
１．緒 言

現代社会は少子化に歯止めがかから

ず，１９７０年代後半の第２次ベビーブームから

２１年間連続で子ども（１５歳未満人口）数が減

少している。それとともに親の子どもに対す

るかかわり方，家族の在り方や子どもの意識，

そして学校教育も２０年間で大きく変化してい

る。

本研究は，子ども数の減少が始まる１９８１年，

そして現在の２００１年，その中間の１９９１年とい

う１０年間隔で家庭生活や家族に関する子ども

の調査結果から，子どもの家庭認識や家族の

とらえ方や望む家族像についてその変容を明

らかにし，学校教育とのかかわり，特に生活

に最も密着した教科である家庭科教育との関

係性を明らかにすることを目的とする。

２．研究対象・方法

子どもの調査は，家庭科を学習する前後の

子どもたちの家庭生活に関する認識をより明

確にするために，小学校４年生と６年生の児

童を対象とした（表１）。家庭科教育は，調

査時期に使用されていた学習指導要領と家庭

科教科書５・６年生用を用いる。

調査方法は，１９８２年１月に日本家庭科教育

学会が全国規模で実施した調査『現代の子ど

もたちは家庭生活をどうみているか』と，そ

れを基に作成して１９９１年７月に富山県の公立

小学校６校を選定して行ったアンケート調

査，さらに２００１年９月に同じく日本家庭科教

育学会が全国規模で実施した調査の，過去３

回にわたる調査結果の比較検討を行う。さら
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１９８１実施 １９９１実施 ２００１実施

小４ 小６ 小４ 小６ 小４ 小６

男 ９３８ ９７９ ２４４ ３０５１３０１１３２５

女 ８６１ ８９２ ２６３ ２５２１２５４１２８６

計 １７９９１８７１ ５０９ ５５７２５５５２６１１

表１ 調査対象者 （人）
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に，これらの調査が実施された時期に使用さ

れた小学校学習指導要領と家庭科教科書の内

容について，その変遷をたどり，合わせて調

査結果からカリキュラム内容についての考察

を行う。

なお，集計については SPSSと集計用ソフ

ト秀吉を用いた。

３．子どもの見た家庭の働き

（１）子どもが考える家庭の働き（役割）

「子どもを生み育てる（生命再生産）」「寝

たり休んだりする（生命維持）」「夫婦が一緒

にくらす（夫婦円満）」「くらしに必要なもの

がある（物質的充足）」「くらしに必要なお金

がある（金銭的充足）」「子どもをよい人間に

育てる（しつけ・教育機能）」「その家の習慣

を受け継いでいく（文化継承）」「老人や病人

などが守られる（看護・介護）」「家族みんな

が楽しく暮らす（精神安定機能）」「近所の人

や友だちなどとつきあう（つき合い）」「その

他」の項目から必要と思う働きを複数選択さ

せた。

図１ 大切な働き（小４全体） 図２ 大切な働き（小６全体）

図３ 大切な働き（小４男子） 図４ 大切な働き（小４女子）

図５ 大切な働き（小６男子） 図６ 大切な働き（小６女子）
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（ ）内の名称はグラフに掲載するために

