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家庭分野

１ 調査問題の構成

家庭分野では，「Ⅰ 調査の概要」で述べたとおり，「食生活」を中心とした問題

（ ），「衣生活」を中心とした問題（ ），「幼児理解」を中心と「内容①」 「内容②」

した問題（ ）の３種類の問題を作成し，食生活，衣生活，幼児理解以外の内「内容③」

容である，「住生活」，「家族」，「家庭生活と消費・環境」については，内容①～③

の問題に振り分けて出題した。「内容①」及び「内容②」では，ペーパーテスト及び実

技調査，「内容③」では，ペーパーテスト及びビデオ映像を用いたペーパーテスト（幼

児の観察）を実施した。

内容①～③の問題の構成は次のとおりである。下表の「問題の種類」については，設

問（大問）単位で，ア～ウのどの状況をみるかを示している。

ア 基礎的・基本的な知識・理解

イ 知識を活用して工夫し創造する能力

ウ 基礎的・基本的な技能

問題数 問題の種類出題内容 学習指導要領の内容

１ 中学生の栄養と食事 9 ア内 調 A(1) 中学生の栄養と食事

２ 生鮮食品の特徴と調理上の性質 5 ｱ･ｳ容 査 A(2) 食品の選択と日常食の調

理の基礎① Ⅰ

３ 計量についての知識 3 アA(2) 食品の選択と日常食の調

理の基礎

４ 加工食品の特徴と表示 6 ｱ･ｲA(2) 食品の選択と日常食の調

理の基礎

５ 浴室清掃時の留意点 1 イA(4) 室内環境の整備と住まい方

６ 生活行為と生活空間 4 アA(4) 室内環境の整備と住まい方

７ 商品の販売方法や返品の方法 2 ｱ･ｲB(4) 家庭生活と消費

８ 食品の栄養と一日の献立 11 ｱ･ｲA(1) 中学生の栄養と食事

A(2) 食品の選択と日常食の調

理の基礎

大根の皮むき，いちょう切り 2 ウⅡ A(2) 食品の選択と日常食の調

理の基礎
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問題数 問題の種類出題内容 学習指導要領の内容

１ 衣服材料の特徴 3 ア内 調 A(3) 衣服の選択と手入れ

２ スナップの付け方 5 ア容 査 A(3) 衣服の選択と手入れ

３ 日常着の手入れと関連する表示 5 ア② Ⅰ A(3) 衣服の選択と手入れ

４ 目的に応じた衣服の着用 3 ｱ･ｲA(3) 衣服の選択と手入れ

５ 家庭や家族の基本的な機能と 3 ｱ･ｲB(3) 家庭と家族関係

かかわり方

６ 快適に住まうための室内環境 2 アA(4) 室内環境の整備と住まい方

７ 商品購入に関係する保護制度と 2 ｱ･ｲB(4) 家庭生活と消費

消費者としての責任ある行動

８ 日常着の手入れ（洗濯，しみ抜 8 ｱ･ｲA(3) 衣服の選択と手入れ

き，アイロンがけ）

９ 日常着の手入れ（アイロンの 1 ｱ･ｲA(3) 衣服の選択と手入れ

温度）

10 日常着の補修（まつり縫い） 3 ｱ･ｲA(3) 衣服の選択と手入れ

1 ウⅡ ズボンのすその補修（まつり縫い） A(3) 衣服の選択と手入れ

１ 幼児期の子どもの特徴と接し方 10 ア内 調 B(2) 幼児の発達と家族

２ 5 ア容 査 幼児の生活習慣と家族のかかわり B(2) 幼児の発達と家族

３ 幼児の心身の発達と遊び 3 ア③ Ⅰ B(2) 幼児の発達と家族

４ 家庭や家族の基本的な機能と 3 ｱ･ｲB(3) 家庭と家族関係

かかわり方

５ 安全で快適な室内環境の整え方 5 ｱ･ｲA(4) 室内環境の整備と住まい方

６ 代金の支払い方法の特徴 4 アB(4) 家庭生活と消費

７ 環境に配慮した消費生活 2 ｱ･ｲB(4) 家庭生活と消費

８ 幼児の心身の発達の特徴と家族 11 ｱ･ｲB(2) 幼児の発達と家族

のかかわり方

１ 幼児の心身の発達の特徴 6 ウ調 B(2) 幼児の発達と家族

（３歳児・５歳児）査

２ 幼児の心身の発達の特徴と周囲 1 イⅡ B(2) 幼児の発達と家族

のかかわり方

３ 幼児と家族とのかかわり 2 ウB(2) 幼児の発達と家族
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２ 調査結果の概要

(1) 中学生の栄養と食事（内容①調査Ⅰ１）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 生活の自立と衣食住 (1) 中学生の栄養と食事

（出題のねらい）

中学生の栄養と食事に関する基礎的・基本的な知識として，中学生の時期の栄養の

特徴や，６つの食品群（基礎食品群）に分類した食品に多く含まれている栄養素につ

いての理解の状況を把握することをねらいとした。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

中学生の時期に成人より多く 多く摂取しなければ 炭水化物と脂質１(1) ①

摂取する必要がある栄養素に ならない理由を選択 カルシウム②

ついて，多く摂取しなければ する たんぱく質③

ならない理由を理解している

食品の栄養的特質を食品群と ４つの食品から，食 ６群 ヨーグルト１(2) ① ≠

結び付けて理解している 品群が異なるものを １群 煮干し② ≠

選択する ３群 キャベツ③ ≠

３つの食品に共通す ５群：炭水化物１(3) ①

る食品群に多く含ま ２群：カルシウム②

れる栄養素を選択す １群：たんぱく質③

る

② 調査結果の分析

ア 通過率

について，多く摂取１(1)中学生の時期に成人より多く摂取する必要がある栄養素

しなければならない理由を選択する問題では，出題した３問の通過率は96.2％～59.

4％であった。このうち， についての問題（正答「活発に動く時期①炭水化物と脂質

なので，主に体温を保ったり運動や活動をするためのエネルギーとしたりするた

め」）の通過率は74.9％， についての問題（正答「成長期なので，主②カルシウム

に骨や歯をつくるため」）の通過率は96.2％であった。一方， につい③たんぱく質

ての問題（正答「成長期なので，主に筋肉や内臓，血液などをつくるため」）の通

過率は59.4％であり，①炭水化物と脂質や②カルシウムについての問題と比べると

低い結果であった。主な誤答として，「活発に動く時期なので，主に体温を保った

り運動や活動をするためのエネルギーとしたりするため」を選択した生徒が15.6％，

「活発に動く時期なので，細菌に対する抵抗力をつけ，目の働きを助け，体の調子

を整えるため」を選択した生徒が13.5％みられた。
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を選択する問題では，出題した３問の１(2)４つの食品から，食品群が異なる食品

通過率は62.0％～25.6％であった。

から６群ではない「ヨーグル①「バター，ヨーグルト，マーガリン，ごま油」

ト」（２群）を選択する問題の通過率は62.0％であった。主な誤答として，「ごま

油」を選択した生徒が32.0％みられた。 から②「豚肉，煮干し，さんま，油揚げ」

１群ではない「煮干し」（２群）を選択する問題の通過率は25.6％であり，主な誤

③「キャベツ，ブロ答として，「油揚げ」が43.9％，「豚肉」が23.0％みられた。

から３群ではない「キャベツ」（４群）を選択するッコリー，ピーマン，トマト」

問題の通過率は27.5％であった。主な誤答として，「トマト」が58.0％みられた。

こうしたことから，１群（魚・肉・卵・豆・豆製品）と２群（牛乳・乳製品・小

魚・海藻），３群（緑黄色野菜）と４群（その他の野菜・果物）の食品の違いを理

解することに課題がみられた。

を選択する問題では，正１(3)３つの食品に共通する食品群に多く含まれる栄養素

しい栄養素を選択した生徒の割合（通過率）は89.0％～55.5％であった。

（正答「炭水化物」）の通過率は89.0％であっ①「うどん，じゃがいも，もち」

た。 （正答「カルシウム」）の通過率は55.5②「わかめ，干しのり，しらす干し」

％であった。主な誤答として，「ビタミンＡ」（17.7％），「鉄」（17.4％）を選

択した生徒がみられた。 （正答「たんぱく質」）の通過率は③「卵，あじ，大豆」

77.3％であった。

中学生の時期に多く摂取する理由と 具体的な食品の栄養素，の調査結１(1) １(3)

１(1) １果を比べると，炭水化物については， 中学生の時期に多く摂取する理由，

具体的な食品の栄養素ともに通過率が70％以上であった。一方，カルシウムにつ(3)

１(1) １いては， 中学生の時期に多く摂取する理由は通過率が96.2％であったが，

具体的な食品は通過率が55.5％と課題がみられた。また，たんぱく質についてみ(3)

ると， 具体的な食品は通過率が77.3％であったが， 中学生の時期に多く１(3) １(1)

摂取する理由は通過率が59.4％と課題がみられた。

中学生の時期に 具体的な食品１(1) １(3)

多く摂取する理由

74.9％ 89.0％①炭水化物 ※

96.2％ 55.5％②カルシウム

59.4％ 77.3％③たんぱく質

※ (1)では「炭水化物や脂質」として出題

全体の結果（9問）をみると，通過率は96.2％～25.6％（平均63.0％）であった。１

なお，昭和33年に実施した全国学力調査での類似の問題と比較すると，同調査に
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おける正答率は35.4％～19.4％であった。

（参考 過去の類似問題）

全国学力調査（中学校職業・家庭 第２学年 女子のみ 昭和33年9月実施）

共 通

次のａからｄの栄養素は， から までの食品のどれに最も多く含まれ［10］ １ ６

ているか。ただし食品はどれも同重量とする。食品の番号を一つずつ選ん

で， の中に書き入れなさい。

たんぱく質 食パン いわしａ １ ５

炭水化物 牛乳 バターｂ ２ ６

ビタミンＡ みかんｃ ３

ビタミンＣ りんごｄ ４

（正答及び正答率）

ａ ｂ ｃ ｄ番号

正答率 19.4％ 34.2％ 21.0％ 35.4％正答 ５ １ ６ ３

イ 質問紙調査の結果

「栄養や食品の学習が好きですか」(生徒質問紙 (2))に対して，「好きだ」又は２

「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は50.8％であったが，

「好きではない」又は「どちらかといえば好きではない」と否定的な回答をした生

徒の割合も49.1％みられた。

の問題全体（９問）の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，１

否定的な回答をした生徒より，通過率（平均）が高い傾向がみられた。

15.4 35.5 33.9 15.2

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

冊子
①

2(2) 栄養や食品の学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

66.6 63.8 62.6 58.7

0

20

40

60

80

100

2(2) 栄養や食品の学習が好きですか。

関連問題の通過率（1の9問の平均）との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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(2) 食品の選択と日常食の調理の基礎（内容①調査Ⅰ２～４，８，調査Ⅱ）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 生活の自立と衣食住

(2) 食品の選択と日常食の調理の基礎

（出題のねらい）

では，食品の選択と日常食の調理の基礎として， 生鮮食品の適切調査Ⅰの２～４ ２

な選択や調理上の性質など， 調理に必要な計量の基礎， 加工食品の特徴（製造３ ４

法や食品例）と表示など，についての理解の状況を把握することをねらいとした。

では，１日の献立表をもとに，食品の栄養的特質・調理上の性質，調理用具の安８

全な取扱い方についての理解の状況とともに，これまでに身に付けた知識を活用し，

材料の切り方を工夫することや，不足している食品群とそれを補うためのおかず（メ

ニュー）を考える力を把握することをねらいとした。

では，調理の基礎的・基本的な技能として，包丁の使い方や材料の切り方を調査Ⅱ

取り上げ，包丁を使った大根の「皮むき」と「いちょう切り」についての技能の状況

を把握することをねらいとした。

＜食品の適切な選択，調理上の性質＞（内容①調査Ⅰ２）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

食品を適切に選択するために，新 新鮮な魚の特徴として誤っているものを選２(1)

鮮な魚の特徴を理解している 択する

肉の調理上の性質を理解している 加熱による変化を選択する２(2) ①

強火で加熱する理由を選択する②

生鮮食品の旬の時期の特徴をグラ グラフＡ 収穫時期とビタミンＣの含有量２(3)

フから読み取ることができる グラフＢ 季節別平均価格

② 調査結果の分析

ア 通過率

食品を適切に選択するため， についての問題では，適切でな２(1) 新鮮な魚の特徴

いもの（「外側から押して，身がやわらかい」）を選択することができた生徒の割

合（通過率）は52.1％であった。主な誤答として，「えらがきれいな赤色である」

を選択した生徒が28.4％みられた。

２(2)肉の調理上の性質 ①加熱によるについて適切なものを選択する問題のうち，

（正答「かたくなり，縮む」）の通過率は64.1％であった。主な誤答として，変化

「やわらかくなり，縮む」を選択した生徒が23.4％みられた。

（正答「肉のうま味を逃さないようにする」）の通過率は②強火で加熱する理由

65.4％であった。主な誤答として，「肉に弾力をつける」（11.8％）や「肉汁を外

に出すようにする」（10.6％）を選択した生徒がみられた。

①加熱による変化及び②強火で加熱する理由，の２問ともに正答できた生徒の割

合は44.1％であった。

－96－



２(3)生鮮食品が一年のうちでもっとも多く出回り，おいしくなる時期（旬，出盛

をグラフから読み取り記述する問題では， （収穫時期り期）の食品の特徴 グラフＡ

とビタミンＣ含有量）から，「栄養価（栄養成分，栄養量，栄養素の量）が高い

（増える）」など，旬の特徴を記述できた生徒の割合（通過率）は20.5％であった。

主な誤答として，「ほうれん草は冬にビタミンＣが多くなる」など一般的な旬の特

徴ではなく，ほうれん草や冬の時期に限り,ビタミンＣのみが増えることを記述した

生徒が37.4％みられたほか，「ビタミンＣが夏に比べて多い」などその他の解答を

記述した生徒が28.6％，無解答の割合は12.9％であった。

（ほうれん草の季節別平均価格）から，「旬の時期は価格が安い」など，グラフＢ

旬の特徴を記述できた生徒の割合（通過率）は31.4％であった。主な誤答として，

「夏以外のほうれん草の価格が安い」や「夏は値上がりする」など，その他の解答

を記述した生徒が47.4％，無解答の割合は12.7％であった。

グラフＡとグラフＢの問題の両方を正答できた生徒の割合は15.0％であった。

（調査問題の一部 ２(3)のグラフ）
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【解答類型ごとの反応率】（グラフＡ） 正答：◎，準正答：○

