

その他
3%
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③題材計画 

授業展開の視点 
活動の流れ（１５時間） 

生活を見つめる視点（○）と情意への働きかけの手立て（☆）

育てたい実践力（◇）と 
具体的な子どもの姿の例 

（１）自分の衣生活を見つめよう （１時間） 

・小学校の学習や生活経験から、衣生活

とは何かをつかむ。 

・衣生活について、自分の知りたいことわ

からないこと、困っていること等につい

て考えこれからの学習の見通しをもつ。 

☆イメージマップを書いたり、友達との意見

交流をしたりする。 

 

○イメージマップに表すことにより、自分の

衣生活に目を向ける。 

 

◇自分のできること、できないことがわ

かり、自分に合った願いをもつ力 

◇自分の家庭生活を見つめ考える力 

◇自分の生活の中から疑問や問題点を感じ取る力 

衣生活って何？こんなことも入るんだ。知らな

いことがある。やったことない。（ワークシート）

（２）自分らしく上手に衣服を着こなそう

（５時間） 

個性を生かした着用の工夫 （2 時間） 

・自分の着方に対するこだわりをワーク

シートに作成する。 

 

 

（見直し後の計画） 

・街の人や家の人の着方をウォッチングする。 

・ウォッチングした着方と自分の着方、友達の着

方を比べ衣服の着用について考えを深める。 

☆自分の着方の記録を取り、（デジタルカメ

ラ）ワークシートにする。 

 

 

 

 

 

（見直し後） 

☆家の人や街の人のウォッチングをする。 

 

◇自分の家庭生活を見つめ考える力 

私のこだわりの着方は、・・。 

 

 

 

 

 

 

 

◇家庭、家族から情報を得る力 

（ワークシート、アンケート） 

目的に応じた衣服の選択と着用    （1 時間） 

・同じ服でも着こなしによって印象が違 

うことを知り、目的に応じた着こなし 

や衣服の選択が必要なことを知る。 

☆同一人物が違う着こなし（制服）をした写

真を提示する。 

 

○今日の学習を生活に生かすとしたらどんな

ことかを考える。 

◇キャッチした情報の中から自分の生活

に生かせそうなことを考える力 

着こなしで～に気を付けよう 

◇生活行為の意味を考える力 

着方によって印象が変わる。 

衣服の機能を考えよう 

・衣服と社会生活とのかかわりに 

ついて考える。    （1 時間） 

☆いろいろな種類の服装から受ける印象や社

会生活の中でのイメージを取り上げる。 

○自分の身の回りの生活と衣服のかかわりを考え、衣

服の着方のきまりや社会生活上の機能を知る。 

◇新たな気付き、発見をする力 

警察官の服は、～な感じがするけど～な

働きもあるんだ。 

※夏休みの実践 

 

☆家族の励ましの言葉や賞賛をもらう。 

（家庭に協力を呼びかける。） 

○衣生活に関して、できること・できそうな

ことに挑戦する。 

 

◇家族のためにできることをしようとする力 

自分もやればできる。やることはいいこと。 

◇家族の思いを考える力 

こんなことをいつもやっているんだ。今度からは・・

◇新たな気付き、発見をする力 

やってみたら大変だった。（ワークシート） 

衣服の計画的な活用の工夫と 

日常着の選択（購入）（1 時間） 

・ワードローブ点検（秋・冬編） 

・日常着の必要性に気付き、衣服を計画 

的に活用するための方法について考 

える。 

・表示の意味や見方を知る。 

☆秋冬の衣替えに向けて、手持ちの洋服を点

検する。 

 

○家族から、子どもの洋服を購入する時に気

にかけていることを聞く。 

◇キャッチした情報の中から自分の生活

に生かせそうなことを考える力 

今度買うときには、～を見て買おう。 

◇家庭、家族から情報を得る力 

服を買うときに、どんなことに気を付けてるの？ 

◇学んだことを基に生活に生かす力 

買うときに、～を見たよ。（ワークシート、アンケート）

（３）衣服の手入れに挑戦しよう 

（７時間） 

手入れの課題を見付けよう （1 時間） 

・衣生活のイメージマップや実態調査、夏休みの 

実践から衣服の手入れに関して、なぜ、どうし 

て、もっと上手にできるようになりたい、知り 

たい、困っていることなどを基に追究したい課

題を見付ける。 

○夏休みの実践や今までの学習、自分の家庭

生活の見つめなどから、衣服の手入れに関

して、自分ができるようになりたいこと、

知りたいこと、もっと上手になりたいこと、

やってみたいことなどを考え、課題を見付

ける。 

 

◇自分の生活の中から疑問や問題点を感

じ取る力 

何で洗濯物を分けて洗うんだろう。 

◇自分のできること、できないことがわ

かり、自分に合った願いをもつ力 

アイロンを上手にかけることができるようになりたい。

◇自分の課題を見付ける力 

～について調べたい。 

課題追究の計画を立てよう 

          （1 時間） 

・課題を調べ追究していくための具体的 

な計画を立て学習の見通しをもつ。 

☆同じような課題の友達と課題解決に向け相

談する。 

 

◇課題を解決する方法を考える力 

どんな方法で調べられるかな。 

◇課題を解決するために人に相談する力

～について～を調べたいのだけど・・。

自分の課題を追究しよう 

          （４時間） 

・個人、またはグループで問題解決的な

学習活動を通して課題追究をする。 

 

