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小学校家庭科教科書の内容構成と実習題材の変遷
Change of Teaching Materials in Home Economics Textbooks in an
Elementary School
高

木

１．はじめに
教科書は，学校教育における主たる教材として位
置づいており，義務教育段階の児童生徒に無償配布
されている。義務教育段階において教科書の無償措
置が始まったのは1951（昭和26）年であり，その
後，1963（昭和38）年の「義務教育諸学校の教科用
図書の無償措置に関する法律」の公布などを経て，
1969（昭和44）年度に中学校全学年までが完全実施
となった（中間2000）。
小学校の教科書は，1904（明治37）年以来，国定
教科書が用いられている。1949（昭和24）年度から
教科書検定制度が実施されているが，小学校家庭科
において初めて検定教科書が使用されたのは，1958
（昭和33）年10月の学習指導要領の改訂以後になっ
た1961（昭和36）年である（田部井1979）。小学校
家庭科の検定教科書が発行された当初，教科書の種
類は10種19点あったが，その後，大きく減少し，
1979（昭和54）年以降は現在まで２種２点となって
いる。臨教審答申の提言（1987（昭和62）年）で
は，個性豊かで多様な教科書が目指されたというが
その方針とは遠い現実となっている。
小学校の教育課程では，家庭科は1947（昭和22）
年度の創設当初から，５，６年生のみが学ぶ教科と
して位置づいてきた。したがって，小学校教員に
とっても家庭科の授業を担当するのは，基本的には
高学年の担任になった時のみという実態がある。そ
のため，家庭科を教員自身の研究教科として位置づ
け，家庭科の教育内容や指導方法を工夫するなど，
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日常的な職務と重ねて教材研究を積み上げていくこ
とが難しいという状況が推察できる。
他方，小学校全科を教えることが前提となる小学
校教員には，全教科の教材研究が求められる。家庭
科は，家族や家庭生活に関する知識とともに，実践
的・体験的な活動を指導過程に位置付けて学ぶこと
を重要視している。調理実習や製作実習などの学習
場面において，安全に技術指導を行う力が求められ
ているが，技術指導に苦手意識を持つ教員がいる。
また，調理実習を例にあげると，教員は実習材料や
調味料の確認・調達，調理用具の確認・管理，実習
した料理サンプルの保存や調理室の衛生的な管理・
保全などを常時行う必要がある。これらの準備や後
始末にかかる時間や労力は，子どもの学習を支える
重要な仕事であるが，職務として配慮されることは
少ないため，家庭科を担当することに負担感をもつ
教員もいる。したがって，教科書に示されている教
材例や内容配列は，家庭科授業の指導経験が少ない
教員にとって，年間を通じて指導する際のよりどこ
ろとなっており，実際には，教員間で担当教科を交
換したり専科教員を配置したりして家庭科指導の専
門性を担保しているのが現状である。
上述した様々な状況や課題を踏まえると，小学校
段階の家庭科指導に際しては，教員自身が教材を開
発したり工夫に時間をかけることは現実的にはかな
り難しいことが予想される。すなわち，小学校家庭
科指導における教科書の内容構成や掲載される教
材・実習題材は児童に大きい影響を与えると考えら
れる。
そこで，本研究では，小学校家庭科教科書に注目
し，扱われてきた内容や教材などの変遷を整理し考
察する。
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されている。本稿では，地域が異なっていてもほぼ

法

同様の学習が展開されると考えられる調理実習と製
作実習に注目しその題材の変容について考察する。

⑴

対象教科書の選定
小学校家庭科教科書の発行状況は，先に述べたよ
うに多い時は19種あったが，2012（平成24）年度は
２社のみからの発行である。本稿では，教科書に掲
載された教材等の変遷に注目していることから，発
行の初期から継続して確認したい。また，今後，義
務教育段階として中学校技術・家庭（家庭分野）も
含めて検討することを視野に入れれば，小学校教科
書の内容との関連を確認できるよう，中学校の教科
書についても同一方針のもとで継続発行されている
ことが望ましい（図１）。
そこで，これらの点から小・中学校家庭科教科書
の発行状況を確認し，最も適合するA社の教科書を
取り上げる。具体的には，検定教科書になって以降
の教科書のうち，教科書の内容を直接確認すること
が可能であった昭和36年～平成24年度に使用された
教科書（計31冊）を対象とする注１）。
⑵
①

分析視点の設定
学習内容の領域分類と構成の変化
各教科書の目次に示されている内容と構成は，実
質的な年間（１または２年間）の教育課程の例を示
していると言える。そこで，分析対象教科書の目次
構成を概観するとともに，その内容配列について考
察する。
② 実習題材の変遷
家庭科は，実践的・体験的な学習活動を重要視し
ているが，授業場面での指導形態としては，調理実
習や製作実習はもとより，授業者の考え方やアイデ
アで討論や調べ学習，実験など，多様な活動が展開
①