反応率（％）解答類型

１ ◎ 7.1一般的な旬の特徴として「栄養価(栄養成分，栄養量，栄養素(の量))が

高い（増える）」ことを記述しているもの

２ ◎ 9.2一般的な旬の特徴として「栄養（栄養分の量）が多い（増える）」こと

を記述しているもの

３ ○ 0.1一般的な旬の特徴として「栄養，栄養分，栄養価，栄養素」などの言葉

を使わず，「旬の時期は，ビタミンＣなどが多い」ことを記述している

もの

４ ○ 3.1一般的な旬の特徴ではなく，ほうれん草の特徴として，「冬の時期に栄

養価（栄養分など）が高くなる（増える）」ことを記述しているもの

５ ○ 1.0一般的な旬の特徴ではなく，ほうれん草の特徴として，「ビタミンＣが

あり,栄養価が高い」など,２つに触れて記述しているもの

（例：ほうれん草は冬の時期にビタミンＣが多く,栄養価が高い など）

６ 37.4一般的な旬の特徴ではなく，ほうれん草の特徴として，冬の時期にビタ

ミンＣに限定して増えることを記述しているもの

（例：ほうれん草は,冬の時期にビタミンＣが多くなる など）

７ 0.6ビタミンＣなどの栄養成分が「増える」でなく,「ある」と記述している

もの （例：ビタミンＣなどの栄養素がある など）

９ 28.6上記以外の解答 （次の例のような,一般的な特徴ではない解答）

（例：ビタミンＣが夏に比べて多い など）

０ 12.9無解答

【解答類型ごとの反応率】（グラフＢ） 正答：◎，準正答：○

反応率（％）解答類型

１ ◎ 20.4一般的に旬の時期は価格が安いと記述しているもの

２ ◎ 4.3旬という言葉を用いて,一部一般化し，「ほうれん草の特徴」を記述して

いるもの

３ ○ 6.8一般化せず，ほうれん草の冬の時期に限定して，収穫量が増えるからと

いう理由を加えて，「価格が下がる」ことを記述しているもの

４ 8.5一般化せず，ほうれん草の冬の時期に限定して，安くなることを記述し

ているもの

９ 47.4上記以外の解答（次の例のような,一般的な特徴ではない解答）

（例：夏以外のほうれん草の価格が安い など）

０ 12.7無解答

イ 質問紙調査の結果

「魚・肉・野菜などの生鮮食品を自分で選んで購入した経験がありますか」(生徒

質問紙 (7))に対して，「よくある」又は「時々ある」と肯定的な回答をした生徒３

の割合は50.9％であったが，「あまりない」又は「ない」と否定的な回答をした生
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徒の割合も49.0％みられた。

ペーパーテストの結果との関連をみると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられ

なかった。

＜調理に必要な計量の基礎＞（内容①調査Ⅰ３）

① 問題の構成，ねらい，内容

問題番号 出題のねらい 出題内容

３(1) 計量器の容量を理解 計量器１杯に入る 計量カップの水の量（200ã）

３(2) している 水（砂糖）の量を 大さじ（大スプーン）の水の量（15ã）

３(3) 選択する 小さじ（小スプーン）の砂糖の量（3ä）

② 調査結果の分析

ア 通過率

３調理をする際に使用する計量器（計量カップ，計量スプーン）について，適切

な分量を選択する問題では，正しい量を選択した生徒の割合（通過率）は40.2％～

32.1％であった。

(1)計量カップ１杯に入る水の量（正答「200ã」）の通過率は40.2％で，誤答と

して，「250ã」（25.4％），「300ã」（18.9％）がみられた。

(2)大さじ（大さじスプーン）１杯に入る水の量（正答「15ã」）の通過率は37.

9％，誤答として，「10ã」（27.8％），「20ã」（17.4％）がみられた。

(3)小さじ（小さじスプーン）１杯に入る砂糖（上白糖）の量（正答「3ä」）の

通過率は32.1％，誤答として，小さじに入る水の量である「5ä」（49.8％）がみら

れた。(1)～(3)３問すべてに正答できた生徒の割合は5.2％であった。

イ 質問紙調査の結果

「調理をするとき，計量スプーンや計量カップを使って行っていますか」(生徒質

問紙３(3))に対して，「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と

肯定的な回答をした生徒の割合は56.6％，「そうしていない」又は「どちらかとい

えばそうしていない」と否定的な回答をした生徒の割合は43.3％であった。

３の結果との関連をみると，(1)計量カップ，(2)大さじの問題については，肯定

的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より，通過率が高い傾向がみ

られた。

16.3 34.6 30.1 18.8

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

冊子

①

3(7) 魚・肉・野菜などの生鮮食品を自分で

選んで購入した経験がありますか。

よくある 時々ある あまりない ない その他 無回答

－99－



＜加工食品の特徴と表示など＞（内容①調査Ⅰ４）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

加工食品の種類と特徴， 加工食品について適切な ① 発酵食品４(1)

代表的な食品を理解して 説明を選択する ② 乾燥食品

いる 加工食品の例を選択する ① 発酵食品４(2)

② 乾燥食品

消費期限についての表示 ① 消費期限についてもっとも適切な説明を選択する４(3)

を理解している

加工食品の特徴を考える ② 加工食品の特徴として適切でないものを選択する

ことができる

② 調査結果の分析

ア 通過率

４(1)加工食品の種類と特徴 ①発酵食品について適切な説明を選択する問題では，

（正答「微生物の働きを利用して，食品に独特の味や香りをつくり出したもの」）

を選択した生徒の割合（通過率）は70.6％で，誤答として，「食品を入れた袋の空

気を抜き，加熱し殺菌して密封したもの」を選択した生徒が16.0％みられた。

（正答「食品に含まれる水分を少なくして，保存性を高めたもの」）②乾燥食品

の通過率は84.6％で，誤答として，「食品を入れた袋の空気を抜き，加熱し殺菌し

て密封したもの」を選択した生徒が8.7％みられた。

31.3 25.4 21.2 22.1

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

冊子
①

3(3) 調理をするとき，計量スプーンや
計量カップを使って行っていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない
そうしていない その他 無回答

48.1 41.541.2 38.935.7 36.732.1 32.8

0

20

40

60

80

100

3 ( 1 ) 計量カップ 3 ( 2 ) 大さじ

3(3) 調理をするとき，計量スプーンや計量カップを使って行っていますか。

通過率との関係

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない
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①及び②両方に正答できた生徒の割合は64.5％であった。

を選択する問題では， の問題（正答「み４(2)具体的な加工食品の例 ①発酵食品

そ」）の通過率は72.8％で，誤答として「びんづめのジャム」（9.7％）や「レトル

トカレー」（9.0％）を選択した生徒がみられた。

の問題（正答「焼きのり」）の通過率は89.1％で，誤答として「レト②乾燥食品

ルトカレー」を選択した生徒が5.9％みられた。

①及び②両方に正答できた生徒の割合は67.8％であった。

両方に正答(1)説明 (2)食品の例

70.6％ 72.8％ 61.2％①発酵食品

84.6％ 89.1％ 77.9％②乾燥食品

両方に正答 64.5％ 67.8％

について， としてもっと４(3)図に示した加工食品の表示 ①消費期限の表示の意味

も適切なもの（「2007年6月3日午前8時までなら安全に食べられる」）を選択した生

徒の割合（通過率）は78.6％であった。主な誤答として,「2007年6月3日午前8時を

過ぎても安全に食べられるがおいしくない」が12.8％みられ，賞味期限と混同して

いる生徒がみられた。

から，適切でないもの（「加工食品には，食品の保存②加工食品についての説明

性をよくするための加工をしたものも多いので，その保存方法については気にする

必要はない」）を選択した生徒の割合（通過率）は73.9％であった。誤答として，

「加工食品には，品名，原材料名，食品添加物，内容量，期限などの表示が義務づ

けられているので，表示をよく見比べて選択することが大切である」を選択した生

徒が8.1％みられた。

(1)～(3)のすべての問題（計６問）に正答できた生徒の割合は37.7％であった。

（調査問題の一部 加工食品の品質表示）
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イ 質問紙調査の結果

「加工食品を購入する際に，表示やマークを見ていますか」(生徒質問紙 (8))に３

対して，「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯定的な回答

をした生徒の割合は42.8％であったが，「そうしていない」又は「どちらかといえ

ばそうしていない」と回答した生徒の割合は57.2％と，否定的な回答が上回った。

ペーパーテストの結果との関連をみると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられ

なかった。

＜一日の献立＞（内容①調査Ⅰ８）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

必要な栄養を満たす１日分 具体的な食品を食品群 ① ハム８(1)

の献立を考えるための，食 （基礎食品群）に分類す ② トマト

品の栄養的特質を理解して る ③ きゅうり

いる

野菜の加熱時の特徴を踏ま ほうれん草を色鮮やかにゆでるための適切な方法を８(2)

えて，調理方法を考えるこ 選択する

とができる

野菜に含まれる栄養素やそ 不足している栄養素を補 Ａ ビタミンＡが多いも８(3)

の働きを理解している うために，さつま汁に加 の

える野菜を選択する Ｂ 食物繊維が多いもの

材料の切り方の名称を理解 ① 写真で示した切り方の名称を選択する８(4)

している

簡単な日常食の調理をする ② 食べやすさや加熱しやすさを考えた，適切な切

ための，材料の切り方を工 り方（厚さ）を選択する

夫することができる ③ すべての材料に同じくらいの時間に火を通すた

めの，材料を切るときの工夫を記述する

簡単な日常食の調理をする 包丁の適切な取扱い方を選択する８(5)

ための，調理用具の安全な

取扱い方を理解している

16.6 26.2 28.5 28.6

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

冊子①

3(8) 加工食品を購入する際に，表示やマークを見ていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答
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栄養素の種類と働きなどの ① 栄養素の種類と働きや食品群別摂取量の目安を８(6)

知識をもとに，不足してい もとに，１日の献立でもっとも不足している食

る食品群を補う食品を考え 品群を選択する

ることができる ② ①の食品群の具体的な食品（おかず）を選択す

る

（調査問題の一部 問題文，献立表）
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② 調査結果の分析

ア 通過率

する問題で，正しく分類することができた８(1)朝食で用いる食品を食品群に分類

生徒の割合（通過率）は， （正答「１群」）は85.8％， （正答「３①ハム ②トマト

群」）は32.9％， （正答「４群」）は27.6％であった。主な誤答として，③きゅうり

②トマトでは「４群（その他の野菜・果物）」が61.3％，③きゅうりでは「３群

（緑黄色野菜）」が66.0％みられるなど， の調査結果と同様に，３群（緑黄色１(2)

野菜）と４群（その他の野菜・果物）の食品の違いを理解することに課題がみられ

た。

を選択する問題で，適切な８(2)昼食のほうれん草を色鮮やかにゆでるための方法

もの（「ゆであがったら，すぐに水にとってさます」）を選択した生徒の割合（通

過率）は57.3％であった。主な誤答として，「沸騰した少なめのお湯でゆでる」

（13.0％），「ゆであがったら，塩をふる」（10.7％），「弱火でゆっくりと時間

をかけてゆでる」（10.2％）がみられた。

について，それぞれの特徴から適切な８(3)夕食のさつま汁（豚汁）に加える野菜

食材を選択した生徒の割合（通過率）は， （他の野菜よりもビタミンＡＡの野菜

Ｂの（カロテン）がとても多い，正答「にんじん」）の通過率は71.2％であった。

（食物繊維がとても多く，整腸作用もある，正答「ごぼう」）の通過率は43.1野菜

％であったが，主な誤答として，「さつまいも」（25.8％），「はくさい」（12.0

％），「ほうれん草」（10.6％）がみられた。

について， （「いちょう切り」）を正し８(4)大根の切り方 ①写真の切り方の名称

く選択した生徒の割合（通過率）は90.4％であった。

（調査問題の一部）

について，適切な厚さ（「0.5㎝」）を選②さつま汁（豚汁）に入れる大根の厚さ

択した生徒の割合（通過率）は38.3％であった。主な誤答として，「1.5㎝」が51.

4％みられた。

③さつま汁（豚汁）を作るとき，すべての材料が同じくらいの時間に火が通るよ

について，適切に記述（「かたいものや煮えにくいものは薄くうにするための工夫

切る」など）できた生徒の割合（通過率）は36.7％であった。主な誤答として，

「大きさ（形，厚さ，切り方）をそろえる」が16.8％みられたほか，「厚さを変え

る」や「同時に入れる」などの解答（「その他の解答」）が31.7％みられた。
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【解答類型ごとの反応率】 正答：◎

反応率（％）解答類型

１ かたいもの（煮えにくいもの，大きいもの，厚いもの）は，薄く ◎ 36.7

（細かく，小さく）切ることを記述しているもの

２ 大きさ（形，厚さ，切り方）をそろえることを記述しているもの 16.8

３ かたいもの（煮えにくいもの，大きいもの，厚いもの）を先に入 5.9

れることを記述しているもの

４ かたいもの，煮えにくいものには「切れ目」を入れることを記述 0.8

しているもの

９ 上記以外の解答（厚さを変える，同時に入れる など） 31.7

０ 無解答 8.1

について，適切なもの（「きゅうりの８(5)調理するときの包丁の安全な取扱い方

輪切りなどをするときは，包丁の柄をしっかりにぎり,もう一方の手は指先を丸めて

材料を押さえて切るとよい」）を選択した生徒の割合（通過率）は82.0％であった。

１日の食品群別摂取量のめやすと比べて，献立表を見直し，朝食と昼食で不８(6)

足している食品群を夕食で補うために， を選択①不足している食品群（「２群」）

し， も選択でき②加えるおかず（「酢の物(生わかめ，きゅうり，しらす干し)」）

た生徒の割合（通過率）は35.1％であった。

①で不足している食品群について，「２群」を選択した生徒の割合は45.6％であ

ったが，「３群」（22.9％），「６群」（20.3％）などを選択した生徒もみられた。

「３群」を選択した理由として，「トマト 50g」を「４群」とみなし，「３群」が

不足しているとしたことが考えられる。

なお，①で「３群」「６群」を選択した生徒の②の解答状況をみると，「３群」

を選択した生徒には，「大根の和風サラダ(大根，レタス，和風ドレッシング)」や

「煮物（かぼちゃ）」が多くみられ，「６群」を選択した生徒には，「鶏のからあ

げ（鶏肉）」，「大根の和風サラダ」，「卵焼き（卵，油）」などがみられた。

(1)～(6)まですべてに正答できた生徒の割合は1.2％であった。８
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を選択した生徒の

②の解答状況

（参考）「３群」「６群」を選択した生徒の②の解答状況

を選択した生徒 を選択した生徒

※ 上記の数値の「２，３，６群を選択した生徒の②の解答状況」の各グラフにつ

いては，各食品群を選択した生徒をそれぞれ100(％)として算出
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イ 他の問題との関連

栄養素と食品群の分類に関する問題として，食品に共通して多く含まれる栄養素

を選択する問題（ (2)①～③）の通過率は62.0％～25.6％に対し，１日の献立表の１

中で不足している栄養素を選択し,それを補うメニューを選択する問題（ (6)①８

②）の通過率は35.1％であった。

食品に共通して多く含まれる栄養素を選択する問題（ (2)）の各問に正答した生１

徒と正答できなかった生徒の (6)の結果を比較すると， (2)の各問に正答した生８ １

徒の方が，正答できなかった生徒より， (6)の通過率も高い傾向がみられた。８

ウ 質問紙調査の結果

「調理をするとき，必要な栄養を満たす献立を考えて行っていますか」(生徒質問

紙 (1))に対して，「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯３

定的な回答をした生徒の割合は49.4％であった。「健康を考え，食事のとり方に気

をつけていますか」(生徒質問紙 (9))に対して，「そうしている」又は「どちらか３

といえばそうしている」と肯定的な回答をした生徒の割合は61.6％であった。平成

16年度に実施した質問紙調査（「音楽等質問紙調査」第3学年は17年1月実施）では，

肯定的な回答をした生徒の割合は59.6％であった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，どちらも肯定と否定の間に顕著な傾