☆課題追究をする中で、情報コーナーを設け、

活動の進み具合がわかるようにする。 

 

◇自分の課題に対して予想する力 

たぶん、こうなるだろう。 

◇課題を解決するために主体的に活動する力 

◇情報をキャッチする力 

私が調べたいことに関係するのは、・・。

手入れのコツを伝え合おう （1 時間） 

・知り得たことを情報交換し、自分の生

活に生かせそうなことを考える。 

☆課題追究から得た情報や結果を発信する。

○情報交換の中から、知り得たことと自分の生

活とを結び付け、生かせそうなことを考える。

◇キャッチした情報の中から、自分の家で生

かせそうなことを考える力（ワークシート）

こうすればいい。なるほど！わかった.やれそう。いいね。

（４）自分の生活に生かそう （２時間） 

・今までの学習を振り返り、今の衣生活 

に生かすことができそうなことを考 

え、家庭実践する計画を立てる。 

・家庭実践を行う。（期間を設ける） 

・実践の報告をする。 

○今までのワークシートを振り返り、今の自

分の生活に必要なことや家族のニーズなど

を考え、家庭実践する課題を見付ける。 

☆家族の励ましの言葉や賞賛をもらう。 

☆家庭実践の報告に、友達や先生からの賞賛、

励ましをもらう。 

◇家族のためにできることをしようとす

る力（実践する） 

◇キャッチした情報の中から自分の家で

生かせそうなことを考える力 

※冬休みの実践 ☆○夏休みの実践の欄に同じ ◇夏休みの実践の欄に同じ 

・着方に対するこだわりを友達と意見交
流し、衣服の着用について考えを深める。 

☆班で意見交流をする。メッセージ交換

をする。 

○自分の衣服の着用に対するこだわりに

気付く。

◇友達と情報交換する力 

組み合わせがいい。結構いい着方なんだ。

◇キャッチした情報の中から、自分の

生活に生かせそうなことを考える力

これからは、～も考えて着てみよう。
◇生活行為の意味を考える力 
そんなことも考えて着るんだ。 
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④授業実践と考察（3/15 時間め） 

本
時
の
目
標 

・友達とのかかわりを通し、自分の服装につ 

いて見直し、個性を生かす着用の仕方を考 

えることができる。 

・衣服は自分を表現する一つの方法であるこ 

とを知る。 

本
時
の
展
開 

１．自分の着用について、班の中で発表する。 

２．友達の発表を聞きながら、その人らしさを見つけ、メモをし、メッセージカードに書く。 

３．各班で出された着方についてのこだわりを出し合い、個性的な着用について考える。

４．同じ人でも着方の違いでどんな印象になるかを考える。 

５．学習を振り返り、友達にメッセージカードを渡し感想を書く。 

 
ストップモーション方式による授業分析 ストップモーション方式（SM）による授業記録の抜粋

   は、着目生徒の発言 情意への働きかけの手立て（☆） 育てたい実践力（◇） 
班の中での発表、意見交換になる。Aさんの班で 

 

 

 

 

Bさんの班で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２５分後） 

 

 

Cさんの班で 

 

 

各班を回りながら、説明を繰り返している。あなたたちのこだわ

りを書いてください。（机間指導しながら）  2 班が黒板に貼

りに行く。その後、他の班も続けて貼り始める。➠SM⑩ 

（４９分後） 

 

 

「先生、具体的に書いてあげるの？」 

具体的に書いてあげてください。だれから、だれかも書いてください。

（どの班も集中して書いている。）➠SM⑮ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・・もう１回書くポイントを整理するよ。お互いに恥ずかし

いかもしれないけど、授業なので見せ合いながら、見ながら

学ぶってすごく大事なことなのでね。自分の着ている洋服、

他の人とまったく同じというのはないから、自分と他の人と

の違いはどこか、色の使い方だったり・・・・こんなところ

は私もまねできそうとか、工夫できそうといったところをア

ドバイスすればいいです・・・・。そういう視点でもう１回

友達のを見せてもらってください。（１５分後）➠SM⑥ 

 
授業者が班活動にストップをかけたのは、子どもたちが見せ

合うことに抵抗を感じていたのを見て取ったからである。本

時は、この見せ合うことができないと授業が進まない。また、

A さんの班のように、こだわりを発表するだけで話し合いが
深まっていないところもあった。逆に見せ合うだけで意見交

換なしの活動になりそうな班もあった。ワークシートを回し

ながらメッセージカードを書く方法もあったが、友達とかか

わる授業を考えたときに自分からの発信も必要だと考え意見

交流にした。☆班で意見交流をする◇友達と情報交換する力

  ＳＭ⑥ 見せ合うことに抵抗があった 
S さん「この服を選んだ理由はよく・・し動きやすいし涼し
いし、今の季節に合っているし、小学生ぽいけど 自分のお

気に入りだから。洋服を選ぶときに困ってしまうことは、ち

ょっとしみや汚れがあることです。」 
Aさん「へー、しみとかあるのかよ。」えへっ（笑いながら発
表に入る、ワークシートの顔の部分は手で隠している。） 

ジャンケンで負けた Bさんが１番目の発表者になる。あわて
て、前時のプリントを手に持ち眺めてる。 
「いちば～ん・・。（すごく困った様子）」「なんて言うの？」

「ね、なんて言うの？」「普通に言うの」「普通に言うの。」「洋

服を選んだ理由は。なぜ、選んだか。」「班の中でやるんでし

ょ。」落ち着かない感じ「エーと、発表するよ。」「ぼくの・・」

プリントを顔の前に持っていき、発表している。 
「見えないし」ちらりとプリントを見せる。「え、もうやって

んの。」「見せんのやだ。えーっ。」  

・・終わった班の人は次の作業をします。・・班の中で同じよ

うに考えていたこと、共通して、こだわりとしてでてきたこ

とを白い紙（提示しながら）に書いてください。・・。終わっ

たら前（黒板）に貼っていってください。」➠SM⑧

 