項目を省略したものである。

本稿では「その他」の項目を省略して比較

を行った。

【結果・考察】

�全体・発達段階別：最も重要であると考え
ている機能は小４・小６共に「家族のみんな

が楽しく暮らす」「子どもをよい人間に育て

る」であり，その順位は変わっていない（図

１，図２）。また「子どもを生み育てる」や，

「その家の習慣を受け継いでいく」について

も変動はみられなかった。その他について

は，１９８１年と１９９１年の調査はほぼ同じ傾向を

示すものが多かったが，２００１年の調査では，

小４が「夫婦が一緒にくらす」，小６では「寝

たり休んだりする」「夫婦が一緒にくらす」「く

らしに必要なものがある」「くらしに必要なお

金がある」を選ぶ回答率が高く，さらに家庭

科を学習している小６の方が家庭機能の重要

性をより多く認識していることがわかる。

�発達段階・性別：小４の男子では特に「寝
たり休んだりする」「夫婦が一緒にくらす」，

小４女子では「夫婦が一緒にくらす」「くらし

に必要なものがある」「くらしに必要なお金が

ある」の項目において，２００１年の結果が，１９８１

年と１９９１年の結果を大きく上回っている（図

３，図４）。さらに小６では，男女共に「寝

たり休んだりする」「夫婦が一緒にくらす」「く

らしに必要なものがある」「くらしに必要なお

金がある」の項目が１９８１年と１９９１年の結果を

大きく上回っていた（図５，図６）。また，「老

人や病人などが守られる」について，回答率

は低いものの，小４男子以外は大切と考えて

いる児童が増えていることがわかる。

（２）子どもが家庭に望むこと

「子ども（きょうだい）がたくさんいる（きょ

うだいの増加）」「ゆっくり寝たり休んだりす

る（十分な休息）」「両親が仲良くくらす（夫

婦円満）」「くらしに必要なものがたくさんあ

る（物質的充足）」「金がたくさんある（金銭

充足）」「子どもをよい人間に育てる（しつけ

・教育機能）」「家の習慣を大切にする（伝統

文化）」「老人や病人などが守られる（看護・

介護）」「家族みんなが楽しくくらす（家族円

満）」「近所の人や友だちなどがきてくれる（つ

き合い）」「その他」の項目から複数選択させ

た。ただし，本稿では「その他」を省略した。

（ ）内の名称はグラフに掲載するために

項目を省略したものである。

【結果・考察】

�全体・発達段階別：「家族みんなが楽しく
くらす」を最も多く希望していることについ

ては以前と同じである。逆に「ゆっくり寝た

り休んだりする」をより望む児童が過去に比

べてかなり多く，それは小４よりも小６の児

童に顕著に表れている（図７，図８）。また

発達段階の違いとして，小４では「子ども

（きょうだい）がたくさんいる」ことをより

望む者が多いのに対し，小６ではきょうだい

が増える代わりに「近所の人や友だちなどが

きてくれる」ことを求めている。全体的には

「両親が仲良くくらす」「くらしに必要なもの

がたくさんある」「お金がたくさんある」など，

日々の生活の充足に力点が置かれており，「子

どもをよい人間に育てる」「家の習慣を大切に

する」「老人や病人などが守られる」は，あま

り必要だと認識されていない。

�発達段階・性別：小４の女子では「近所の
人や友だちなどがきてくれる」ことをより望

む者が過去２回の調査に比べてかなり増えた

（図９，図１０）。また小６の男子では「ゆっく

り寝たり休んだりする」を望む割合が最も多

かった（図１１，図１２）。
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４．学習指導要領と教科書から見た

家庭科教育

「家庭科は家庭生活を運営していくために

必要な被服・食物・住居・保育・家族関係・

家庭経済および家庭管理などに関する知識・

技能，態度を習得させ家庭生活をよりよくす

る能力を養う教科である。」と『現代の子ども

たちは家庭生活をどう見ているか』日本家庭

科教育学会の序に述べられている。２０年前の

家庭科のとらえ方であるが，現在はどうなの

であろうか。ここでは小学校学習指導要領と

教科書を参考に家庭科教育を通して，子ども

たちは何を学んでいるのか，子どもの家庭生

活や家族観にどのような影響を及ぼしている

のかを明らかにしたい。

（１）学習指導要領

子どもの家庭認識の調査年に使用されてい

た小学校学習指導要領を見ると，１９８１年は昭

和５２（１９７６）年改訂，１９９１年は平成元（１９８９）

年改訂，２００１年は平成１０（１９９８）年に改訂が

行われているが，施行は２００２年からであるた

め実質使用されているのは１９９１年と同様の学

習指導要領である。しかし，移行期にあたり

学校によっては新学習指導要領に準拠する授

業が行なわれており，ここではこの３回の改

訂状況について分析を試みる。

図７ より望む働き（小４全体） 図８ より望む働き（小６全体）

図９ より望む働き（小４男子） 図１０ より望む働き（小４女子）

図１１ より望む働き（小６男子） 図１２ より望む働き（小６女子）
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�学習指導要領の基本的ねらいの変遷
昭和５２（１９７６）年改訂―ゆとりある充実し