向はみられなかった。

22.0

11.6

39.6

37.8

25.7

32.3

12.6

18.2

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

3(9) 健康を考え，食事のとり方に

気をつけていますか。

3 (1) 調理をするとき，必要な栄養を満たす

献立を考えて行っていますか。

そうしている どちらかといえば
そうしている

どちらかといえば
そうしていない

そうしていない その他 無回答

40.2 38.2
44.7

26.9
34.1 31.5
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1(2)① ヨーグルト 1(2 )② 煮干し 1(2)③キャベツ
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＜大根の皮むき，いちょう切り＞（内容①調査Ⅱ）

出題のねらい（(2)食品の選択と日常食の調理の基礎，前述）で述べたとおり，調査Ⅱ

では，調理における基礎的・基本的な技能として，包丁を使って野菜の皮をむく技能と，

示された条件に合わせて野菜を切る技能の状況を把握するための実技調査を行った。出

題にあたっては，調査Ⅰ と関連付けて，さつま汁の調理のための，大根の「皮むき」８

と「いちょう切り」を取り上げた。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題内容問題番号 出題のねらい

皮むき 左右の手を連動させて皮１ 調理の基礎的

をむくことができる・基本的な技

包丁の持ち方 包丁の柄をしっかり握っ２ 能として「皮 (1)いちょう切り

ているむき」や「い

食品の押さえ方 指先を丸めて大根を押さちょう切り」 (2)

えているができる

切り方 適切な方法で切っている(3)

厚さ 5㎜以下で切っている(4)

（調査の実施方法）

調理室において，１つの調理台に２人分の材料と用具を準備し，衝立でお互いの動
ついたて

作が見えないように配置した。生徒はおおむね16人ずつの班に分けて，班ごとに調理

室に移動し，調査員の進行に従い，班の全員が同時に実技問題（２問）に取り組んだ。

調理台ごとに，調査員が１人立ち会い，同時に２人の生徒の実技の様子を観察し，

個人評価票に従い評価を行った。終了後，同班の生徒は全員退出し，次の班の生徒が

入室し，実技調査に取り組んだ。

問題 では，調査票の写真に従い,大根（直径約7㎝，厚さ約2㎝）の「皮むき」を行１

った。実技時間は2分間とした。

問題 では，調査票の写真に従い,大根（直径約7㎝，厚さ約8㎝）の「いちょう切２

り」を行った。実技時間は2分間とした。

(調査問題の一部)

問題１ 問題２
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② 調査結果の分析

ア 通過率

≪１ 皮むき≫

適切に左右の手を連動させて行うことができた生徒の割合（通過率）は77.1％で

あった。

実際の評価にあたっては，写真のような方法で（左右どちらで包丁を持ってもよ

い），包丁を持った手と，大根を持った手を連動させて，少しずつ動かしながらむ

いているものを正答とし，むき始めに，包丁を持った手だけを動かして刃を入れよ

うとしたものは許容した。

一方，誤答として，写真のような持ち方ではあるが，大根を持った手だけ，又は

包丁を持った手だけを動かしていたり，左右の手の動きが合っていないなど，左右

の手を連動させていない生徒が20.6％，ささがきのように刃を逆に向けてむいてい

る生徒が1.1％みられた。

【解答類型ごとの反応率】 正答：◎≪皮むき≫

反応率（％）解答類型

１ 左右の手を連動させている

（例）包丁を持った手と大根を持った手の両方を少しずつ動かし ◎ 77.1

ながらむいている など

２ 左右の手を連動させていない 20.6

（例）左右の手の動きがバラバラで合っていない など

３ ささがきのようにむいている （例）刃が逆向き など 1.1

９ 上記以外の解答

（例）大根をまな板に置いたまま繊維に沿って切っている，切り 1.2

口を挟むように持ってむいている など

０ 皮をむかなかった 0.0

≪２ いちょう切り (1) 包丁の持ち方≫

いちょう切りの際に，包丁の柄をしっかり握っている生徒の割合（通過率）は94.

0％であった。

【解答類型ごとの反応率】 正答：◎≪包丁の持ち方≫

反応率（％）解答類型と解答例

１ 包丁の柄をしっかり握っている

（例） ◎ 94.0

９ 上記以外の持ち方で，包丁を

持っている 6.0

（例）

０ 包丁を持たなかった 0.0
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≪２ いちょう切り (2) 食品の押さえ方≫

いちょう切りの際に，指先を丸めて大根を押さえている生徒の割合（通過率）は

60.7％であった。指を伸ばして押さえている生徒の割合は38.5％であった。

【解答類型ごとの反応率】≪食品の押さえ方≫ 正答：◎

解答類型 反応率（％）

１ 指先を丸めて大根を押さえている ◎ 60.7

（例）猫の手のようにする

９ 上記以外の押さえ方で，大根を押さえている 38.5

（例）指を伸ばしている など

０ 大根を押さえなかった 0.8

≪２ いちょう切り (3) 切り方≫

大根をいちょうの形に切ることができた生徒の割合（通過率）は93.5％であった。

内訳をみると，「輪切りにしてから４等分」した生徒の割合が54.2％ともっとも多

く，より望ましい切り方である「縦４等分にしてから切る」は33.2％，「半月切り

にしてから２等分」は6.2％であった。

【解答類型ごとの反応率】≪切り方≫ 正答：◎ 準正答：○

解答類型 反応率（％）

１ いちょう切りを縦４等分にしてから ◎ 33.2

切る

２ いちょう切りを半月切りにしてから ○ 6.2

２等分にする

３ いちょう切りを輪切りにしてから ○ 54.2

４等分にする

４ 縦に６等分や８等分にしてから切る 0.7

５ 半月切りのままにしている 0.8

６ 輪切りのままにしている 2.3

７ いちょう型に切り取ったり， 0.3

切り抜いたりしている

９ 上記以外の切り方で切る 2.2

（例）縦４等分にしてから，４つ合わせて丸い形に戻して切って

いる，４等分でなく６等分以上に細かくしている 等

０ 大根を切らなかった 0.1
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≪２ いちょう切り (4) 厚さ≫

問題文の指示どおり，「5㎜以下」（枚数は問わない）に切ることができた生徒の

割合（通過率）は76.8％であった。本調査では誤答としているが，「5㎜より厚く1

㎝以下で切っている」生徒の割合は15.5％であった。

【解答類型ごとの反応率】 正答：◎≪厚さ≫

反応率（％）解答類型

１ 5㎜以下で切っている ◎ 76.8

２ 5㎜より厚く，1㎝以下で切っている 15.5

３ 1㎝より厚く切っている 1.2

９ 上記以外（≪切り方≫の類型４～９に切っている） 6.4

０ 大根を切らなかった 0.1

参考として，生徒が実技を行った後に，切った大根を回収し，厚さ5㎜以下の枚数と

1㎝以下の枚数を数えたところ，≪切り方≫で正答・準正答（解答類型１～３）であっ

た生徒の，5㎜以下の枚数の平均は10.1枚，1㎝以下の枚数の平均は24.7枚であった。

内訳をみると,輪切りにしてから切るより，縦４等分してから切った方が枚数が多く切

れていた。

【切り方と切った枚数】（解答類型１～３の切り方）

5㎜以下の枚数 1㎝以下の枚数

の平均 の平均

いちょう切りを縦４等分にしてから切る 16.6枚 34.3枚

（類型１）

いちょう切りを半月切りにしてから２等分にする 15.1枚 31.9枚

（類型２）

いちょう切りを輪切りにしてから４等分にする 6.7枚 20.9枚

（類型３）

上記の平均 10.1枚 24.7枚

(1)～(4)についてすべて適切に行うことができた生徒の割合は，46.8％であっ２

た。

問題 と問題 について，すべて適切に行うことが１（皮むき） ２（いちょう切り）

できた生徒の割合は40.5％であった。

イ 他の問題との関連

調査Ⅰ の関連問題の結果をみると，写真で示した切り方の「名称」の理解に関８

する問題（調査Ⅰ (4)①）の通過率は90.4％に対し，いちょう切りの「切り方」８

（技能）に関する問題（調査Ⅱ (3)）の通過率は93.5％であった。２
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また，調査Ⅰ (4)①(切り方の名称)に正答した生徒と正答できなかった生徒の調８

査Ⅱ (3)（切り方）の結果を比較すると，調査Ⅰ (4)①に正答した生徒の方が，２ ８

正答できなかった生徒より，調査Ⅱ (3)の通過率も高い傾向がみられた。２

同様に，包丁の取扱い方の理解に関する問題（調査Ⅰ (5)）の通過率82.0％に対８

２ ２し，包丁の持ち方（調査Ⅱ (1)）の通過率は94.0％，材料の押さえ方（調査Ⅱ

(2)）の通過率は60.7％であった。

調査Ⅰ (5)（包丁の取扱い方）を正答した生徒と正答できなかった生徒の調査Ⅱ８

２ ８(1)（包丁の持ち方）及び(2)（材料の押さえ方）の結果を比較すると，調査Ⅰ

(5)を正答した生徒の方が，正答できなかった生徒より，調査Ⅱ (1)及び(2)の通過２

率も高い傾向がみられた。

さつま汁に入れる大根のいちょう切りの適切な厚さに関する問題（調査Ⅰ (4)８

②）の通過率は38.3％に対し，いちょう切りにおいて１枚でも「5㎜以下」に切るこ

と（調査Ⅱ (4)）ができた生徒の割合（通過率）は76.8％であった。２

示された条件の下にいちょう切りはできても，さつま汁に入れる大根のいちょう

切りの適切な厚さを考えることができる生徒は，多くないことが分かる。

ウ 質問紙調査の結果

３「包丁を使って，りんごなどの皮むきをしたことがありますか」(生徒質問紙

(4))に対して，「学校の調理実習でも家庭でもしたことがある」「学校の調理実習

でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は

89.9％であった。
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３「包丁を使って，「いちょう切り」をしたことがありますか」(生徒質問紙

(5))に対して，「学校の調理実習でも家庭でもしたことがある」「学校の調理実習

でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は

86.1％であった。

なお，「包丁を使って，「いちょう切り」以外の切り方をしたことがあります

か」（生徒質問紙 (6)）に対して，「学校の調理実習でも家庭でもしたことがあ３

る」「学校の調理実習でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回

答をした生徒の割合は94.5％であった。

生徒質問紙 (5)とそれぞれの実技調査の結果との関連をみると，肯定的な回答を３

した生徒の方が，否定的な回答をした生徒より，通過率が高い傾向がみられた。

（注）内容①調査Ⅱ実施者を

対象としている

③ 食生活に関する，その他の質問紙調査の結果

○ 調理実習に対する意識

「調理実習が好きですか」(生徒質問紙 (4)）に対して「好きだ」又は「どちら２

かといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は89.4％であった。調査Ⅰ ，２

， 及び調査Ⅱ ， の各問題の結果との関連をみると，全体的に，肯定的な回３ ８ １ ２

答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より，通過率が高い傾向がみられた。
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「調理をするとき,調理時間や手順を考えて,段取りよく行っていますか」(生徒質

問紙 (2)）に対して「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯３

定的な回答をした生徒の割合は70.6％であった。ペーパーテストの結果との関連を

みると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられなかった。

（生徒質問紙 (10)）○ 学習内容の家庭での実践 ３

「家庭分野で学習した調理などを，家庭でもやってみようとしていますか」(生徒

質問紙 (10)）に対して「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」３

と肯定的な回答をした生徒の割合は55.7％であった。「そうしていない」又は「ど

ちらかといえばそうしていない」と回答した生徒の割合も44.2％みられた。

調査Ⅱ (4)いちょう切りを5mm以下に切る実技調査の結果との関連をみると，肯２

定的な回答をした生徒の通過率が，否定的な回答をした生徒の通過率より高く，家
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庭分野で学習した調理などを家庭でもやってみようとしている生徒の方が，いちょ

う切りを5mm以下に切ることができるという傾向がみられた。

（学校質問紙 (15)）○ 地域の食材を用いた調理などを取り入れた授業 ２

「地域の食材を用いた調理や郷土料理，行事食等を取り入れた授業をどの程度行

っていますか」(学校質問紙 (15)）に対して３年間に１回以上行っている（「３年２

間に３回以上行っている」「３年間に２回行っている」「３年間に１回行ってい

る」）と回答した教師の割合は65.4％であった。

80.9 78.7 74.6 69.9

0

20

40

60

80

100

2( 4) 厚さ

3(10) 家庭分野で学習した調理などを，

家庭でもやってみようとしていますか。

通過率との関係

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない

23.6 32.1 25.6 18.6

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

冊子①

3(10) 家庭分野で学習した調理などを，
家庭でもやってみようとしていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答

9.0 14.0 42.5 34.6

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

全体

2(15) 地域の食材を用いた調理や郷土料理，行事食等を

取り入れた授業をどの程度行っていますか。

3年間に3回以上
行っている

3年間に2回
行っている

3年間に1回
行っている

行っていない その他 無回答
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(3) 衣服の選択と手入れ（内容②調査Ⅰ１～４，８～10，調査Ⅱ）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ａ 生活の自立と衣食住 (3) 衣服の選択と手入れ

（出題のねらい）

では，衣服の選択と手入れの基礎として， 衣服材料の特徴， 日常調査Ⅰ１～４ １ ２

着の補修にかかわる材料の名称，縫い方，付け方， 日常着の手入れに関する表示の意３

味， 衣服の働きと目的に応じた着用，などについての理解の状況を把握することをね４

らいとした。

では，これまでに身に付けた知識を活用して衣服の手入れを工夫する力として，８～10

衣服材料や汚れの度合いに応じた衣服の手入れ及び表示の意味についての知識を活用８

して洗剤の適切な使用量を考えること， 繊維とアイロンの温度との関係などの知識を９

活用して，混紡繊維に適したアイロンの温度を考えること， 「まつり縫い」について，10

補修箇所に合わせたふさわしい縫い方を考えること，などの力を把握することをねらい

とした。

では，衣服の補修及び製作を行う際や既製服の選択をする際の基礎として，基調査Ⅱ

本的な補修方法の中の「まつり縫い」と「糸の扱い方」に焦点をあて，それらの技能の

状況を把握することをねらいとした。

＜繊維の特徴＞（内容②調査Ⅰ１）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

中学生に身近な日常着（ワイシャ 衣服材料の特徴 (1) ポリエステル１

ツ）の衣服材料について，手入れに を選択する (2) 綿

かかわる繊維の特徴を理解している (3) 混紡（ワイシ

ャツ）

② 調査結果の分析

（注）実際の調査問題に下線はないア 通過率

(1) を選択する問題で，正答（「吸湿性がほとんどない・か１ ポリエステルの特徴

わきがはやい・しわになりにくい」）を選択した生徒の割合（通過率）は，34.6％

であった。主な誤答として，「吸湿性がほとんどない・かわきがはやい・しわにな

りやすい」（23.3％），「吸湿性が適度にある・かわきがはやい・しわになりにく

い」（19.7％），「吸湿性がある・水をはじく・しわになりにくい」（17.0％）な

どがみられた。

(2) を選択する問題で，正答（「吸湿性がよい・かわきが遅い・しわに１ 綿の特徴

なりやすい」）を選択した生徒の割合（通過率）は53.0％であった。主な誤答とし

て，「吸湿性が適度にある・かわきがはやい・しわになりにくい」（17.1％），

「吸湿性がある・水をはじく・しわになりにくい」（13.3％）などがみられた。

(3) を選択する問題で，正答(「吸湿性が適度１ 混紡糸でできたワイシャツの特徴
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にある・かわきがはやい・しわになりにくい」）を選択した生徒の割合（通過率）