お互いの着方に関しての感想交流で、メッセージを書き友達

に渡す、班の話し合いで出てきた着方に関するこだわりの言

葉をフラッシュカードに書くという２つの作業があった。指

導案では友達にメッセージを書き、早く書けた子どもにフラ

ッシュカードを書かせる流れであったが、話し合いに深まり

が見られなかったので、活動を入れ換えて授業をしている。

本時を受けて、話し合いの雰囲気づくりから入るように、授

業者は他のクラスでは実際に活動を入れ換えた。すると、出

てきたおもしろいこだわりについて聞いたり話し合ったりす

ることができたとのことであった。◇友達と情報交換する力

  ＳＭ⑧書く作業をどこにもってくるか 

説明を聞いているが、この後の班の会話からもわかるように

何をするのか、つかめていない。 
「この紙いらないよね。」「何書くの？」 

 
本時の活動では、各班から着方のこだわりが出され、全体で

共有化し、そのこだわりが自分らしさになるということを押

さえるために貼らせた。時間がなく、出てきたこだわりにつ

いて深く聞いたり、意見を交わしたり話し合うことができな

かった。（例えば、８班から「目立たない」というカードが提

示されているが触れられていない。）他の班との情報交換には

一目でわかる方法だった。しかし、書くことに必要以上に余

計な神経を使う中学生の実態があった。（ペンの色、だれが書

くか、丁寧さなど）書いて貼るまでの活動に５分以上使って

いる。貼ったことを生かして、話し合うなどの活動に重きを

置く学習の流れであったら、貼ることも有効であったと思わ

れる。             ◇友達と情報交換する力

   ＳＭ⑩カードを書いて貼らせる意義は？ 

今日、いろいろな人の話を聞いてメモしてくれたことを基に

もう１回振り返って、この人のこんなところがいいなという

ところ、私と違っててよかったですという感じたことを友達

にメッセージにして伝えて欲しいの。 

 
本時の授業の最初で子どもたちは、すぐ書ける状態になって

いたのではないか。前時のワークシートを見た段階で書ける

ようになっていたのであろう。ということは、デジカメで撮

った映像を個人のワークシートにしたことは、子どもたちに

とってとても印象に残るものであったということである。絵

で描いたり、ファッションショーをしたりすることよりも、

よりリアルで後に残るもので活用できるとうことである。で

は、友達に書くという活動はこの位置でよいのであろうか。

全体でまとめて個に戻っている。この点についても再考する

必要がある。☆メッセージ交換をする◇友達と情報交換する力

   ＳＭ⑮ 友達へのメッセージをすぐ書けたのは？
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○考察 

【情意への働きかけと実践力（友達と情報交換する力）（生活行為の意味を考える力）】 
ここでの情意への働きかけは、着方に対する関心、意欲を喚起することであり、手立てとして着方

に関して友達と意見交流をしたり、メッセージを交換したりする方法をとった。Ａさんは、班の話し

合いの中で、こだわりの服にしみが付いてしまって困っている友達の話を聞き、自分の衣生活を具体

的にイメージして考えていることがワークシートから読み取れる。夏休みの実践でも、「しみ抜き」を

テーマに比較実験している。理由は、普段からよく洋服にしみを付け、家の人に注意されることが多

いので、どの程度しみ抜きの効果があるか調べてみたかったからとある。日ごろの思いと班の友達と

の情報交換が、実践に結び付いた例であると考える。Ｃさんは、メッセージカードをもらって思わず

にっこりしていた。学習したことで自分の着方について考えるようになり、これからの生活に生かそ

うとしていることがワークシートから読み取ることができる。 

このような手立ては、Aさんや Cさんのようなタイプ(ｐ.116参照)の子どもにとっては、自分の着方に

対する自信をもち、これからの着用に対して前向きな考えをもつために役立ったと考える。B さんの
ようなタイプは情意に働きかけるだけでは、情報交換する力や生活行為の意味を考える力までには至

らないといえる。（表２）しかし、学年全体で見ると、着用時に気にかけることが「何も考えない」が

ほとんどなくなったこと（図５）やアンケート結果（図６）から、このような手立ては着方に対する関

心、意欲を喚起するために有効であったと考える。 
 
 
 
 
ず 
 
 
                                 

 
一方、より意見交流にスムーズに取り

組むために、他の人の着方を見つめる時間を設けるなどのいくつかの方策が必要なことも見えてきた。 
【生活を見つめることと実践力（自分の生活に生かせそうなことを考える力）】 
 
 