小学校

学習指導内容の分類と変化
分析対象とした31冊の教科書の目次を列記し，目
次項目を６つの内容（家族・家庭生活，衣生活，食
生活，住生活，消費生活，環境）に分類し変遷を確
認した（図２～４）。
学習指導要領の改訂がおおよそ10年おきになされ
それとともに教科書も改訂がなされる。また，学習
指導要領の改訂までの間にも，定期的に見直しが図
られている。（1961（昭和36）年から2011（平成
23）年の教科書を概観すると，1991（平成３）年ま
では３年ごとに，1992（平成４）年以降は，４年の
周期で改訂がなされている）。
学習指導要領は，教員が指導すべき学習内容やそ
の水準を把握するために用いられるものである。各
教員が授業を構成し，適宜，教科書を用いることを
考えれば，学習指導要領の改訂は子どもへも間接的
に影響を与えていると考えることができる。それに
対して教科書は，その中で紹介される教材や挿絵な
どが，学習教材として用いられる事で，子どもたち
に直接的な影響を与えている。
まず，教科書の目次を概観すると，1985（昭和
60）年までの教科書は，「１わたしたちと家庭」や
「２楽しい小物」のように，学習内容が示されて
いると判断できる。1992（平成４）年以降の教科書
では，「１協力して楽しく生活しよう」や「２衣
服は自分で整えよう」（ともに1992（平成４）年）
のように，学習活動を通して身に付けてほしい内容
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50 51 52
25 26 27

54
29

56
31

58
33

60 61 62
35 36 37

001 日 書
002 東 書
005 中 教
006 教 図
009 開隆堂
011 学 図
012 二 葉
017 教 出
026 信 教
066 学 芸
164 国 際
166 大 誠

図１

⑴

64
39

66
41

68
43

70 71 72
45 46 47

74
49

76
51

78
53

80
55

82
57

84
59

88
63

88
63

90
2

平成

1946 47 48
昭21 22 23

３．結果と考察

92
4

94
6

96
8

98
10

2000
12

192 複式家

小学校家庭科教科書発行の状況（昭和21年～平成12年）
『家庭科教育50年』ｐ281より一部引用

図２ 小学校家庭科教科書目次の変遷（Ａ社：１期，２期（1961（昭和36）年～1979（昭和54）年））
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小学校家庭科教科書目次の変遷（A社：5期，６期（2001（平成14）年～2012（平成24）年））

（あるいはメッセージ）が示されるようになってい
る。このような表記になることで，教科書が学習の
方向性をより強く示すものになっていると考えられ
る。また，2000（平成12）年版の教科書からは，
チャレンジコーナーという頁が位置づけられ，それ
までに学習した内容の活用や応用を促す構成をとっ
ている。1998（平成10）年の学習指導要領の改訂に

より，総合的な学習の時間が創設され，生きる力の
育成が重要視されるようになった。チャレンジコー
ナーの頁は，学習内容を生活に生きて働く力につな
げる意図を可視化するものとして設定されたもので
あろう。
次に，教科書の内容構成に注目する。1961（昭和
36）年から1999（平成11）年までは，教科書は，第
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中での工夫であると思われた。

2001（平成13）年以降は，合冊となり，２学年を通
して使用する教科書になった。内容配列の変化を概

⑵

実習題材の分類

観するために，学習指導要領の改訂に伴う教科書の
① 調理実習題材
発行に基づき，６期に分けて（以下，１期：1961分析対象とした31冊の教科書に掲載された調理実
1969（昭和36－44），２期：1970-1979（昭和45－
習題材を取り出し教科書発行年に対応させて整理し
54），３期：1980-1991（昭和55-平成３），４期：
た。そして，多く用いられている材料については材
1992-2000（平成４－12），５期：2001-2010（平成
料別に料理をまとめた。
13-22），６期：2011－（平成23-）を指す。）考察
調理実習題材例（図５）を概観すると，1961（昭
する。
和36）年使用の教科書から現在に至るまで継続して
教科書の目次構成を概観した結果，１期，２期で
掲載されている，いわゆる定番題材として，「ごは
は，家族や家庭生活を扱う内容から各学年の家庭科
ん」，「みそしる」，「野菜サラダ」，「野菜の油
学習が始まり，６年生の最後に会食を位置付けてい
いため」，「ゆでたまご」などが確認できた。ま
た。３期は，衣生活や食生活の内容から各学年の学
た，材料別にみると，３期の教科書からは，複数の
習を始める流れに構成を変えるなどを試みていた
調理例が示される傾向が認められた。
が，全体としてはそれまでの構成と大きな変化は認
また，教科書の記載を踏まえて実習の位置づけを
められなかった。一方，この３期の教科書以降は，
概観すると，かつての調理実習題材は，調理するこ
「ごみや不要なもの」といった表記で，目次に環境
とを目的とするものであった。しかし，４期以降は
に関わる内容が示されるようになっている。５期
「なぜ食べるのか？」や「健康とのかかわりを考え
は，２学年分の学習内容が１冊の教科書にまとめら
てみよう」など，子ども自身の生活とつなげるため
れるようになったこともあって，内容配列に変化が
の経験として調理実習を位置付けている表現が確認
見られた。これまで２冊に振り分けられていたと考
できた。
えられる内容がまとめられ，２年間
を通して、一連の流れを構成してい 表１ 小学校家庭科の内容と授業時数の変遷
た。また，1998（平成10）年の学習
指導要領の改訂に伴い，家庭科の授
業時数は２学年合わせて140時間か
ら115時間に削減され（表１），家
庭科の授業時数は，５年生の方が６
年生よりも５時間多く配置されるよ
うになった。上述の変化は，時間
数が削減される中での対応であろ
う。
1961（昭和36）年以降減少し続
けていた総授業時数は，2008（平
成20）年の改訂で初めて増加に転
じた。第５，６学年の年間総授業時
数は35時間増えたが，家庭科の授業
時数は変わらず，結果として，全体
に対する家庭科の授業時数の割合
は，これまでの中で最も低くなった
（11.7％）。６期の教科書の目次構
成を見ると，「あたたかい着方をく
ふうしよう」や「すずしい住まい方
をくふうしよう」など，学習時期に
配慮した内容配列は限られた時間の
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製作実習題材
製作実習題材について（図