は50.4％であった。主な誤答として，「吸湿性がほとんどない・かわきがはやい・

しわになりやすい」（17.5％），「吸湿性がある・水をはじく・しわになりにく

い」（11.9％），「吸湿性がよい・かわきが遅い・しわになりやすい」（10.1％）

などがみられた。

このように，各問題の通過率が53.0％～34.6％であり，ポリエステル，綿，混紡

の繊維の特徴の理解には課題がみられた。特に，(2)「綿の特徴」（53.0％）に比べ

て，(1)「ポリエステルの特徴」（34.6％）の通過率が低く，また，(3)「混紡糸で

できたワイシャツの特徴」を正答した生徒（50.4％）の(1)や(2)の解答状況をみて

も，(2)「綿の特徴」に比べて，(1)「ポリエステルの特徴」を正答できた生徒の割

合が低かった。

通過率

(1) ポリエステル 34.6％

(2) 綿 53.0％

(3) 混紡（ワイシャツ） 50.4％ (1)も正答 45.9％

(2)も正答 62.2％

イ 質問紙調査の結果

「既製服を購入する際に，組成表示や取扱い絵表示やサイズ表示などを見ていま

すか」（生徒質問紙 (11)）に対して，「そうしている」又は「どちらかといえば３

そうしている」と肯定的な回答をした生徒の割合は62.1％であった。調査Ⅰ の結１

果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒よ

り，通過率が高い傾向がみられた。

33.3 28.8 18.5 19.2

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

冊子②

3(11) 既製服を購入する際に，組成表示や取扱い

絵表示やサイズ表示などを見ていますか。

そうしている どちらかといえば
そうしている

どちらかといえば
そうしていない

そうしていない その他 無回答

35.7

54.2 52.4

36.5

54.6 52.0

31.7

50.9 48.1

33 .1

50.7 47.2

0

20

40

60

80

10 0

1 ( 1 ) ポ リエ ステル 1 ( 2 ) 綿 1 ( 3 ) 混 紡 （ワイ シャ ツ ）

3 (11 ) 既製服を購入する際に，組成表示や取扱い絵表示や

サイズ表示などを見ていますか。 通過率との 関係

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない

45.9

62.2

0

20

40

60

80

100

(3) を正答した生徒の

(1)(2)の通過率

(1) ポリエステル (2)綿
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＜衣服材料に応じた手入れと補修など＞（内容②調査Ⅰ２）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

日常着の補修にかかわる材料 (1) スナップの名称を選択する２

「スナップ」の名称，縫い方， スナップの ① 材質と色

付け方を理解して (2) 縫い方を選択 ② ２～３回いる

する ③ 玉どめ

(3) スナップの適切な付け方を選択する

② 調査結果の分析

ア 通過率 (調査問題の一部）

(1) を選ぶ問題で，正答（「ス２ 写真に示した材料の名称

ナップ」）を選択した生徒の割合（通過率）は56.8％であ

った。誤答として，くるみボタンが23.9％，ボタンが10.7

％みられた。

２ (調査問題の一部）(2)

を選択する問題で，正答（「材①スナップ付けにおいて，糸を選ぶ際のポイント

質と色」を選択した生徒の割合（通過率）は48.2％であった。誤答として，「色と

長さ」が36.4％，「長さと強さ」が13.0％みられた。

を選択する問題で，正答（「２～３」）を選択した生②スナップの穴に通す回数

徒の割合（通過率）は67.1％であった。主な誤答として，「５～６」が19.6％みら

れた。

を選択する問題で，正答（「玉どめ」）を選択した生徒③最後の糸の始末の仕方

の割合（通過率）は66.7％であった。主な誤答として，「玉結び」が20.6％みられ

た。
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２ (調査問題の一部）(3)

（正答）

４選択肢

（上前と下前が逆）

５選択肢

「スナップの付け方」について適切なものを選択する問題で，正答（「選択肢

４」)を選択した生徒の割合（通過率）は58.5％であった。主な誤答として，上前と

下前を逆にしたもの（選択肢５）が34.3％みられた。

イ 質問紙調査の結果

「スナップを縫いつけたことがありますか」(生徒質問紙 (15)）に対して，「学３

校の授業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業でしたことがある」「家庭で

したことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は68.7％であり，「したことが

ない」と否定的な回答をした生徒の割合は30.9％であった。

(1)スナップの名称， (2)②穴に通す回数， (2)③最後の糸の始末, (3)スナ２ ２ ２ ２

ップの付け方の結果との関連をみると，「学校の授業でも家庭でもしたことがあ

る」「学校の授業でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答を

した生徒の方が,「したことがない」と否定的な回答をした生徒より,通過率が高い

傾向がみられた。

20.3 35.7 12.8 30.9

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

冊子②

3 (15) スナップを縫いつけたことがありますか。
学校の授業でも家庭でもしたことがある

学校の授業でしたことがある

家庭でしたことがある

したことがない

その他

無回答

74.5

47.3

69.5 70.8 67.366.9

48.6

69.9 68.5
56.856.4

50.1

65.3 67.2
60.5

33.9

47.9

63.2 61.8
54.0
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2 ( 1 )

ス ナッ プ の 名称

2 ( 2 ) ①

縫い 糸の 選び 方

2 ( 2 ) ②

穴 に通す 回数

2 ( 2 ) ③

最 後の 糸 の始 末

2 ( 3 )

ス ナッ プ の付 け方

3(15) スナップを縫いつけたことがありますか。 通過率との関係

学校の授業でも家庭でもしたことがある 学校の授業でしたことがある 家庭でしたことがある したことがない
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＜日常着の手入れと関連する表示＞（内容②調査Ⅰ３）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

日常着の手入れ (1) セーターの組成表示を読み取り，繊維の分類とし

と，関連する表 て適切なものを選択する

示について理解 (2) セーターの取扱い絵表示（洗い方）の意味を選択３

している する

適切なセータ ① 洗剤の種類

(3) ーの洗濯方法 ② 洗い方による状態

を選択する ③ 干し方

② 調査結果の分析 (調査問題の一部)

ア 通過率 ＜表示Ａ＞

３(1)＜表示Ａ＞「セーターの表示」から繊維の分類と

を選択する問題で，正答（「動物から取れして適切なもの

るものを原料とする天然繊維である」）を選択した生徒の

割合（通過率）は，64.2％であった。

誤答として，「植物から取れるものを原料とする天然

繊維である」（12.5％），「動物から取れるものを原料と

する化学繊維である」（11.3％）がみられた。

３(2) (調査問題の一部) ＜表示Ｂ＞

の を選択する問題で，正答（「液温は30℃を限＜表示Ｂ＞ ａの表示の適切な説明

度とし，弱い手洗いがよい」）を選択した生徒の割合（通過率）は70.5％であった。

主な誤答として，「洗う時間は30分を限度とし，弱い手洗いがよい」を選択した生

徒が17.5％みられた。

３(3) (調査問題の一部)
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を選択する問題で，正答（「中性の合成洗剤」）①セーターの洗濯に適した洗剤

を選択した生徒の割合（通過率）は23.2％であった。誤答として，「柔軟剤」を選

択した生徒は29.5％，「弱アルカリ性の合成洗剤」が22.6％，「弱アルカリ性の石

けん」が21.1％みられた。

を選択する問題で，正答(「縮む」）を選択②セーターの洗い方による布の状態

した生徒の割合（通過率）は59.0％であった。誤答として，「伸びる」が18.4％，

「色落ちする」が14.5％みられた。

を選択する問題で，正答(「日陰の平干しがよい」）③セーターの適切な干し方

を選択した生徒の割合（通過率）は47.3％であった。誤答として，「日なたの平干

しがよい」が18.6％，「平干しがよい」が14.8％みられた。

イ 他の問題との関連

(2)と (3)②の問題を比較してみると, (2)「洗い方の表示の意味」の問題３ ３ ３

の通過率70.5％に対して, (3)②「洗い方による布の状態」の問題の通過率は59.３

0％であることから,「洗い方の表示の意味」を理解していても，なぜそうしなけれ

ばならないかという理由までは理解していない生徒がいることが分かる。

ウ 質問紙調査の結果

「衣服に付いている表示についての学習が好きですか」(生徒質問紙 (7))に対２

して，「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割

合は29.1％であった。ペーパーテストの結果との関連をみると，肯定と否定の間に

顕著な傾向はみられなかった。

5.9 23.2 44.1 26.7

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

冊子②

2 (7) 衣服に付いている表示についての学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない その他 無回答
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＜衣服の働きと目的に応じた着用＞（内容②調査Ⅰ４）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

４ (1) 衣服の働きや衣服と社会生活との ５つの衣服の働きとして，もっとも関

かかわりを理解している 係の深いものを選択する

４ (2) 衣服の保健衛生上の働きとして重 衣服を購入する際に，保健衛生上の働

視すべきことを理解している きとして重視すべきことを選択する

４ (3) 礼服を選択，着用する際に重視す 礼服を選択したり着用したりする際

べきことを考えることができる に，もっとも重視すべきことを選択す

る

② 調査結果の分析

ア 通過率

４ (調査問題の一部)(1)

(1)文中の①～⑤の５つの についてすべて正しく選択した生徒の割４ 衣服のはたらき

合（通過率）は，60.6％であった。それぞれの衣服についてみると，①「 」学生服

礼服 運動着 ジーンズとトレ（88.1％），②「 」（86.5％），③「 」（65.6％），④「

」（84.3％），⑤「 」（69.1％）であった。ーナー 下着

主な誤答として，例えば「運動着」について「保健衛生上のはたらき」を選択した

割合が23.7％みられた。このほかは，次のとおりである。
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（通過率） （反応率）問題 正答 主な誤答

（6.6％）①学生服 職業や所属集団を表すはたらき 生活活動上のはたらき

（88.1％）

②礼服 気持ちを表すはたらき 職業や所属集団を表すはたらき（86.5％）

（5.3％）

（65.6％） （23.7％）③運動着 生活活動上のはたらき 保健衛生上のはたらき

（84.3％） （7.8％）④ジーンズと 個性を表すはたらき 生活活動上のはたらき

トレーナー

（69.1％） （16.6％）⑤下着 保健衛生上のはたらき 生活活動上のはたらき

を選択する問４(2)保健衛生上のはたらきを重視して衣服を購入する際の配慮事項

題で，正答（「吸湿性」）を選択した生徒の割合（通過率）は，67.1％であった。

主な誤答としては，「伸縮性」が18.8％みられた。

を選ぶ問題で，正答(「時・場所・場合４(3)礼服を選択，着用する際の配慮事項

に応じた着用を重視する」）を選択した生徒の割合（通過率）は，93.5％であった。

イ 質問紙調査の結果

「衣服の組合せを工夫したり，流行について話し合ったりする学習が好きです

か」 生徒質問紙 に対して，「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と（ ２(6)）

肯定的な回答をした生徒の割合は68.6％，「どちらかといえば好きではない」「好

きではない」と否定的な回答をした生徒の割合は31.3％であった。

(1)衣服の働きの問題の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，４

否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

（ ３ (16)）「衣服の組合せや流行について考えたことがありますか」 生徒質問紙

に対して，「学校の授業でも家庭でも考えたことがある」「学校の授業で考えたこ

とがある」「家庭で考えたことがある」）と肯定的な回答をした生徒の割合は84.9

％であった。

(2)「保健衛生上のはたらきを重視して衣服を購入する場合の配慮事項」の問題，４

及び (3)「礼服を選択，着用するときの配慮事項」の問題の結果との関連をみると，４

33.1 35.5 19.9 11.3

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

冊子②

2(6) 衣服の組合せを工夫したり，流行について

話し合ったりする学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

62.6 62.8 55.4 57.6

0

20

40

60

80

100

4 ( 1 )

2(6) 衣服の組合せを工夫したり，流行について

話し合ったりする学習が好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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ともに，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高

い傾向がみられた。

＜日常着の手入れ（洗濯とアイロンがけ）＞（内容②調査Ⅰ８）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

８(1) 衣服の手入れに関する表 洗濯の際に確認したほうがよい表示を２つ選

示を理解している 択する 「組成表示」と「取扱い絵表示」

８(2) しみ（墨）の落とし方を しみ（墨）の落とし方について適切でないも

理解している のを選択する

８(3) 汚れがひどい時の洗い方 汚れがひどい時の洗い方の工夫について,もっ

を理解している とも適切なものを選択する

８(4) 洗剤の適切な使用量につ ａ 洗剤の量による汚れの落ち方を選択する

いての理解をもとに，環 ｂ 環境への影響を選択する

境を考えた工夫ができる ｃ 経済的な影響を選択する

ｄ 適切な使用量に関する文章を選択する

８(5) アイロンをかける際の工 ズボンにアイロンをかける際，表面が光らな

夫点を考えられる いような工夫を選択する

35.4 14.9 34.5 14.8

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

冊子②

3(16) 衣服の組合せや流行について考えたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも考えたことがある

学校の授業で考えたことがある

家庭で考えたことがある

考えたことがない

その他

無回答

69.5

94.3

66.0

92.4

70.0

95.0

57.0

89. 8

0

20

40

60

80

100

4( 2) 保健 衛生上のはたらきを

重 視して衣服を購入する 場合の

配慮事項

4( 3) 礼服 を選択，着用するときの

配慮事項

3(16) 衣服の組合せや流行について考えたことがありますか。

通過率との関係

学校の授業でも家庭でも

考えたことがある

学校の授業で

考えたことがある

家庭で考えた

ことがある

考えたことがない
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② 調査結果の分析

ア 通過率

８ (調査問題の一部)

(1) を選択する問題で，正答（「取扱い絵８ 洗濯をする際に確認した方がよい表示

表示」と「組成表示」の２つ）を選択した生徒の割合（通過率）は41.4％であった。

選択肢ごとの反応率をみると，「取扱い絵表示」については88.2％の生徒が選択

することができたが，「組成表示」を選択した生徒は47.8％と「取扱い絵表示」に

比べて低く，「警告マーク」や「品質規格マーク」などを選択した生徒もみられた。

についての問題で，適切でないもの（「どんな布につ８(2)しみ（墨）の落とし方

いたしみでも，漂白剤を使用するとよい」）を選択した生徒の割合（通過率）は65.