A さん B さん C さん

も
ら
っ
た 

メ
ッ
セ
ー
ジ 

上下色があってい

た（かなりイケてい

た） 

上下の服の組み合わせがいい

と思った。ポケットはあったほう

がいいけど、ないのもいいかも

ね。上の服は黒ではなく白の方

がいいと思う。いい組み合わせ

をすればもっと格好よくなる 

黒が男っぽくてよい。

組み合わせ方がい

い。上下とも格好い

い。 

授
業
を 

振
り
返
っ
て 

何気格好をほめら

れてうれしかった。

私も人のことをほめ

たい。 

みんないい服だった。 

班で話し合っていろ

いろなことがわかって

よかった。 

生
活
へ
の 

有
効
性 

服に汚れが付いていない

か、ほころんでいないか考

えるようになった。季節に

合っているけどかわいく、

しみが付いたら隠すように

コーディネイトしたい。 

ない 

上下の色が合うよう

に、涼しい服を着るよ

うになった。ボタン付

けも習ったのでやり

たい。 

   項    目 記述された回数 

動きやすさ 4 
着やすさ 1 
組み合わせ（小物、上下など） 10 
色 11 
補修（縫う、ボタン付け、汚れ、リフォーム） 7 
季節に合った着用 12 
TPOを考える 3 
人にいい印象を与える着用 3 
清潔感 2 
自分らしさ（好み） 4 
流行 1 
おしゃれ、着ることを楽しむ 2 
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何
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い

そ

の
他

学習前

学習後

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

６．メッセージ：生活に生かそう有効

５．メッセージ：着方に自信がつく

４．メッセージ：着方のよいところわかる

３．生活を生かすことを考えるのに有効

２．着用に対する考えの変容

１．着用に対する関心の高まり

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

生活を見つめる視点として、キャッチした情報の中から自分の生活に生かせそうなことを考え、

ワークシートに記述するようにした。記述されたものを整理すると、衣服の着用に関して押さえた

い基礎・基本について記述されていることがわかる。（表１）

表 1 生活に生かせそうなこと（着用の学習後）

表 2 着目生徒の着方に対する見方、考え方の変容 

図６ 着方の学習をグループで意見交流して（学習後）
図５ 着用時に気にかけること 
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（２）小学校家庭科 題材名「気持ちよく着よう わたしの衣服」（第５学年） 

①検証対象 

 川崎市立Ａ小学校５学年Ａ組２８名 

②本題材に関する児童の実態 

  

 

 

 

 

 

 

③題材計画 

授業展開の視点 
活動の流れ（１０時間） 

生活を見つめる視点（○）と情意への働きかけの手立て（☆）

育てたい実践力（◇）と 

具体的な子どもの姿 

 
 
 
出 
 
 
 
 

（１）軍手を洗おう（１時間） 

・除草作業で使った自分の軍手を 

ペアで洗う。 

・洗っているときに感じたこと、

気付いたこと等をメモする。 

・家の人の洗たくの工夫（コツ、 

裏技、失敗談など）について調 

べる。（家庭で） 

☆友達とペアを組み軍手の洗い方を

見合う。 

 

○家の人の洗たくの工夫について、

家で調べてくる。 

◇自分の生活の中から疑問や問題点

を感じ取る力 

何でかな？どうして？どうやるのか

な？何でそんなことするの？ 

できるようになりたいな（ワークシート）

◇家庭、家族から情報を得る力 

そんなことやっていたんだ。 

どうしてそんなことするの（ワークシート）

（２）自分の衣服の着方を考えよ 

う（１時間） 

・季節や生活に合わせたいろいろ

な着方があることを知る。 

・場面に応じた自分の着方をワー

クシートに表現する。 

☆ファッションショーをする。 

 

○自分の衣服の着方を表現すること

で、衣生活を見つめる。衣服の着方

を意識する。 

◇生活行為の意味を考える力 

そうなんだ。 

だから、～を着るんだね。 

こういうときは、～を着るんだ 

 

（発言、ワークシート） 

会 
 
 
 
 
 

う 
 
 

（３）気持ちよく衣服を着るため

の工夫を知ろう （１時間） 

・気持ちよく着るために、自分で

できること、家の人がやってい

ることについて考える。 

・見えない汚れを見ることによ

り、洗たくの必要性を知る。 

☆見えない汚れを見えるようにする。

（ニンヒドリンによる実験） 

 

○衣服を気持ちよく着るために必要

なこと、できることを、自分の経験

や生活を基に話し合う。 

◇新たな気付き、発見をする力 

汚れていないようでも、汚れているんだ！

洗たくって大事なんだな。 

◇家庭で話題にする力 

今日、学校でね・・。 

見えない汚れがあるんだって。 

 

（ワークシート、発言） 

 

つ 
か
む 
・ 
見 
通 
す 
 

 

（４）洗たくについて自分の課題

を見付けよう 

         （２時間） 

 

 

 

 

 

・自分が調べたい課題を解決する

実験計画を立てる。 

・課題ごとにグループをつくり、

実験方法を考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆課題ごとにグループをつくること

で、実験方法や条件のそろえ方など

を教え合う。 

 

 

 

 

 

 

 