６），製作物を作品や機能に
より分類すると，調理実習題
材よりも，複数の作品例が紹
介されていた。調理実習題材
のように定番と思われる作品
例は見られなかったが，共通
の基礎技能を用いて，その時
代に合った作品として示され
ていた。「壁掛け（ウォール
ポケット）」「エプロン」，
「手さげ袋」，や「ナップ
ザック」，「ティッシュボッ
クスケース」などは長く製作
題材として扱われている教材
である。また，例えば「前掛
け」は，その後「エプロン」
や「カフェエプロン」という
ように，その時々の子どもの
興味や流行に合わせて，デザ
インを変更して複数の作品例
として紹介していた。このよ
うな掲載する作品の多様化
図５ 小学校家庭科教科書（Ａ社）に掲載されている調理実習題材例
は，子どもの興味・関心や，
幅広い製作技能への対応に向けた工夫である。
また，教科書の目次表記を踏まえると，2000（平
４．まとめ
成12）年までの教科書では，例えば，「ふくろ作
り」や「カバー作り」など，枕カバーや雑誌入れな
昭和36年～平成24年に使用された教科書31冊を対
どの製作品が示され，その完成を目的に教科書が構
象に，掲載された内容の目次構成と調理実習題材お
成されている。それに対して2001（平成13）年以降
よび製作実習題材に注目し，その変遷を整理した。
の教科書では，「生活を楽しくするものを作ろう」
家庭科は教科の特徴として社会の変化への対応や
や「作ってみよう，調べてみよう」など，製作過程
現実生活への接続が強く求められている教科であ
に焦点をあてた表現や，「家族への贈り物」や「自
る。この点は，ゴミや不用品の取り扱いなど環境へ
分の生活をよりよくする」等，生活への結び付きを
の関わりが目次項目としてとりあげられることや，
意識して考えさせようとする表現が多く使われるよ
目次の項目や文章の表現の変化として確認できた。
うになっていた。これは，調理実習題材での変遷の
また，調理実習題材については定番の品目が位置
傾向と同様，完成させることから製作過程の重視を
づき，製作実習題材については共通の基礎技能を用
示している教科と考えられた。
いて子どもたちの興味などに対応した多様な作品と
増渕（2012）は，2011（平成23）年から使用され
して紹介される傾向であった。
ている教科書が，図式化した手順を基に徹底してい
今回の検討を通して，教科書の内容は学習指導要
くという性格が色濃く出ていることを指摘してい
領で示された指導項目を具現化する例としてだけで
る。また，平成20年に改訂された学習指導要領で重
なく，学習の方向性や授業の流れを規定する傾向を
視されている「確かな学力」や「習得と活用」の考
強くしていると考えられた。この変化は経験の少な
え方が反映されていると考察しており，本稿で整理
い家庭科担当教員に対しては，親切な構成である。
した変遷と一致することが確認できた。
しかし，子どもの生活実態を学習材に含む家庭科に
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おいては，家庭科を担当する
教員が教科書に頼りすぎず目
の前の子どもの実態に合う授
業を構成できるようになるこ
とが求められている。養成段
階においては教科書を活用し
つつ実態を踏まえた指導がで
きるカリキュラムの検討が必
要である。
注１）分析対象とした教科書
（31冊）は，全て開隆堂出
版社発行のものである。昭
和36年～平成３年までの教
科書は『小学校家庭科５』
と『小学校家庭科６』の分
冊，平成３年～12年までの
教科書は『小学校 わたし
たちの家庭科 ５』と『小
学校 わたしたちの家庭科
６』の分冊，平成13年～
現在までの教科書は『小学
校 わたしたちの家庭科
５・６』の合冊を対象とし
た。
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