7％であった。誤答として，正しいしみ（墨）の落とし方である「墨の場合は，歯磨

き粉をつけて，もみ洗いするとよい」を選択した生徒が14.0％みられた。

汚れがひどい時の適切な洗い方を選択する問題で，正答（「手洗いをしまし８(3)

た」）を選択した生徒の割合（通過率）は73.2％であった。誤答として，「くつ下

をよくもみました」を選択した生徒が12.2％みられた。

８(4) (調査問題の一部)

を選択する問題で，正答(「汚れの落ち方はほとんどかわらな(a) 汚れの落ち方

い」）を選択した生徒の割合（通過率）は26.2％であった。主な誤答として，

「汚れがよく落ちるが，色落ちしやすい」を選択した生徒が57.7％みられた。
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を選択する問題で，正答(「環境汚染」）を選択した生徒の(b) 排水による影響

割合（通過率）は92.2％であった。

を選択する問題で，正答（「家庭の経済」）を選択した(c) 消費の面での影響

生徒の割合（通過率）は51.8％であった。誤答として，「水不足」が19.8％，

「豊富な資源」が15.4％みられた。

を選択する問題で，正答（「効果的とはいえないので，(d) 洗剤の適切な使用量

めやすの量にして洗濯するとよい」）を選択した生徒の割合（通過率）は84.7％

であった。

と の結果をみると，(d)で「めやすの量にして洗濯するとよい」と正答し(a) (d)

た生徒は84.7％であったが，その理由として，(a)に正答し，洗剤の量と汚れの落

ち方の関係について理解していると考えられる生徒は26.2％と課題がみられた。

４問ともに正答した生徒の割合は14.5％であった。(a)～(d)

を選択する問題で，正答(「あて布をす８(5)アイロンをかける際の工夫点

る」）を選択した生徒の割合(通過率)は75.5％であった。主な誤答として，「霧

吹きをする」が16.2％みられた。

イ 質問紙調査の結果

３「手洗いや電気洗濯機を用いた洗濯をしたことがありますか」(生徒質問紙

(17))に対して，「学校の授業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業でしたこ

とがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は85.6％で

あった。

「しみ抜きをしたことがありますか」(生徒質問紙 (18))に対して，「学校の授３

業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業でしたことがある」「家庭でしたこ

とがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は52.6％であったが，「したことがな

い」と否定的な回答をした生徒の割合も47.1％であった。

28.4 8.3 48.9 14.0

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

冊子②

3(17) 手洗いや電気洗濯機を用いた洗濯をしたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答
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「アイロンがけをしたことがありますか」 生徒質問紙 (19) に対して，「学（ ３ ）

校の授業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業でしたことがある」「家庭で

したことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は92.2％であった。

アイロンをかける際の工夫点を選択する問題の結果との関連をみると，肯定８(5)

的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向がみら

れた。

12.3 12.0 28.3 47.1

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

冊子②

3(18) しみ抜きをしたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答

55.0 12.7 24.5 7.5

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

冊子②

3(19) アイロンがけをしたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答

80 .5
66 .7 74 .3

59 .3

0

20

40

60

80

100

8 (5 )

3(19) アイロンがけをしたことがありますか。
通過率との関係

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある
家庭でしたことがある したことがない
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＜日常着の手入れ（アイロンをかける際の適切な温度）＞（内容②調査Ⅰ９）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

表示や繊維の性質から，混 (1) 混紡糸でできたワイシャツにアイロ

９ 紡糸でできた衣服にアイロ ンをかける際の適温を選択する

ンをかける際の温度とその (2) (1)の温度を選択した理由を記述する

理由を考えることができる

② 調査結果の分析

ア 通過率

(調査問題の一部)

を選択する問題(1)で，９ 混紡糸でできたワイシャツにアイロンをかける際の温度

「中温（140～160℃）がよい」を選択し，その理由を記述する問題(2)で,正答（熱に

弱い方に合わせる，など）を記述した生徒の割合(通過率)は24.2％であった。

(1)の解答状況をみると，「中温（140～160℃）がよい」を選択した生徒の割合は

33.6％であったが，「中温と高温の間がよい」（39.8％）や「高温（180～210℃）が

よい」（19.4％）などもみられた。

また，(1)の解答ごとの(2)の解答状況をみると，(1)で「中温（140～160℃）がよ

い」を選択した生徒の中では，(2)で理由を正しく記述できた割合は72.0％であった。

他方，(1)で「高温（180～210℃）がよい」を選択した生徒の中では，高温または混

紡の割合の多い繊維に合わせればよい，という趣旨の記述が79.7％ともっとも多く，

(1)で「中温と高温の間がよい」を選択した生徒の中では，２つの繊維の中間の温度，

という趣旨の記述が68.4％ともっとも多くみられた。

(1)と(2)の結果から，混紡糸でできた衣服では，熱に弱い繊維に合わせてアイロ

ンをかけなければ繊維が傷むということが十分理解されていないため，衣服に付いた

表示を見ても，適切なアイロンの温度を考えることが困難になっていると考えられる。
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（参考）

－130－



イ 他の問題との関連

混紡（ワイシャツ）に関する問題を比較すると， 「混紡糸でできたワイシャ１(3)

ツの性質に関する問題」の通過率は50.4％に対して， 「混紡糸でできたワイシャ９

ツにかけるアイロンの適温の理由の問題」の通過率は24.2％であった。両問ともに

正答できた生徒の割合は13.6％であった。

アイロンのかけ方に関する問題を比較すると， 「アイロンをかける際の工夫８(5)

点に関する問題」の通過率75.5％に対して， の通過率は24.2％であった。また，９

両問ともに正答できた生徒の割合は19.7％であった。

ウ 質問紙調査の結果

「アイロンがけをしたことがありますか」 生徒質問紙 (19) に対して，「学（ ３ ）

校の授業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業でしたことがある」「家庭で

したことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は92.2％であった（再掲）。

の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をし９

た生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

55.0 12.7 24.5 7.5

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

冊子②

3(19) アイロンがけをしたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答 26.0 26.8
21.7

15.6

0

20

40

60

80

100

9

3(19) アイロンがけをしたことがありますか。

通過率との関係

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある したことがない
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＜日常着の補修の代表例「まつり縫い」の名称や縫い方の特徴＞（内容②調査Ⅰ10）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

「まつり縫い」の名称や (1) まつり縫いの「縫い方の特徴」について

縫い方の特徴を理解し， もっとも適切なものを選択する

適切な縫い方について考 (2) まつり縫いの「名称」について適切なも10

えることができる のを選択する

(3) まつり縫いの「縫い方」の適切な説明を

選択する

② 調査結果の分析

ア 通過率

10(1) (調査問題の一部)

を選択する問題で，正答（「表に縫い目が目立たない」）「まつり縫い」の特徴

を選択した生徒の割合（通過率）は63.7％であった。主な誤答として，「じょうぶ

でほつれにくい」が19.4％みられた。

を選択する問題で，正答（「まつり縫い」）を選択し10(2)「まつり縫い」の名称

た生徒の割合（通過率）は47.2％であった。誤答として，「かがり縫い」が21.0％，

「なみ縫い」が14.7％，「返し縫い」が10.9％みられた。

を選択する問題で，正答10(3)「まつり縫い」の縫い方についての適切な説明

（「縫い糸は布と同じ色にして，縫い目が表側から目立たないように少なめにすく

い，縫い目の間隔が同じになるように縫う」）を選択した生徒の割合（通過率）は

77.7％であった。

10 10(1)と(3)の関係についてみてみると，

(1)に正答した生徒が(3)にも正答できた割合

84.3％に対し， (1)に正答できなかった生10

徒が(3)に正答できた割合は66.1％であり,

(1)まつり縫いの「縫い方の特徴」を理解し

ている生徒の方が，(3)まつり縫いの「縫い

方」の適切な説明も選択できていた。

84.3
66.1

0
20
40
60
80

100

10(1)に正答
した生徒

10(1)に正答
できなかった生徒

10(3)「まつり縫い」の
縫い方の説明の通過率
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イ 質問紙調査の結果

「「まつり縫い」による補修や「まつり縫い」を使った製作をしたことがありま

すか」（生徒質問紙 (13) に対して，「学校の授業でも家庭でもしたことがあ３ ）

る」「学校の授業でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答を

した生徒の割合は74.5％であった。 (2)まつり縫いの名称の問題の結果との関連を10

みると，肯定的な回答をした生徒の方が,否定的な回答をした生徒より,通過率が高

い傾向がみられた。

「「まつり縫い」以外の縫い方で補修や製作をしたことがありますか」（生徒質

問紙 (14) に対して，「学校の授業でも家庭でもしたことがある」「学校の授業３ ）

でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は

88.9％であった。 まつり縫いの特徴,名称,縫い方を選択する問題の結果との関連10

をみると，いずれも肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より

通過率が高い傾向がみられた。

43.0 35.7 10.2 11.0

0% 20% 40% 6 0% 80% 100%

冊子②

3(14) 「まつり縫い」以外の縫い方で補修や

製作をしたことがありますか。

学校の授業でも

家庭でもしたことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答

59.2 54.4
37 .3

27.3

0
20

40
60
80

100

10 ( 2)

3(13) 「まつり縫い」による補修や

「まつり縫い」を使った製作をした
ことがありますか。 通過率との関係

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある したことがない

67.8
5 2.7

84.7

63.2

46.6

75.8

59 .6

38.3

71.1

53.8

37.0

63.6

0

20

40

60

80

100

10(1 )
縫い方の特徴

10 ( 2 )
名称

1 0 (3)
縫い方

3(14) 「まつり縫い」以外の縫い方で補修や製作をしたことがありますか。

通過率との関係

学校の授業でも家庭でも
したことがある

学校の授業で
したことがある

家庭でしたことがある したことがない

18.3 49.8 6.4 25.3

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

冊子②

3(13) 「まつり縫い」による補修や「まつり縫い」を
使った製作をしたことがありますか。

学校の授業でも

家庭でもしたことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答
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「ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか」（生徒質問紙 (8) に対し２ ）

て，「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は56.

8％であった。

まつり縫いの特徴,名称,縫い方を選択する問題の結果との関連をみると，いず10

れも肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾

向がみられた。

28.0 28.8 22.8 20.2

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

冊子②

2(8) ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか。（再掲）

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

67.6

51.9

82.1

66.1

49.1

81.2

62.7

45.6

76.3

56.5

40.3

68.6

0

20

40

60

80

100

10 (1 )

縫い方の特徴

1 0( 2 )

名称

1 0( 3 )

縫い方

2(8) ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば好きだ どちらかといえば好きではない 好きではない
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＜日常着の補修としての「まつり縫い」＞（内容②調査Ⅱ）

出題のねらい((3)衣服の選択と手入れ，前述)で述べたとおり，衣生活に関する内容

（内容②調査Ⅱ）では，衣服の補修及び製作をする際の基礎的・基本的な技能として，

針と糸を使って目的に合わせた補修を行う実技調査を行った。本調査では，調査Ⅰ に10

関連して，ほつれたズボンのすその補修方法として，「糸の扱い方」と「まつり縫い」

を取り上げた。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

基本的な「糸の扱い方」と「まつり 糸の扱い方 糸の取り方

問題 縫い」を適切に行うことができる 玉結びの仕方扱

玉どめの仕方い方」と縫い方の

まつり縫いの縫い方

（調査の実施方法）

調査で使用する検査用布（下図）と裁縫用具を生徒一人一人に配付した。各生徒は

実施方法等についての説明ビデオを視聴し，実技調査に取り組んだ。実技時間は20分

間とした。

問題では，ズボンのほつれたすその部分を想定して作成された検査用布を用い，補

修方法として示した調査票のまつり縫いの縫い方の写真（下の写真）を見て，実技調

査に取り組んだ。

【検査用布】

※ほつれたすその部分（ズボンの裏側） ※まつり縫いの縫い方の写真

＜表側＞ ＜裏側＞

（評価の方法）

「糸まつり縫いの実技調査の評価にあたっては，生徒が取り組んだ作品（布）を，

及び の2つの視点から，複数の観点を設けて評価を行った。の扱い方」 「まつり縫い」

※ の部分が，ほつれ

ている部分です。

まつり縫いをしてくだ

さい。

このはり付け

てある部分は，

縫ってあるも

のとします。
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「糸の扱い方」については， ， の仕方， の仕方，の①糸の取り方 ②玉結び ③玉どめ

３つの観点で評価を行った。

「まつり縫い」については，はじめに，縫い方について，「まつり縫い」か「その

ａ 表地他の縫い方」かを評価し，続いて，「まつり縫い」とみなしたものについて，

のすくい方 ｂ 縫い目（一直線） ｃ 縫い目（等間隔） ｄ 折り山のすくい方 ｅ， ， ， ，

， ， ，の７つの観点を設けて評価を行った。糸の引き加減 ｆ まつり縫いの長さ ｇ 向き

② 調査結果の分析

ア 通過率

≪糸の扱い方≫

について，まつり縫いを行う場合に適切である「１本取りで縫ってい糸の取り方

る」生徒の割合（通過率）は70.7％であった。誤答として，「２本取りで縫ってい

る」割合が26.2％であった。

について，「抜けない大きさで，布の表側からも裏側からも見えないとこ玉結び

ろにしている」生徒の割合（通過率）は，37.9％であった。誤答として，「抜けな

い大きさで，布の裏側から見えるところにしている」生徒が36.5％，「抜けない大

きさで，布の表側から見えるところにしている」生徒が18.9％であった。全体とし

て，正答・誤答を含めて，玉結びを抜けない大きさにすることはできたが（93.2

％），見えない適切な位置で玉結びをすることに課題がみられた。

について，「抜けない大きさで，布の表側からも裏側からも見えないとこ玉どめ

ろにしている」生徒の割合（通過率）は，18.7％であった。誤答として，「抜けな

い大きさで，布の裏側から見えるところにしている」生徒が48.1％で，「抜けない

大きさで，布の表側から見えるところにしている」生徒が12.5％であった。全体と

して，正答・誤答を含めて，玉どめを抜けない大きさにすることはできたが（79.3

％），縫い終わりに見えない適切な位置で玉どめをすることに課題がみられた。

糸の取り方，玉結び，玉どめのすべてを適切に行うことができた生徒の割合は11.

9％であった。

正答：◎【解答類型ごとの反応率】

解答類型 反応率(％)

１ １本取りで縫っている ◎ 70.7糸

２ ２本取りで縫っている 26.2の

３ １本取りと２本取りの部分が混在している 0.2取

９ 上記以外 0.1り

０ 縫っていない 2.8方

１ 抜けない大きさで，布の表側からも裏側からも見えないところ ◎ 37.9

にしている玉
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２ 抜けない大きさで，布の裏側から見えるところにしている 36.5結

３ 抜けない大きさで，布の表側から見えるところにしている 18.9び

４ 判定不能（緑のシールがないため縫い始めの位置が不明） 0.3

９ 上記以外 2.4

０ 玉結びをしていない 4.1

１ 抜けない大きさで，布の表側からも裏側からも見えないところ ◎ 18.7

にしている玉

２ 抜けない大きさで，布の裏側から見えるところにしている 48.1ど

３ 抜けない大きさで，布の表側から見えるところにしている 12.5め

４ 判定不能（緑のシールがないため縫い始めの位置が不明） 0.3

９ 上記以外 12.7

０ 玉どめをしていない 7.6

※「緑のシール」とは,縫い始めの位置を示すために,生徒に貼らせたシール

≪まつり縫いの縫い方≫

まつり縫いについては，実際に問題文に示した写真のように適切にまつり縫いが

できた生徒の割合（通過率）は，46.0％であった。誤答として，まつり縫い以外の

縫い方である，かがり縫いや，なみ縫いなど，小学校で学習してきた縫い方や，一

目落としなどがみられた。

＜ 実際にみられた縫い目 ＞

＜かがり縫い＞ ＜一目落とし＞ ＜その他の縫い方＞

正答：◎【解答類型ごとの反応率】

解答類型 反応率(％)

１ まつり縫い ◎ 46.0

２ 一目落とし 6.3

３ 一目落としの逆 2.9

４ なみ縫い 3.7

５ 表地をすくう際，裏の三つ折りの折り山から上下３mm以上離れた 2.1

位置を縫っているもの

６ かがり縫い及びかがり縫いのような縫い方 16.5

９ 上記以外の縫い方 19.5

（返し縫い，２枚合わせて縫っているものを含む）

０ 縫っていない 3.1
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まつり縫いができた生徒（1,494人，全体3,251人の46.0％）について，縫い方を