◇課題を解決する方法を考える力 

条件をどう変えればいいのかな？ 

◇自分の課題に対して予想する力 

（生活経験と結び付けて） 

～だから、こうなんだと思う。 

◇課題を解決するために人に相談する力 

こんなことを比べてみたいけど、ここは 
どうしたらいいかな？ 
◇家庭で話題にする力 
今、学校でね・・。 
（ワークシート、発言、聞き取り）

図７ 家庭での衣生活に対する経験 

衣生活について、家での経験を尋ねる

と洗たくの手洗いは、半数の子は経験が

あり、できると答えている。（図７） 

そこで、題材との出会いとして、まず

は手洗いを自由に体験させてみること

にした。着目児童として手洗いの洗たく

を経験しているＤ児を選んだ。 

・軍手洗いの経験や家の洗たく 

 の工夫を情報交換しながら、 

 自分が調べたい課題を考え 

る。 

☆それぞれの家の洗たくの
工夫を、プリントの一覧を
利用して情報交換する。 
 
☆軍手洗いのビデオ（編集し
たもの）を見る。 
 

○お互いの家の洗たくの工
夫の違いから、自分の家の
洗たくについて見直す。 

◇友達と情報交換する力 
うちは、こうだよ。違うね。同じだね。

◇課題を見付ける力 
どうしてかな。～だから、これについて

調べてみよう。本当かな？ 

2

4
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ボタン付け
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や 

っ 

て 

み 

る 

（５）課題を確かめてみよう 

（４時間） 

自分の課題に合った実験をしよう 

（１時間） 

・実験計画にそって実験をする。 

・結果や気付いたこと、わかった

こと、考えたことなどをワーク

シートにまとめる。 

☆グループで実験することにより、助

け合ったり声をかけ合ったりする。

 

☆実験をして気付いたことなどをメ

モする。 

 

◇課題を解決すために主体的に活動

する力 

こうするんだよ。 

こうするといいのでは？ 

◇新たな気付き、発見をする力 

なるほど、そうだったんだ！ 

わかったよ！ 

だから～なんだ  

こうすればいいんだ！ 

～だからだろうな。 

（観察、ワークシート）

実験結果を情報交換しよう 

   （２時間） 

・実験からわかったことをグルー

プでまとめる。 

・わかったことを情報交換する。 

・一人でチャレンジの計画を立て

る。 

☆実験からわかったことや学んだこ

とを、みんなにアピールする。 

 

○情報交換の中から知り得たことと、

自分の生活とを結び付け、生かせそ

うなことを考える。 

◇友達と情報交換する力 

なるほど そうだったんだ 

だから～なんだ 

◇キャッチした情報の中から、自分の

家で生かせそうなことを考える力 

これならできそう、やれそう。 

それ、いいね。～してみよう。 

         （ワークシート）

ま 

と 

め 

る
・
振 

り 

返 

る 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※家庭実践をする。 

 

☆家族の励ましの言葉や賞賛をもら

う。 

（家庭に協力を呼びかける。） 

○自分の家庭生活と向き合う。 

◇家族のためにできることをしよう

とする力（実践する力） 

家族の役に立ってうれしい。 

いいことなんだ。やれば、できるん

だ。 

これからも、やってみよう。 

（ワークシート、家の人からのメッ

セージ） 生 

か 

す 

（６）学習のまとめをしよう 

（１時間） 

・実践報告や今までの学習を振り 

返り、わかったこと、家でやっ 

ていること、気を付けたいこと 

これからやりたいことなどを 

まとめる。 

☆家庭実践の報告に、友達や先生から

メッセージをもらう。 

 

○自分の家庭生活をイメージして（家

族のニーズなども考え生活に生か

せそうなこと、生かすこと）情報交

換する。 

◇キャッチした情報の中から、自分の

家で生かせそうなことを考える力 

そんなことも、できるんだ。 

こんどやってみようかな。 

続けてみよう。 

◇実践を振り返り、次の実践を考え

る力 

今度は、こんなことをしてみよう。

（ワークシート） 

④授業実践と考察（9/10 時間め） 

本
時
の
目
標 

計画に従い、ペアでお互いの実習を見合

いながら手洗いを中心にした洗たく実習

をする。 

本
時
の
展
開 

１．手洗いによる洗たくの手順を確認する。

２．ペアを組み、洗たく実習をする。 

（お互いに、実習を見合う） 

３．洗たく実習を振り返る。 

 

ひとりで洗たくにチャレン
ジしよう    （１時間） 
・みんなで試した「洗たくの工

夫」を生かして洗たくをする。 

        （ペア学習） 

・家庭実践の計画を立てる 

☆ペア学習でお互いの洗たく
の仕方を見合い、評価する。

 
○学習したことを基に、家で
やるとしたら、自分でどん
なことができるかを考え
る。 

◇お互いの活動を見合い、評
価する力 

～さん、こんなところが上手だね。

ここをこうすると、もっといいと 

思うよ。 

◇自分の家で生かせそうなこ
とを考える力 

これならできそう、やれそう 

◇家族の思いを考える力 
こうすると、いいな。こんなことが、

できるんだ。うちの人が、喜ぶだろう。
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ストップモーション方式による授業分析 ストップモーション（SM）方式による授業記録の抜粋 
情意への働きかけの手立て（☆） 育てたい実践力（◇） 