た学校生活の現実とし，これまでの詰め込み

教育に対して子どもの学習負担の適正化を図

ることをねらいとした。この背景にはいわゆ

る落ちこぼれと呼ばれ，学習についていけな

い子どもたちが問題視されたことによる。

平成元（１９８９）年改訂―社会の変化に自ら

対応できる心豊かな人間の育成がねらいと

なった。校内暴力やいじめが教育現場で大き

な問題となり心の教育充実が図られた。

平成１０（１９９８）年改訂―完全学校週５日制

の実施により学習内容と授業時間数の削減が

行われ，基礎・基本を確実に身につけさせ自

ら学び自ら考える力など「生きる力」の育成

がねらいとなっている。

社会の変容に対応しながら学習指導要領も

改訂されてはいるが，今回改訂の指導内容削

減は学力低下を懸念する声も聞かれ，塾の容

認や土曜日の授業を認めるなど文部科学省の

対応は信頼性に欠けるものとなった。

�小学校家庭科の学習指導要領
平成１０（１９９８）年改訂前の小学校家庭科内

容は，３領域区分法が用いられていた。昭和

５２（１９７６）年告示では，Ａ被服，Ｂ食物，Ｃ

住居と家族であり，平成元（１９８９）年告示は，

Ａ被服，Ｂ食物，Ｃ家族の生活と住居の３区

分である。これは中学・高等学校家庭科の領

域にあわせた従来の衣・食・住の考え方であ

る。それに対し，平成１０（１９９８）年の改訂は

これまでの領域別編成から生活課題別編成へ

と変更されている（表２）。これまでになかっ

た展開であり，児童が学習したことを家庭生

活に生かしやすく，より生活実態に即した内

容の扱いと考えられる。また家庭科の時間数

はこれまで５・６年生とも年間７０時間であっ

たものが５年生６０時間，６年生５５時間と小学

校全体で２５時間の削減となっている。時間数

の削減に伴い内容の精選が行われ基礎的・基

本的事項に重点がおかれている。

子どもの家庭認識や家族関係についてみる

と，昭和５２（１９７６）年はＣ住居と家族の区分

に含まれ，住居と家族が並列しているように

見えるが，内容は住居の整理整頓，住まい方

の付け加えとして家族の立場や役割を理解さ

せるようになっており，扱われ方は僅かであ

る。平成元（１９８９）年はＣ家族の生活と住居

の区分に含まれる。前回と比べ住居と家族が

入れかわり前面にでてきた。目標が「家族の

仕事や役割を理解させ・・・」から「家庭に

おける家族の生活を理解し・・・」に変更さ

れ，仕事や役割に限定せず広く家族を理解し，

家族を重要視しつつあるが，内容はほとんど

変わらない。しかし今回の改訂は，「家庭生

活は衣食住それぞれの生活が単独で行われて

いるのではなく，また，家族とかかわり合い

ながら営まれている・・・」と解説されてい

るように家庭生活の基礎として家族とのかか

わりがあるという扱いになっている。改訂が

実施されるごとに家族重視が図られている。

少子化，家族危機・崩壊など子どもを取り巻

く家族問題が表出化し，国は家庭生活の基礎

となる家族の重要性を認め，家庭科の内容編

成を見直したと考えられる。

平成元（１９８９）
年まで

平成１０（１９９８）年

Ａ 被服

１．家庭生活と家族

２．被服への関心

３．生活に役立つ物の製作

Ｂ 食物
４．食事への関心

５．簡単な調理

Ｃ 家族の
生活と住居

６．住まい方への関心

７．物や金銭の使い方と買い物

８．家庭生活の工夫

表２ 平成元（１９８９）年と平成１０（１９９８）年の内容
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表３ 小学校５年生教科書の変遷

表４ 小学校６年生教科書の変遷
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（２）教科書（東京書籍『新しい家庭５』『新