７つの観点から評価すると，「 縫い目（一直線）」「 縫い目（等間隔）」ｂ ｃ

「 糸の引き加減」「 長さ」「 向き」については適切に行うことができた生ｅ ｆ ｇ

徒の割合が70％以上であったが，「 表地のすくい方」「 折り山のすくい方」ａ ｄ

については適切に行うことができた生徒の割合は約60％であった。

なお， ～ の７つの観点をすべて満たしている生徒の割合は9.4％であった。ａ ｇ

＜まつり縫いの評価時の観点とその結果＞

【解答類型ごとの反応率】 n=1,494

解答類型 反応率

(％)

１ 表地を裏からすべて２mm以内の大きさですくっている 62.9ａ 表地の

９ 上記以外 37.1すくい方

１ 表の縫い目がほぼ一直線上になっている 90.5ｂ 縫い目

９ 上記以外 9.5（一直線）

１ 表の縫い目がほぼ等間隔になっている 70.7ま ｃ 縫い目

９ 上記以外 29.3つ （等間隔）

１ 裏の三つ折りの折り山のすくいが，すべて約３mm以内 61.0り ｄ 折り山

になっている縫 のすくい

９ 上記以外 39.0い 方

１ 糸の引き加減がつれたり浮いたりしていない 84.2の ｅ 糸の引

９ 上記以外 15.8縫 き加減

１ まつり縫いを８cm以上縫っている 86.9い ｆ 長さ

９ 上記以外 13.1方

１ 裏の三つ折りをすくう向きが正しいもの（表布と三つ 76.8ｇ 向き

折りの間から手前に針を出しているもの）

２ 左右どちらから縫っているのか不明のもの（判定不能 0.1

で×）

９ 上記以外 23.1

＜まつり縫いとみなされたものの内訳＞ n=3,251

反応率

(％)

１ 上記の表で， ～ までがすべて１ 9.4ａ ｇ

２ 上記の表で，９（上記以外）又は２が１つ以上ある場合 36.5

すべて９（ に関しては９又は２）でもよいｇ

※反応率は3,251人を100としたもの
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イ 他の問題との関連

○ 調査Ⅰと調査Ⅱの関連

まつり縫いに関する問題を比較すると， (1)まつり縫いの縫い方の特徴を選択10

する問題（以下，「特徴を選択する問題」）の通過率63.7％に対し，調査Ⅱまつ

り縫いの実技調査の通過率は46.0％であった。両問ともに正答した割合は33.2％

であった。

さらに， (1)「特徴を選択する問題」と調査Ⅱでまつり縫いができた生徒の10

「 表地のすくい方」との関連をみると， (1)で，まつり縫いが表から目立たａ 10

ない縫い方であることを理解している生徒の方が，理解していない生徒より，調

査Ⅱの「 表地のすくい方」で，表地を２mm以内ですくうことができていた。ａ

同様に， (3)「縫い方」の適切な説明を選択する問題と調査Ⅱでまつり縫いが10

できた生徒の「 表地のすくい方」や「 縫い目（等間隔）」との関連をみるａ ｃ

と， (3)で,「縫い方」の適切な説明に正答した生徒の方が，正答できなかった10

生徒より，調査Ⅱの「 表地のすくい方」で，表地を２mm以内ですくうことも,ａ

「 縫い目」を等間隔にすることもできていた。ｃ

ウ 質問紙調査の結果

「ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか」（生徒質問紙 (8) に対し２ ）

て，「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合

は56.8％であった（再掲）。

調査Ⅱの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答

をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

64.9
57.5

0

20

40

60

80
100

10(1)に正答
した生徒

10(1)に正答
できなかった生徒

Ⅱ「まつり縫い」ができた生徒における
「a 表地のすくい方」の通過率

64.0
55.2

0

20
40

60

80
100

10(3)に正答
した生徒

10(3)に正答
できなかった生徒

Ⅱ「まつり縫い」ができた生徒における
「a 表地のすくい方」の通過率

71.9
62.4

0

20
40

60

80
100

10(3)に正答
した生徒

10(3)に正答
できなかった生徒

Ⅱ「まつり縫い」ができた生徒における
「c 縫い目（等間隔）」の通過率
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「衣服の手入れの学習が好きですか」(生徒質問紙 (9)）に対して，「好きだ」又２

は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は45.1％であった。

調査Ⅱの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答を

した生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

「「まつり縫い」による補修や「まつり縫い」を使った製作をしたことがありま

すか」（生徒質問紙 (13) に対して，「学校の授業でも家庭でもしたことがあ３ ）

75.1

50.7

27.8

61.1

75.3

41.5

20 .3

51.1

68.5

33.0

14.3

38.7

6 0.7

20.5
9.0

2 6.0

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ 糸の取り方 調査Ⅱ 玉結び 調査Ⅱ 玉どめ 調査Ⅱ 縫い方

2(8) ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば好きだ どちらかといえば好きではない 好きではない

72.4

44.7

23.7

54.7

73.5

43.4

22.0

52.1

70.2

38.4

17.8

44.0

66.2

24.1

11.9

34.1

0

20

40

60

80

100

調査Ⅱ 糸の取り方 調査Ⅱ 玉結び 調査Ⅱ 玉どめ 調 査Ⅱ 縫い方

2(9) 衣服の手入れの学習が好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば好きだ どちらかといえば好きではない 好きではない

28.0 28.8 22.8 20.2

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

冊子②

2(8) ミシンや針を使ってものを作ることが好きですか。（再掲）

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

14.4 30.7 34.0 20.8

0% 2 0% 40 % 60 % 80% 100%

冊子②

2(9) 衣服の手入れの学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない その他 無回答
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る」「学校の授業でしたことがある」「家庭でしたことがある」と肯定的な回答を

した生徒の割合は74.5％であった（再掲）。

調査Ⅱの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答

をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

「既製服を購入する際に，衣服の縫い目や縫い方をよく見ていますか」(生徒質問

紙 (12))に対して，「そうしている」「どちらかといえばそうしている」と肯定的３

に回答した生徒の割合は29.1％であった。

調査Ⅱの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答

をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。
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縫い方

3(13) 「まつり縫い」による補修や「まつり縫い」を使った製作をしたことがありますか。
通過率との関係

学校の授業でも家庭でもしたことがある 学校の授業でしたことがある 家庭でしたことがある したことがない

76.4

43 .4

21.7

48.1

73 .9

41.1

18.9

49.7

71.1

40.9

19.2

49.3

67. 5
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17.5
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調 査Ⅱ

糸 の取り方

調査Ⅱ

玉結び

調査 Ⅱ

玉どめ

調査Ⅱ

縫い方

3(12) 既製服を購入する際に，衣服の縫い目や縫い方をよく見ていますか。

通過率との関係

そうしている どちらかといえばそうしている どちらかといえばそうしていない そうしていない

18.3 49.8 6.4 25.3

0% 20% 40% 60% 80% 1 00%

冊子②

3(13) 「まつり縫い」による補修や「まつり縫い」を

使った製作をしたことがありますか。（再掲）

学校の授業でも家庭でも

したことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答

11.2 17.9 30.2 40.5

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

冊子②

3(12) 既製服を購入する際に，衣服の縫い目や

縫い方をよく見ていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答
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(4) 室内環境の整備と住まい方

（内容①調査Ⅰ５，６，内容②調査Ⅰ６，内容③調査Ⅰ５）

中学校学習指導要領（平成10年告示）Ａ 生活の自立と衣食住(4) 室内環境の整備と住まい方

（出題のねらい）

安全で快適な室内環境の整え方の基礎的・基本的な知識として， 生内容①調査Ⅰ６

活行為と結び付いた住まいの基本的な機能， 快適な室内環境を整える内容②調査Ⅰ６

条件と室内での空気の流れ，についての理解の状況を把握することをねらいとした。

では，衛生的な室内環境の保持のための浴室清掃時の留意点を考え内容①調査Ⅰ５

る力を把握することをねらいとした。

では, 幼児にもっとも多い家庭内事故の原因，その要因となる幼児内容③調査Ⅰ５

の特徴及び高齢者の家庭内事故防止のための配慮事項，についての理解の状況と，家

庭内事故を防ぐための中学生にできる具体的な工夫などを考える力を把握することを

ねらいとした。

＜室内環境の整備＞ （内容①調査Ⅰ５）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

衛生的な室内環境の保持の 住まい用洗剤を使用し,浴室の清掃を行う際

ための浴室清掃時の留意点 の方法として，もっとも適切なものを選択す５

を考えることができる る

② 調査結果の分析

ア 通過率

内容①５ 快適な室内環境を整えるため，住まい用洗剤を使用した浴室の清掃で気

として，適切なもの（正答「汚れや材質にあった洗剤を選ぶ｣）を付けることの説明

を選択した生徒の割合（通過率）は88.9％であった。誤答として,「ぬれてもよいよ

うに素手・素足で行う」が4.7％,「窓はしっかりと閉めて行う」が2.6％みられた。

イ 質問紙調査の結果

「汚れに応じた掃除をしたことがありますか」（生徒質問紙 (22)）に対して,３

「学校の授業でも家庭でもしたことがある」，「学校の授業でしたことがある」又

は「家庭でしたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は90.6％であった。

「家庭で掃除をするとき，洗剤についての学習を参考にしていますか」(生徒質問

紙 (23)）に対して,「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯３

定的な回答をした生徒の割合は42.9％であった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，どちらも肯定と否定の間に顕著な傾向

はみられなかった。
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＜家族が住まう空間としての住居の機能＞ （ 内容①調査Ⅰ６ ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

６ 家族が住まう空間としての 各生活行為と関係の深い生活空間を選択する

住居の機能を理解している

② 調査結果の分析

ア 通過率

を選択する問題の通過率は，(1)「入浴内容①６ 生活行為と関係の深い生活空間

をする」が81.8％，(2)「洗濯をする」が88.9％，(3)「食事をする」が94.4％，

(4)「睡眠をとる」が83.7％であった。主な誤答は，次のとおりである。

（通過率％） （反応率％）問題 正答 主な誤答

（81.8） （14.5）(1) 入浴をする 生理・衛生 の空間 個人生活 の空間「 」 「 」

（88.9） （8.4）(2) 洗濯をする 家事作業 の空間 生理・衛生 の空間「 」 「 」

（94.4） （2.2）(3) 食事をとる 家族 （団らんなど）の空間 個人生活 の空間「 」 「 」

（83.7） （13.6）(4) 睡眠をとる 個人生活 の空間 生理・衛生 の空間「 」 「 」

＜室内環境の整え方＞ （内容②調査Ⅰ６ ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

６ 快適な室内環境を整えるた (1) 快適な室内環境を整えるための方法や

めの方法や条件を理解して 条件を表す言葉を選択する

いる (2) 新鮮な空気を部屋全体に流れやすくす

る窓の位置を選択する

41.8 9.2 39.6 9.1

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

3(22) 汚れに応じた掃除を

したことがありますか。

学校の授業でも家庭

でもしたことがある

学校の授業で

したことがある

家庭でした

ことがある

したことがない その他 無回答

15.4 27.5 26.6 30.2

0% 20% 40% 60% 8 0% 100%

3(23) 家庭で掃除をするとき，洗剤に

ついての学習を参考にしていますか。

そうしている どちらかといえば
そうしている

どちらかといえば
そうしていない

そうしていない その他 無回答
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② 調査結果の分析

ア 通過率

についての文章が表す言葉を選択する問内容②６(1)快適な室内環境を整える方法

題（正答「換気」）の通過率は83.1％であった。誤答については「通風」が11.1％

みられた。

を選択する問題（正答内容②６(2)新鮮な空気を部屋全体に流れやすくする方法

「１」）の通過率は68.8％であった。主な誤答として，部屋の中央付近の壁に窓が

向かい合っている「３」が28.2％と多く，部屋全体に空気を流すための窓の位置を

理解することに課題がみられた。

６(2)（調査問題の一部）

イ 質問紙調査の結果

「快適に住まうために，部屋の空気の入れ換えを考えていますか」（生徒質問紙

(20)）に対して,「学校の授業でも家庭でも考えたことがある」「学校の授業で考３

えたことがある」「家庭で考えたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は

91.4％であった。

47.6 13.7 30.1 8.3

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

3(20) 快適に住まうために，部屋の

空気の入れ換えを考えていますか。

学校の授業でも家庭でも

考えたことがある

学校の授業で

考えたことがある

家庭で考えた

ことがある

考えた

ことがない

その他 無回答
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＜安全で快適な室内環境の整え方＞（内容③調査Ⅰ５ ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

(1) グラフから，家庭内事故の原因 家庭内事故による，0～4歳児の死亡率

を読み取ることができる のもっとも高い原因を選択する５

(2) 家庭内事故の要因となりうる幼 (1)の要因となる幼児の心身の特徴か

児の心身の特徴を考えることが ら，適切でないものを選択する

できる

(3) 家庭内事故の死亡原因から，高 家庭内事故における，高齢者の体の変

齢者の体の変化に応じた配慮事 化に応じた配慮事項から，適切でない

項を考えることができる ものを選択する

(4) 高齢者の安全な生活のための対 (3)の配慮事項について，中学生とし

策を考えることができる てできる「玄関マット」と「階段」の

具体的な工夫を記述する

② 調査結果の分析

ア 通過率

を選択する内容③５(1)0～4歳児の場合の死亡率がもっとも高い家庭内事故の原因

問題（正答「窒息」）の通過率は96.1％であった。

についての問題は，適内容③５(2)家庭内事故の要因となりうる幼児の心身の特徴

切ではないもの（「自己主張が強い」）を選択した生徒の割合（通過率）は54.0％

であった。誤答として，「何でも口に入れてみる」を選択した生徒の割合は24.7％

であった。

について内容③５(3)高齢者の体の変化に応じた家庭内事故を防ぐための配慮事項

の問題で，適切でないもの（「手足の筋力が衰えるので，室内のあちこちに休憩用

のいすをできるだけたくさん置く」）を選択した生徒の割合（通過率）は64.4％で

あった。誤答として，「視力の衰えがある場合には，室内は明るくするようにして

おく」を選択した生徒の割合は15.5％，「血圧が高くなる傾向があるので,お風呂に

入っているときは，ときどき声をかける」を選択した生徒の割合は11.1％であった。
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５ （調査問題の一部）

を内容③５(4)家庭内事故を減らすために，中学生として住まいの中でできる工夫

記述する問題の通過率は，「玄関マット」（図Ａ）が81.6％，「階段」（図Ｂ）が

81.4％であった。

解答類型をみると，「玄関マット」に関しては，「すべり止めを付けるなどのマ

ットの工夫」（70.5％）がもっとも多く，「危険なものを除去するなどの転倒しな

いようにする工夫」（9.4％）や「手を貸す，声をかけるなどの家族の一員としてで

きること」（1.7％）もみられた。一方，誤答として,「厚いものにする」や「すべ

らないようにする」などの解答が15.4％みられた。

「階段」に関しては，「手すりを付ける」（59.0％）がもっとも多く，「手を貸

す，声をかけるなどの家族の一員としてできること」（15.1％）や「すべり止めを

付けるなどの階段の工夫」（4.9％）もみられた。一方，誤答として,「靴下をは

く」や「スリッパをはく」などの解答が9.8％みられた。

無解答の割合は，両問ともに3％未満であった。

また，内容③ (3)と比べると，「玄関マット」と「階段」の両問ともに，内容③５

(3)の通過率より15ポイント以上高い結果であった。５
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【解答類型ごとの反応率】 図Ａ 玄関マット 正答：◎ 準正答：○