（10分後）ペア学習で活動に入る 
洗たく板や洗いおけを取りにいく子ども、流しに向かう子どもな

どそれぞれ活動に入る。教師は、個別に支援をするためにいろい

ろなところを回る。プリントへの書き方の補足もしている。 
「最初どっちが、洗たくする？」 
リットルますで、水の量を図り、洗いおけに取っている。「やばい、

水が浅いかもしれない。」➠SM④ 
 
そろそろ、後半の子が活動に入り始める。（２５分） 
「Ｍさんは、すごく泡が立っていてずるい。」➠SM⑥ 
どのくらい洗剤を入れたか、ペアの人に聞いてみよう。どうだった？ 
「洗剤量、ちゃんとできていた？」と聞くと、ペアの O さんは、
しっかり量っていたと答えている。 
洗い終わったペアに対して「きれいにできたねぇ。」と声をかけている。➠SM⑦
洗たく板を洗いおけに斜めに立てかけて、靴下をこすり洗ってい

る子。メッセージカードを手に、友達の活動を見ている。 
 
「水の量、量ったの？」ペアの子は、洗たく物を友達に持ってい

てもらい、水の量を量り直す。 
水を入れるときに、水の勢いで洗剤が洗いおけから出てしまった。

「洗剤が、一気にこぼれた。」 
 
もみ洗いをしている子をペアが見ていて、気付いたことがあると

テーブルの方に行って、メッセージカードの記入している。『洗た

く物をこすり合わせてきれいにしていた。』 
 

ペアの学習のめあてを確認している。「汚れをよく落とす、だよ。」 
それを聞いてから、またメッセージカードへ記入している。 
 
すすぎが終わっている子が「こうやってやるんだよね。」と、得意

そう。（ハンカチを両サイドに引っ張り、しわを伸ばしながら。） 
 
「どっちの手で洗っているの？」ペアの活動を、いすを横におい

てじっくり見ながら声をかけている。 
（ペアが手を怪我しているのを気遣って声をかけたことが、後からわかった。）

粉石けんを取るときは、計量スプーンでしっかりと 1/4を量り取る
子の姿。 
 
 
 
 
ペアの友達も、そのことを気にかけて見ている。「少し普通より、

多いぞ。」その言葉を受けて、水を捨てるが全部を流すのではなく、

リットルますに入れて量り取り、節水を心がけている。 
  
「お前もこれくらい、泡立ってきた。」 
「両手でこうやってかきまざして（洗剤を溶かすとき）やるんだって。」➠SM⑧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○考察   【情意への働きかけの手立てと実践力（お互いの活動を見合い、評価する力）】 

 情意への働きかけは、手洗いへの意欲を持続、向上を図ること、自分にもできるという自信をもた 

せることである。手立てとしてペア学習を取り入れ、 
洗たくの仕方を見合った。その結果、自分も勉強に 
なり、うれしかった、助かったと感じるこが多かっ 
たことがわかる。（図８）また、この活動をよい意 
味でとらえていることがわかる。メッセージカード 
に対しても、よかったという思いが大きい。（図９） 
以上のようなことから、自分の活動をすぐに評価 

してもらえることは大きな励みになるといえる。 

 
軍手洗いのときと比べ、水を出しっ放しで洗たくに入る子ど

もはいない。ほとんどの子どもたちが、水の量を量り取り洗

たく液を作っている。手洗いの基本が身に付いている。これ

は、問題解決的な学習において水の量と洗剤の量を課題にし

た子どもたちからの情報が、知識として身に付いたと考える。

 
水の量に対して適量の洗剤を量り取っている子どもたちは、

洗たく液の適度な状態がわかっている。そのため、変に泡立

ちが良すぎる（粉石けんはみんな同じものを使っている）人

がいると気になり疑問を声に出している姿があった。 
☆ペア学習でお互いの洗たくの仕方を見合う 

◇お互いの活動を見合い評価する力 

  SM⑥ 手洗いの基本が身に付いている姿 その２ 

 
ペアを組んで活動を見合うということは、子どもにとって、

「見られている」ことは気になることである。よい意味での

緊張感ややるぞという気持ちもあるだろうし、逆に嫌だと感

じることもある。教師にとってみると、実習のような活動で

見ることができなかった子どもの活動を知ることができる

というメリットがある。気を付けなくてはいけないことは、

ペア同士でふざけてしまうことがある場合である。 
☆ペア学習でお互いの洗たくの仕方を見合う 

◇お互いの活動を見合い評価する力 

   SM⑦ ペア学習にすること 

軍手洗いをしたときに、すごいこと（泡だらけ）になって

しまった子に声をかける。また、洗いおけいっぱいに水を

張っていたので、水の量に対してアドバイスをする。 

 
子どもたちは、お互いの活動を見ていないようでも実は、

つぶさによく見ている。メッセージカードには少ししか記

されていないが、つぶやきからは活動や動作をよく見てい

ることがわかる。よく見ているということは、つまり手洗

いに関しての基本的なことがわかり、その観点から見てい

ると考えてよいだろう。 
☆ペア学習でお互いの洗たくの仕方を見合う 

◇お互いの活動を見合い評価する力 

   SM⑧ 子どもたちの観察力 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４．自分の洗たくの仕方をほめられてこれ