しい家庭６』）

学習指導要領に基づき編集された家庭科の

教科書では具体的にどのような内容になって

いるのだろうか。１９８１年，１９９１年，２００１年に

使用されている教科書の目次をまとめると表

３，表４になる。ここでは家庭生活や家族に

限定し考察する。全体の流れから見れば，５

・６年生ともに１９８１年と１９９１年は内容の項目

間の移動や僅かな違いはあるが大きな変更は

ない。学習指導要領と同様である。２００１年の

内容は家族重視の傾向が教科書に反映されて

いる。

５年生では，これまで「１．家庭の仕事とわ

たしたち」の項目が「１．わたしと家族」に変

わり，児童自身が家族の一員としての自覚を

持ち，家族を理解し協力し合うことの大切さ

を強調している。そして「楽しいおやつ」の

章に「家族のだんらん」という項目がある

が，１９９１年までは，家族のために美味しいお

茶の入れ方が中心であったが，２００１年には

「家族とのひとときを楽しくすごそう」に変

更され家族共通の楽しい時間や会話の時間を

作ることを加えている。

６年生では，１９８１年「１．生活時間のくふう」

が１９９１年「１．わたしたちの家庭生活」，２００１

年「１．よりよい家庭生活をめざして」と変わ

り，「父」を主体（家族の中心ととらえてい

る）とする生活時間のみであったものが，「わ

たし」が主体に変わり家庭の働きも加わった。

さらに２００１年には，家族で一緒に過ごす時間

を強調し，家庭の機能（話し合う，相談する，

食事，睡眠，心や身体の疲れをとる，安心し

て生活する，協力・工夫する）が，具体的に

明確化された。家族が変化していることをあ

げふれ合う工夫をすることが大切であること

も述べている。「家庭生活への協力について

考えよう」「地域へのつながりを大切にしよ

う」「住みよい地域の環境を考えよう」の項目

が加わり，地域とのつながりや環境を考えさ

せ思いやりの心を育てる内容も示されてい

る。また「６．くらしと買い物」が新たに加わ

り消費者教育が実施されるようになった。

２０年間の家庭科教育の流れを見ると，社会

や家族の変化に対応し家庭科では家族重視の

考え方が強くなる傾向が見られる。これまで

家庭内でしつけ教育としてあるいは体験とし

て学んできたことが，学校教育で教えなけれ

ばならなくなってきたともいえる。

５．まとめ

子どもの調査結果から，年齢が上がるにつ

れて，休息や時間的ゆとりを求める児童が多

く，子ども自身が身体的・心理的開放を強く

望んでいることが特徴として挙げられる。ま

た，性別，発達段階に関わらず，子どもは家

族が楽しく暮らすことを望む一方で，物質的

充足をより望む傾向が強い。つまり，家庭を

生命の再生産と消費の場としてとらえてお

り，このことから家族関係の希薄さがうかが

える。

家庭科教育の内容と照らし合わせてみる

と，家庭科では家族と楽しく過ごすことを強

調し，みんなで過ごせる時間を工夫によって

作り出す教育が行われてきた。それを子ども

が望むのは当然のことである。しかし発達段

階に関係がないことを見ると教育効果とはい

えないであろう。また現代の家族状況を考え

ると楽しく過ごすことを求められない家族の

存在も見過ごせない。その反動とはいえない

がモノで即時的満足を得ようとする子どもも

少なくないことが伺える。

学校教育は１９７７年からゆとり教育として学

習内容，授業時間ともに減少させてきた。に

もかかわらず，子どもは疲れを感じ休息や時

間的ゆとりを求めるのはなぜだろうか。２０年

（鈴木昌代，三輪聖子）小学生における家庭機能の認識と家庭科教育に関する研究
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前の子どもと比べ学校教育はずっと楽になっ

ているはずである。これは子どもの生活様式

の変化，つまり遊び方や習い事，塾，親の生

活時間などあらゆる社会や家庭環境の変化か

ら考えなければならない問題であろう。

これらの状況を踏まえ，小学校家庭科にお

いては積極的に人としての生き方・あり方を

教えていく体験学習が必要であると考える。

児童が生活に必要な基礎的な知識と技能を単

に身につけるのではなく，今後は人との関わ

りから得た感動や発見などが生まれる，生き

た教材がより必要であると考え，それらを加

えたカリキュラムの作成が今後の課題であ

る。
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