解答類型 反応率（％）

１ すべり止めを付けるなどのマットの工夫 （例：マットの下にゴムなどを ◎ 70.5

敷く,すべり止めの付いたマットに替える等）

２ 転倒しないようにする工夫 ○ 9.4

（例：危険なものを除去する,余計なものをおかず整理整頓しておく等）

３ 手を貸す，声をかけるなどの家族の一員としてできること ○ 1.7

（例：手をつないでマットですべらないように支える等）

４ マットの工夫以外（靴下を履かない,踏み台を置くなど） 0.2

（例：すべり止めの付いた靴下をはく,踏み台などで段差をなくす等）

５ 大掛かりな工事が必要となり,中学生にできる現実的な対応策になってい 0.3

ないものなど （例：玄関の段差をなくしスロープにする等）

９ 上記以外の解答 (例：厚いものにする,すべらないようにする等) 15.4

０ 無解答 2.6

【解答類型ごとの反応率】 図Ｂ 階段 正答：◎ 準正答：○

解答類型 反応率（％）

１ すべり止めを付けるなどの階段の工夫 ◎ 4.9

（例：階段用すべり止めマットを付ける,階段用マットを付ける等）

２ 階段を踏み外さないための工夫 （例：段差が見えやすいように１段ず ◎ 2.5

つ色を変える,足元を明るくする,危険なものを除去する等）

３ 手すりを付ける （自分で付けようと考えているもの,親に頼んで付けて ○ 59.0

もらうもの両方を含む）

４ 手を貸す，声をかけるなどの家族の一員としてできること ○ 15.1

（例：一緒に昇り降りしてあげる,手をつないで付き添ってあげる等）

５ 大掛かりな工事が必要となり,中学生にできる現実的な対応策になってい 6.7

ないもの （例：段差を低くする,階段をスロープにする等）

９ 上記以外の解答 （例：靴下をはく,スリッパをはく,杖を使う等） 9.8

０ 無解答 2.1

イ 質問紙調査の結果

「安全に住まう工夫について考える学習が好きですか」(生徒質問紙 (10)）に対２

して,「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合

は51.8％であった。

「住まいの安全対策について考えたことがありますか」(生徒質問紙 (21))に対３

して,「学校の授業でも家庭でも考えたことがある」「学校の授業で考えたことがあ

る」「家庭で考えたことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は76.8％であっ

た。

ペーパーテストの結果との関連をみると，いずれも肯定と否定の間に顕著な傾向

はみられなかった。
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12.9 38.9 35.5 12.6

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

冊子
③

2(10) 安全に住まう工夫について
考える学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない その他 無回答

24.7 24.1 28.0 23.0

0% 20% 40% 60% 80% 10 0%

冊子③

3(21) 住まいの安全対策について考えたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

考えたことがある

学校の授業で考えた

ことがある

家庭で考えたこと

がある

考えたことがない その他 無回答
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(5) 幼児の発達と家族（内容③調査Ⅰ１～３，８，調査Ⅱ）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 家族と家庭生活 (2) 幼児の発達と家族

（出題のねらい）

調査Ⅰ ～ では，幼児の発達と家族に関する基礎的・基本的な知識として， 幼１ ３ １

児期の心身の発達の特徴と適切な接し方， 幼児の発達や基本的生活習慣の形成を支２

える家族の役割， 幼児の心身の発達と遊びや遊び道具とのかかわり，についての理３

解の状況などを把握することをねらいとした。

では，幼児の発達の特徴の理解やそれをふまえた家族のかかわり方を工夫する力８

を把握することをねらいとした。

調査Ⅱでは，ビデオ映像の観察から， では，幼児の年齢による発達の違いを問題１

観察する力， では，幼児の発達の段階を考えてその気持ちを理解し，幼児の年問題２

齢やその場の状況に応じた言葉かけを工夫する力， では，日常生活の一場面を問題３

例にあげ，幼児の表情からその場面での気持ちを読み取る力についての状況を把握す

ることをねらいとした。

＜幼児期の心身の発達の特徴と適切な接し方＞ （ 内容③調査Ⅰ１ ）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

幼児期の心身の 説明の正 (1) 言語能力が十分発達していない2，3歳の

発達の特徴と適 誤を判断 幼児特有のことばの使い方１

切な接し方につ する (2) 体に対する頭の割合

いて理解してい (3) 幼児のことばの習得

る (4) 幼児の体温の特徴と水分補給の必要性

(5) 情緒の発達とおもちゃの与え方

(6) 幼児の好奇心

(7) 豊かな環境や経験の必要性

(8) 運動能力の発達と外遊び

(9) 発達の段階に応じた知的刺激

(10) 情緒が安定する環境の必要性

② 調査結果の分析

ア 通過率

(1)～(10)の問題（10問）について，平均正答数は7.4問であった。１

としての説明が適切であるかどうかを判断する問題で，幼児期の子どもへの接し方

(7)「幼児期は，感情の分化が著しい時期なので，それを支えるような音楽や絵本１

など，豊かな環境や経験を用意することが望ましい」を正しい（正答○）と解答し

た生徒の割合（通過率）は92.5％ともっとも高かった。

一方， (4)「幼児は，成人に比べて体温が低く，汗をかきやすいので，十分な水１

分の補給が必要である」を正しくない（正答×）と解答した生徒の割合（通過率）
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は44.1％，(5)「幼児期は，情緒が発達する時期なので，できるだけ多くのおもちゃ

を与えることが望ましい」を正しくない（正答×）と解答した生徒の割合（通過

率）は45.9％など，大人に比べ幼児の体温が高いという特徴や，与えられるおもち

ゃがもつ発達への影響についての問題は,他の問題に比べて通過率が低かった。

特徴的な誤答として，(3)で，「幼児は多くのことばをテレビやビデオから覚える

ので，できるだけたくさん見せることが大切である」を正しい（正答×）と解答し

た生徒が31.3％，さらに，(9)で，「生まれて間もない段階から文字や数などの知的

刺激を与えることが望ましい」を正しい（正答×）と答えた生徒が20.3％みられた。

各問の通過率は下表のとおりである。通過率の平均は73.9％であった。

なお，すべての問題（10問）に正答できた生徒の割合は5.8％，正答が３問以下の

生徒の割合は1％未満であった。

通過率（％）１

(1) 86.4

(2) 82.9

(3) 68.6

(4) 44.1

(5) 45.9

(6) 74.2

(7) 92.5

(8) 80.6

(9) 79.6

(10) 84.3

平均 73.9

＜幼児の発達や基本的生活習慣の形成を支える家族の役割について＞（内容③調査Ⅰ２）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

幼児の発達や基本 説明の正 (1) 食事・睡眠・排泄などの基本的生活習
はいせつ

的生活習慣の形成 誤を判断 慣と心身の発達のかかわり２

を支える家族の役 する (2) 基本的生活習慣を身に付けさせる際の

割について理解し しかり方

ている (3) 食事の習慣を身に付けさせるための環

境の整え方

(4) 基本的生活習慣を身に付けさせる際の

家族のかかわり

(5) 基本的生活習慣を身に付けさせる方法

としての支援や見守りなどの家族のか

かわり

0.1 0.0 0.2 0.7 1.8

7.2

17.3

22.9
25.6

18.6

5.8

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

素点別人数の割合
(％)

(素点)
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② 調査結果の分析

ア 通過率

(1)～(5)の問題（５問）について，平均正答数は4.1問であった。２

に関する説明がそれぞれ適切かどうかを判断す幼児の生活習慣と家族のかかわり

る問題では，(1)「食事，睡眠，排泄などの基本的生活習慣を身に付けることによ
はいせつ

って，健康的な生活ができ，よりよい心身の発達をうながす」を正しい（正答○）

と解答した生徒の割合（通過率）は98.1％など，５問中３問が通過率90％以上だっ

た。

一方，(2)「基本的生活習慣を身に付けることは大切なことなので，失敗したとき

は厳しくしかって，確実に身に付けさせるようにする」を正しくない（正答×）と

解答した生徒の割合（通過率）は69.3％，(4)「基本的生活習慣は，家族とともにい

れば，自然に身に付いていくものである」を正しくない（正答×）と解答した生徒

の割合（通過率）は52.3％であった。

各問題の通過率は下表のとおりである。５問の通過率の平均は81.3％であった。

なお，すべての問題（５問）に正答できた生徒の割合は33.0％であった。

２ 通過率(％)

(1) 98.1

(2) 69.3

(3) 94.1

(4) 52.3

(5) 92.5

平均 81.3
0.1 0.7

3.1

18.0

45.2

33.0

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5

素点別人数の割合
(％)

(素点)
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＜幼児の心身の発達と遊びや遊び道具とのかかわりについて＞（内容③調査Ⅰ３）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

幼児の心身の発達 (1) 友だちとかかわる遊びを選択する おにごっこ

と，遊びや遊び道 (2) 手指を使ってじっくりと創造的に取 小型積み木３

具とのかかわりに り組む遊びを選択する

ついて理解してい (3) 友だちとことばのやり取りをする遊 ままごと

る びを選択する

調査問題の一部）（

（３の問題として示した絵）

おにごっこ お絵かき 折り紙 鉄棒

三輪車 かくれんぼ 小型積み木 ままごと

各問では，上記の絵のうち，５つを選択肢とした。

② 調査結果の分析

ア 通過率

問題文に を選択する問題では，ふさ３ 示した経験をさせるためにふさわしい遊び

わしい遊びを選択した生徒の割合（通過率）は，(1)「友だちとかかわる経験」(正

答「 おにごっこ」）が98.0％，(2)「手指を使ってじっくりと創造的に取り組む１

遊びを経験」（正答「 小型積み木」）が97.0％，(3)「友だちとのことばのやり５

取りを経験」（正答「 ままごと」）が98.5％といずれも95％以上であった。２
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＜幼児の発達の特徴の理解やそれをふまえた家族のかかわり方など＞（内容③調査Ⅰ８）

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

(1) 幼児の発達の特徴として「個人 幼児の発達の速度の違いを表す語を記述８

差」を理解している する

(2) 幼児の発達の順序性について理 幼児の発達の特徴の中から適切でないも８

解している のを選択する

(3) 幼児の発達の特徴をふまえた家 ① 母親の対応の中から，もっとも課題８

族のかかわり方を考えることが だと考えられるものを選択する

できる ② 母親のとるべき対応として，もっと

もふさわしいものを選択する

(4) 幼児の心身の発達とその特徴を ① 3歳児が激しく泣いた理由から,もっ８

理解し，状況に応じて幼児の気 ともふさわしいものを選択する

持ちを考えることができる ② 激しく泣いた幼児の気持ちにもっと

も近いものを選択する

(5) 幼児にとっての遊びの意義を理 ① 幼児にとっての遊びの意義について８

解し，発達による遊びの変化を 述べた文章に合う，適切なことばを

考えることができる 選択する 「生活・ことば・人格」

② 幼児の発達による遊びの変化を順番

に並べる

(6) 幼児の発達に適したおもちゃの 幼児のおもちゃ作りで大切なことの中か８

条件を考えることができる ら，ふさわしくないものを選択する
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８ （調査問題の一部 問題文）

② 調査結果の分析

ア 通過率

を記述する問題で，８(1)個々の子どもによる発達の違いを表す言葉（「個人差」）

正しく記述することができた生徒の割合（通過率）は，30.0％であった。他の問題

に比べて無解答の割合が35.2％と高く，誤答として，発達の違いを「発達差違，成

長差違，発育差違」と記述したものが4.8％，このほか，「発達格差，個差，個体差，

発達速度」などの問題文中のことばから連想したと考えられる語を記述したものが

29.7％みられた。
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正答：◎【解答類型ごとの反応率】

反応率（％）解答類型

１ 「個人差」と解答しているもの ◎ 30.0

２ 個人差と類似しているもの（例:個人の違い，個人の相違など） 0.3

３ 発達の違いを次のような言葉で表しているもの 4.8

（例:発達の差違，成長の差など）

９ 上記以外の解答 29.7（例:発達格差，個差，個体差，発達速度など）

０ 無解答 35.2

に関する問題では，適切でないもの（「体の発達の順序性は，８(2)子どもの発達

「中心から末端へ」「末端から中心へ」などというように，子どもによってさまざ

まである」）を選択した生徒の割合（通過率）は75.3％であった。

８(3)（調査問題の一部）

幼児に歯みがきの習慣をつける際の母親の対応について ① 課題だと考えられ，

（正答「幼児の自立心を大切にしていない」）を適切に選択した生徒の割合る点

（通過率）は82.2％であった。誤答として，「母親が，最初からみがいてあげよう

としていない」が5.9％，「こぼれた水や歯みがき粉を自分で掃除させていない」が

5.7％みられた。

としてふさわしいもの（正答「自分でやろうと② ①の状況で母親の取るべき対応

する気持ちを認めながら，母親がやって見せ，まねをさせる」）を適切に選択した

生徒の割合（通過率）は87.6％であった。誤答として，「上手にできるようになる

まで，幼児にはさせず，母親がしてあげる」が3.6％，「どうしたらできるか，こと

ばだけで教える」が3.2％みられた。

なお，①及び②の両問に正答できた生徒の割合は75.5％であった。
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， （正答「自立心が芽生８(4)自立心が芽生える時期の特徴について ① 正しい特徴

える時期だが，自分の気持ちをことばでうまく表せない年頃だから」）を選択した生

徒の割合（通過率）は76.9％であった。誤答として，「興奮や，快，不快の感情を示

すことしかできない年頃だから」が17.1％みられた。

（正答「自分でむきたかったから」）を適切に選択② ①の場面での幼児の気持ち

した生徒の割合(通過率)は，92.0％であった。

また，①と②の関連について，①に正答した生徒と，正答できなかった生徒を比

べると，①に正答した生徒が②にも正答できた割合は95.9％に対し，①に正答でき

なかった生徒が②には正答できた割合は78.9％と，17ポイントの差がみられ，①で

幼児の発達をふまえて泣いた理由を考えられた生徒は，②の具体的な生活場面で幼

児が激しく泣いた気持ちも考えられたことが分かる。

なお，①には正答できなかったが②には正答できた生徒が18.2％みられ，幼児が

激しく泣いた気持ちは考えられるが，なぜ泣いたかという理由が，幼児の発達（自

立心）とつなげられない生徒がいるということが分かる。

８(5) （調査問題の一部 問題文）

幼児にとって遊びは，（ ア ）の中心をしめる活動であり，身体の

発育や運動機能，社会性，（ イ ），情緒などの発達を助け，

（ ウ ）形成にも影響する。

幼児にとっての遊びの意義についての文章に適切な言葉を選択する問題で，正答①

（ア「生活」，イ「ことば」，ウ「人格」）を選択した生徒の割合（通過率）はそ

れぞれ52.8％，40.4％，53.4％であった。主な誤答は，次のとおりである。３問す

べてに正答した生徒の割合は16.1％であった。

（通過率％） （反応率％）問題 正答 主な誤答

（52.8） （29.5），「 （11.7）ア 生活 発達 ふれあい」「 」 「 」

（40.4） （34.3），「性格」（15.8）イ ことば 習慣「 」 「 」

（53.4） （25.3），「 （11.1）ウ 人格 感情 自覚」「 」 「 」

95.9
78.9

0

20
40
60
80

100

8(4)①に正答
した生徒

8(4)①に正答
できなかった生徒

8(4)② 「激しく泣いた幼児の気持ち」
の通過率
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幼児の遊びに関係する (1)～(3)幼児の心身の発達と遊びや遊び道具とのかかわ３