からもやってみようという気持ちになった

３．自分の洗たくの仕方をほめられて自信

がついた

２．どんなところに気をつけてするとよいか

がわかり、よかった

１．自分の洗たくの仕方のよいところがわ

かってよかった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない

  SM④ 手洗いの基本が身に付いている姿 その１ 

図８ ペア学習をして 

図９ ペアからもらったメッセージカードについて 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

４．見られていて、いやだなと思うこ
とがあった

３．やり方をほめられてうれしかった

２．友達にやり方など教えてもらい助
かった

１．友達の洗たくを見ることで勉強に
なった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない
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洗たくの学習を自分の生活の中に取り入れましたか

はい いいえ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【生活を見つめることと実践力（自分の家で生かせそうなことを考える力）】 

Ｄさんは、問題解決的な学習の実験

から、自分が予想していた通り、手洗

いで洗った方が汚れがよく落ちるとい

う結果を得て、「ひどい汚れの物は自分

で手洗いしたい」と考えている。友達

との情報交換後、自分の生活に役立ち

そうなこととして、「洗剤が多い方が汚

れが落ちるとは限らない、ブラシや洗

たく板を使うと早く汚れが落ちる」と

書き留めた。                      

そして、一人で洗たくにチャレンジ

した後、家で生かせそうなこととして

「ユニホーム（下だけ）をたわしを使

って洗う」と書いている。実践の根拠

が明確になり、やっていることに自信

をもち、さらに友達からの情報（たわ

し使う）を自分の生活に取り入れよう

としている。まさに、Ｄさんの姿は、

学校での学びが生活に結び付いた姿で

あるといえる。 

全体的に見ると、靴下やハンカチな

どの小さいものを洗う、泥などで汚れ

たものを洗うときに生かせそうと考えている子どもが多かった。２週間後の調査では、家庭実践への

広がりとして、74％の子どもが実践の報告をしている。（図 11）靴下を出すときには表にしてから出

すようにしている、干すときはしわを伸ばしてい

る、雨が降ってきたから洗濯物を入れたというよ

うな小さな実践であるが、学習したことによって、

今まで気付かなかった生活行為の意味がわかり、

実践力が育った姿といえる。 

 

７ 技術・家庭科技術分野：技術とものづくり 

（１）技術分野（技術とものづくり）における生徒に育てたい実践力 

技術分野（技術とものづくり）の目標の中に、「基礎的な知識と技術を習得する」15)とある。これは、

技術が果たす役割について理解を深め、学習を通して身に付けた基礎的な知識と技術等をもとに、生

活を豊かにし、学んだことを適切に活用する能力と態度を育てることである。 
 本研究会議では、単に、ものを作ることだけではなく、学習したことを生活の中で生かせることも

含め、「技術とものづくりにおける生徒につけたい実践力」を図 12 のように考えた。 

15）『中学校学習指導要領解説―技術・家庭編―』 文部省  1999 年  p.13 
 

図 11 家庭実践へ（２週間後） 

図 10 着目児童 D さんの実践力の育ち 
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  （２）実施対象と実施期日 

                               川崎市立Ｂ中学校 ６５名 

        １１月に実施。 
                          

（３）調査から見えてきたこと 

 「技術とものづくりにおける生徒に育てたい実

践力」について、アンケートを実施したところ、

次のようなことが明らかになった。 

物を購入する際には、機能（丈夫さ、使いやす

さ）について検討している生徒が 90％近くいるこ

とがわかった。（図 13） 

実際に家庭でものを作ることをしていなくても、

学習したことを生かし価値判断をしながら、意思

決定している姿がある。つまり、実践力の中の「購

入物を選択する力」が育っている。ものづくりの学習では、基礎的・基本的な知識と技術を習得させ

ることと、自己評価や相互評価を学習過程に位置付けることをめざした授業展開を工夫した。自己評

価や相互評価を学習過程に位置付けることは、本研究会議で考えた｢情意に働きかける｣ことにつなが

る。授業の中で、「自己評価や相互評価を学習過程に効果的に位置付けることで、自らの学習の実現状

況が明確になり、自己有能感をもつ生徒が増えた。」16)以上のことから、情意に働きかけることが、技

術分野においても実践力の育成につながるのではないかと考える。 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究を通して見えてきたこと 

（１） 学習と自分の生活とを結び付けて「生活を見つめること」の有効性 

①学習と生活とを結び付けた家庭実践の時間（実践的・体験的な学習を通した活動の大切さ） 

家庭実践をすることは、以下のようなメリットがあり、生活を見つめることにもつながる。 

・家族の大変さを知ることができる。 

・家族のために自分も役に立つことがわかり、自信がつく。 

・仕事をすることは、自分のためだけでなく、人の役に立つことであることがわかる。 

・新たな実践への意欲を生む。 

また、題材の流れの中に、家庭実践の時間を組み込むことで、忙しいと称して生活から遠ざかって

いる子どもたちを、生活に引き戻すきっかけを与えることにつながった。さらに、そこでの疑問や失

敗が、課題づくりのきっかけになったり、実体験をしたことで次への活動の意欲が生まれたりするな 
１６）川崎市立中野島中学校技術・家庭科研究紀要 

「体験的な学習を通して、進んで自ら生活を豊かにする力を育成する学習指導」  2003 年 p.５１ 

これを基に、昨年１年間「技

術とものづくり」を学習した結

果、子どもたちにどのくらい実

践力が付いているのかを調べ

る実態調査を行った。

①生活や産業の中で技術の役割を知る力
②製作品を設計する力 
③工具や機器の使用方法及びそれらによってものを加工する力 
④機器の仕組みを考え保守点検をする力 
⑤生活の中で必要なものがあったときに、すぐに購入せず自分に
も製作可能かを考える力 

⑥購入物を選択する力 
  ・使用目的に合っているか検討する力 
  ・材料の種類や性質、特徴を検討する力 
  ・機能（丈夫さ、使いやすさ）を検討する力 
  ・仕上げ方法、塗装の方法を見て検討する力 
⑦説明書や図などを見る力 
図 12 技術とものづくりにおける生徒に育てたい実践力

木材を中心とする、ものを購入するときにどんなところに気を付けて見ますか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

７．仕上げの仕方について

６．塗装の仕方について

５．接合の仕方について

４．丈夫さについて

３．使いやすさについて

２．材料の性質について

１．材料の種類について

気を付けて見る やや気を付けて見る あまり気を付けて見ない 気を付けない

図 13 購入時に購入物を選択する力 
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どの姿がとらえられた。つまり、家庭実践の時間を設けることは、実践力の育成につながるといえる。 

②ワークシートの工夫     

学習と自分の生活とを結び付けて生活を見つめることができるようにするために、ワークシートに

「生活に生かすとしたら」という項目を設け、学習ごとに繰り返し記入させたことは有効であった。

「考えるようになった」「ぜひやってみたい」といった記述のように、具体的に生活を想起することに

つながり、学習したことを生活へと結び付けて考えるようになった。実際に行動に移さなくても、今

日の学習が実生活にどう生かすことができるのか、どのような場面でこの学習が生きていくのかを考

えることで、より学習が生活に生かされていくと考えられる。 
③友達との情報交換 
授業の中に情報交換の時間を取り入れたことは、学習内容と自分の生活とを結び付けることにつな

がったといえる。一人で洗たくにチャレンジした際に、手洗いで押さえたい事柄が身に付いている姿

があったのは、実験をして得た結果を情報交換したからであると考える。実験や体験を通して得た結

果が、価値あるものであることに気付いた子どもたちは、友達の情報も同じように受け止め、取り入

れているのである。そして、自分も洗たくができるという自信が、家庭での実践へとつながっている。 

また、中学校の実践でも、生活への有効性を考えながら情報交換をした結果、情報を自分の生活と

結び付けて受け止め、学習していたことがわかる。家庭生活を基盤とした教科の特徴から、それぞれ

の家庭の生活行為を情報交換することは、大事な学習につながると考えられる。そのためにも、学習

内容が実生活と結び付いているという実感がもてる授業の工夫を考えることが大事になってくる。

（２）子どもの情意に働きかけることの有効性 
 子どもの情意に働きかけて、生活への関心や意欲を喚起したり、意欲の持続や向上を図ったりする

ことによって、子どもの学習への姿勢が主体的になるとともに、教師も様々な手立てを考え授業に臨

むことにつながった。また、家庭生活の仕事に対し、「自分にもできる」「できてうれしい」という気

持ちをもたせることは、次への実践の意欲につながったといえる。子ども自身が活動したことに、友

達や家の人から評価をしてもらうことなど、授業の中で情意に働きかけるような意図的な仕掛けをす

ることは、実践力の育成につながると考えられる。 

（３）教師の授業への姿勢としてー題材の流れの工夫や授業の組み立ての大切さー 

子どもの反応や実態を考え、何度も指導案を練り直し授業に取り組んでも、思うようにいかないこ

ともある。教師として、常に題材計画や授業の組み立てを振り返り、見直しをする必要がある。 

また、授業の中で、子どもたちが学びを深めていくためには、教師の意図的なかかわりが大切なこ

とを再確認した。例えば、誰がどんな課題にどこまで取り組んでいるかを教師が把握していることで、

関連することを調べていた子どもに発言を促し、意見交流がより活発になったり、子どものつぶやき

や疑問をつなぎ、整理することで学習内容に深まりが見られたりした。教師は、子どもの情報を常に

把握し、必要に応じて提供したり、科学的なものの見方や考え方を提示したりするなどして、子ども

の反応や様子で、柔軟に授業を組み立て直すことも必要である。 
２ 今後の課題 

 今回の研究では、毎時間の学習における育てたい実践力は何かを明らかにして、授業展開の工夫を

行ってきた。その結果、それぞれの時間で有効な手立てや活動が見えてきた。しかし、情意に働きか

ける手立てと実践力との相関関係の見取りはやや弱かった。また、家庭実践のその後を、継続して見

ていくことも必要である。なぜなら、子どもは教師が気付かないところで、学習を生活に生かしてい
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ることがあるからである。学習後の実生活への広がり、生活に生かしていこうとする子どもの姿を見

ようとすることも大切と考える。そのためには、家庭への学習内容の啓蒙や家庭から情報を収集する

方法を工夫することも必要であろう。さらに、小学校の家庭科、中学校の技術・家庭科の連携を考え

る必要もある。そうすることにより、実生活と結び付いた学習を継続することができ、学習の日常生

活への広がりを見取ることが可能であろう。 

 今後も、実生活で実践することを最終の目標とする学習の在り方を追究していきたい。 

 

 

 最後に、研究を進めるにあたりご指導をいただきました先生方、研究にご支援、ご助言くださいま

した学校職員の皆様に、心より感謝し厚く御礼申し上げます。 
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