りに関する問題の通過率の平均は97.8％なのに対し， (5)①ア～ウの通過率の平均８

は48.9％であり，幼児の心身の発達と遊びや遊び道具とのかかわりについては理解

しているが，遊びの意義の概念的な理解については課題がみられた。

（調査問題８(5)②の一部 語群）

道具の貸し借りをして，友だちと遊ぶ1

おとなに遊んでもらう2

一人で自由に遊ぶ（一人遊び）3

友だちのそばで，それぞれ自分だけの遊びをする4

集団で相談したりしながら協力して遊ぶ5

に並べる問題で，適切に（正答「 → → →② 幼児の遊びについて，その発達する順 2 3 4

→ 」）並べることができた生徒の割合（通過率）は57.0％であった。幼児の発達1 5

による遊びの変化について，「一人で自由に遊ぶ（一人遊び）」（選択肢３）を最

初に挙げた生徒が19.4％おり，一人遊びができることは発達の結果であるが，最初

から備わっているものではないことを十分に理解していないことが考えられる。ま

た，「 → → → → 」のように と を逆にした生徒が4.8％みられたが，「集団2 3 4 5 1 １ ５

で相談したりしながら協力して遊ぶ」（選択肢５）のように他者と共存したり，協

力して遊べることは，より高度な成長過程にあることを理解していないことが考え

られる。

について問う問題で，ふさわしくないと思８(6)幼児のおもちゃ作りで大切なこと

うもの（「遊び方が一つに限定されていて，わかりやすいものにする」）を選択し

た生徒の割合（通過率）は77.0％であった。誤答として，「幼児の好みを考えたも

のにする」が8.3％，「壊れにくく，けがをせず安全に遊べるものにする」が5.4％

みられた。

イ 他の問題との関連

(2)基本的生活習慣の形成を支える家族の役割に関する問題と， (3)母親の対２ ８

応上の課題と取るべき対応についての問題を比較すると， (2)の通過率69.3％に対２

し， (3)の①，②の両問に正答できた生徒の割合は75.5％であった。８

さらに， (2)に正答した生徒と正答できなかった生徒を比べると， (2)に正答２ ２

した生徒が (3)の①と②の両問に正答できた割合は79.8％に対し， (2)に正答で８ ２

きなかった生徒が (3)の①と②の両問に正答できた割合は65.8％であり， (2)基８ ２

本的生活習慣を身に付けさせる際の家族のかかわり方を理解している生徒の方が，

理解していない生徒より， (3)の基本的生活習慣を身に付けさせる上での母親の対８

応上の課題や，母親の取るべき対応について考えられる割合（通過率）が高かった。
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ウ 質問紙調査の結果

「幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオなどで観察したりする学習が好きです

か」（生徒質問紙 (12)）に対して，「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯２

定的な回答をした生徒の割合は70.1％であった。

「幼児の遊び道具の製作が好きですか」(生徒質問紙 (13)）に対して肯定的な回２

答をした生徒の割合は58.2％であった。

「幼児と遊んだり，触れ合ったりすることが好きですか」（生徒質問紙 (14)）２

に対して肯定的な回答をした生徒の割合は74.9％であり， (12)， (13)において２ ２

肯定的な回答をした生徒の割合より高かった。

幼児の発達による遊びの変化の結果との関連をみると，３つの質問とも，８(5)②

肯定的な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向が

みられた。

79.8 65.8

0
20

40

60
80

100

2(2)に正答
した生徒

2(2)に正答
できなかった生徒

8(3)①と②の両問に正答できた割合

24.8 33.5 25.4 16.2

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

冊子
③

2(13) 幼児の遊び道具の製作が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

37.9 32.2 17.9 12.0

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

冊子

③

2(12) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオ

などで観察したりする学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

62.0 57.7 55.5 50.7
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8 ( 5)② 発達による遊びの変化

2(13) 幼児の遊び道具の製作が好きですか。

通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない

61.5 57.8 51.5 49.3

0

20

40

60

80

100

8 ( 5)② 発達による遊びの変化

2(12) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオなどで

観察したりする学習が好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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それぞれの経験に関しての質問では，次のような結果であった。

「学校の授業で幼児の遊ぶ姿を観察したことがありますか」(生徒質問紙 (29)）３

に対して肯定的な回答をした生徒の割合は80.4％であった。

「幼児の遊び道具をつくったことがありますか」（生徒質問紙 (28)）に対して３

肯定的な回答をした生徒の割合は63.6％であった。

「幼児と遊んだり，触れ合ったりしたことがありますか」（生徒質問紙 (27)）３

に対して肯定的な回答をした生徒の割合は90.0％であった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，３問とも肯定と否定の間に顕著な傾向

はみられなかった。

14.5 34.9 14.1 36.0

0% 20 % 4 0% 60% 80% 100%

冊子③

3(28) 幼児の遊び道具をつくったことがありますか。

学校の授業でも

家庭でもつくったことがある

学校の授業で

つくったことがある
家庭でつくったことがある つくったことがない

その他 無回答

60.3 55.6 52.2 52.5
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8 ( 5)② 発達による遊びの変化

2(14) 幼児と遊んだり，触れ合ったりすることが

好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない

49.2 25.7 14.4 10.6

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

冊子
③

2(14) 幼児と遊んだり，触れ合ったり

することが好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない
好きではない その他 無回答

42.1 7.3 30.9 19.3

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

冊子③

3(29) 学校の授業で幼児の遊ぶ姿を
観察したことがありますか。

保育所や幼稚園などを訪問し，

実際の幼児の姿を観察したことがある

幼児や親子が来校して，実際の

親子の様子を観察したことがある

ビデオなどで観察したことがある 観察したことがない

その他 無回答

36.3 15.6 38.1 9.6

0% 20% 40 % 6 0% 80% 100%

冊子

③

3(27) 幼児と遊んだり，触れ合ったり

したことがありますか。

学校の授業でも家庭でも

経験したことがある

学校の授業で経験した

ことがある
家庭で経験したことがある 経験したことがない

その他 無回答
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＜幼児の観察＞（内容③調査Ⅱ）

出題のねらい((5) 幼児の発達と家族，前述)のとおり，幼児理解に関する基礎的・基

本的な技能として，ビデオ映像を用いた幼児の観察から次のような能力を把握する調査

を行った。

では，幼児の年齢による発達の違いを観察する力 では，幼児の発達の問題１ 問題２，

段階を考えて幼児の気持ちを理解し，幼児の年齢やその場の状況に応じた言葉かけを工

夫する力， では，日常生活の一場面を例にあげ，幼児の表情からその場面での気問題３

持ちを読み取る力，についての状況を把握することをねらいとした調査である。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

ビデオ映像を通して，ことば，情緒 ３つの視点（ことば，情緒・社会

問題１ ・社会性，運動機能について，３歳 性，運動機能）からみた幼児の特徴

と５歳の幼児の特徴を観察できる についての文章の中から，３歳，５

歳の特徴に関連の深いものを２つず

つ選択する

幼児の発達の段階を考えて幼児の気 カブトムシをとられ，くやしく

持ちを理解し，幼児の年齢やその場 Ａ て泣いている幼児のビデオ映像

問題２ の状況に応じた言葉かけを工夫でき を見て，幼児へのもっとも適切

る な言葉かけを選択する

Ｂ Ａでその答えを選んだ理由を選

択する

日常生活の一場面を例にあげ，幼児 写真の状況における兄の不快の

の表情からその場面での気持ちを読 (1) 表情を見て，その時の気持ちと

み取ることができる して,もっともふさわしいもの

問題３ を選択する

(2) 観察した不快の情緒をことばに

置き換えたものを選択する

写真の状況における兄の快の表

(3) 情を見て，その時の気持ちとし

てもっともふさわしいものを選

択する

(4) 観察した快の情緒をことばに置

き換えたものを選択する

（調査の実施方法）

幼児の生活の一場面を映したビデオ映像の観察から，幼児の発達の段階ごとの特徴

や年齢による違い，場面による感情の違いを読み取ることをねらいとし，教室等にお

いて，生徒にビデオ映像を視聴させ，その指示に従って解答させる方法で実技調査を
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行った。

（問題のビデオ映像の一部）

② 調査結果の分析

ア 通過率

≪問題１ 幼児の発達の段階ごとの特徴や年齢による違い≫

問題１ 幼児の「ことば」，｢情緒・社会性」，「運動機能」ビデオ映像に登場する

をそれぞれ２つずつ選択する問題では，について，５歳と３歳の幼児の特徴や様子

双方正答できた生徒の割合（通過率）は，86.9％～31.8％であった。「情緒・社会

性」については，５歳,３歳ともに通過率が80％以上であったが，「ことば」，｢運

動機能」については通過率が60％未満であった。

特に，３歳の幼児（ビデオＢ）の「運動機能」については，通過率が31.8％であ

った。生徒の解答状況をみると，「ものをしっかり持って引っ張ることができてい

る」のみを選択した生徒の割合は44.1％であったが，「ものを持って転ばずに走っ

ている」のみを選択した割合が16.1％と低く，誤答として，「指を使わないで，わ

しづかみにしている」を選択した生徒が51.4％みられた。

５歳及び３歳の幼児の「ことば」，「情緒・社会性」，「運動機能」すべてに正

答できた生徒の割合は9.3％であった。

５歳（ビデオＡ）

正答 主な誤答（反応率％）通過率

1つのみ正答 他の文を選択％

ことば 相手のことばを理解 のみ 相手の考えを聞きなが4 4 2

し，別の案を提案する ら，一人ひとりを説得

ことができる 56.1 （24.1） できる

ことばで自分の考えを のみ （33.7）5 5

伝えることができる （15.8）

情緒・社 集団で役割分担をし, のみ 自己中心的で，相手9 9 8

会性 協力して遊んでいる （5.2） の気持ちを考えること

気に入らないことも我 86.9 のみ ができないでいる12 12

慢したり，譲ったりし （4.8） （6.5）
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ている

運動機能 指先を思い通りに動か のみ ものを持って転ばずに13 13 14

し，細かい作業もでき （36.0） 走っている

ている 52.6 （20.8）

ものがあって不安定な のみ ものをしっかり持って16 16 17

場所でも危なげなく歩 （6.6） 引っ張ることができて

くことができている いる （17.7）

３歳（ビデオＢ）

正答 主な誤答（反応率％）通過率

1つのみ正答 他の文を選択％

ことば 自分の思っていること のみ 名詞と動詞だけをつな1 1 3

をはっきりと言葉で伝 （5.5） げて話している

えられない 59.6 （28.3）

感情をおさえきれず, のみ ことばで自分の考えを6 6 5

一つのことばを繰り返 （32.6） 伝えることができる

している （10.4）

情緒・社 自己中心的で，相手の のみ 先生に甘えている子ど8 8 11

会性 気持ちを考えることが （13.6） もに，やきもちをやい

できないでいる 81.5 ている

自分の気持ちを体全体 のみ （10.1）10 10

で表現している （2.5）

運動機能 ものを持って転ばずに のみ 指を使わないで，わし14 14 15

走っている （16.1） づかみにしている

（51.4）

ものをしっかり持って 31.8 のみ ものがあって不安定な17 17 16

引っ張ることができて （44.1） 場所でも危なげなく歩

いる くことができている

（17.0）

備考：ことば，情緒・社会性，運動機能それぞれについて，２つとも正しく選択できたものを

正答としている。

≪問題２ 幼児の年齢やその場の状況に応じた言葉かけとそれを選んだ理由≫

（問題のビデオ映像の一部）

ビデオ映像に登場する，カブトムシを取られて泣いている女の子に，この時問題２

期の発達の段階を考えて先生がかける言葉として，適切なものとその理由を選択した
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生徒の割合（通過率）は80.9％であった。

と， の組合せをみると，Ａ「３ カブトムＡ ふさわしい言葉かけ Ｂ 選んだ理由

シを取られてくやしいんだね」とＢ「４ カブトムシをとられたくやしさに共感して

いることを伝えたいから」を選択した生徒の割合は44.5％，Ａ「４ 泣いていると，

お友だちと遊ぶ時間がなくなっちゃうよ」とＢ「１ 気分転換をして，早く泣きやん

で欲しいから」を選択した生徒の割合は36.4％であった。

【解答類型ごとの反応率】Ａ×Ｂ 正答：◎ 準正答○

Ａ ふさわしい言葉かけ Ｂ 選んだ理由

カブトムシを取られてくやしい カブトムシを取られたくやしさ３ ４

んだね に共感していることを伝えたいか ◎

ら (44.5％)

(46.6％) ４以外を選択 (2.1％)

泣いていると，お友だちと遊ぶ 気分転換をして，早く泣きやん ○４ １

時間がなくなっちゃうよ で欲しいから (36.4％)

(42.7％) １以外を選択 (6.4％)

もう大きいのに，泣くなんてだ５

めだね (6.9％)

泣かせるなんて，シリュウ君 １を選択 (0.7％)２

は，いけない子だね。 (1.8％) ４を選択 (0.8％)

泣いていると，みんながうるさ １，４以外を選択 (9.0％)１

がるよ (1.7％) 無解答 (0.2％)

その他 (0.1％)

無解答 (0.1％)

≪問題３ 幼児の表情からその場面での気持ちを読み取る問題≫

（問題のビデオ映像の一部）

問題３ (1) 幼児の不快の表情（写真２）から，幼児の日常生活の一場面を観察し，

を読み取り， を選択した生徒の割合気持ち (2) その状況での情緒を表す適切なことば

（通過率）は，68.4％であった。

(3) 幼児の快の表情（写真３）から，幼児の気持ち (4) その状況でのを読み取り，
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を選択した生徒の割合（通過率）は，90.3％であった。情緒を表す適切なことば

快の表情に比べて，不快の表情の読み取りの問題の通過率が約20ポイント低かった。

【解答類型ごとの反応率】(1)×(2) 正答：◎

Ａ お兄ちゃんが考えていること Ｂ 情緒を表したことば

お父さんをひとりじめしないで しっと (68.4％) ◎２ ３

よ 怒り (6.9％)５

(75.5％) ３，５以外を選択 (0.3％)

弟ばっかりかわいがられて，も４

う，絶対，遊んでやらない

(19.3％) しっと (13.0％)３

ぼくもこんなに小さいときがあ 怒り (6.1％)１ ５

ったんだなあ (3.2％) ３，５以外を選択 (0.3％)

弟やお父さんと一緒に遊べてう しっと３ ３

れしいなあ (0.9％) 怒り (5.0％)５

ぼくが，お兄ちゃんだよ，一緒 ３，５以外を選択５

に遊ぼう (0.9％) 無解答 (0.2％)

その他 (0.1％)

無解答 (0.2％)

【解答類型ごとの反応率】(3)×(4) 正答：◎

Ａ お兄ちゃんが考えていること Ｂ 情緒を表したことば

弟やお父さんと一緒に遊べてう 喜び (90.3％) ◎３ ２

れしいなあ なつかしさ (0.2％)４

(90.8％) ２，４以外を選択 (0.4％)

ぼくもこんなに小さなときがあ１

ったんだなぁ

(1.9％) 喜び (0.5％)２

お父さんをひとりじめしないで なつかしさ (1.1％)２ ４

よ (4.5 ２，４以外を選択 (0.3％)

％)

お父さんは，ぼくより弟の方が 喜び５ ２

かわいいのかなあ (1.4％) なつかしさ (7.1％)４

弟ばっかりかわいがられて，も ２，４以外を選択４

う，絶対，遊んでやらない

(1.2％) 無解答 (0.2％)

その他 (0.1％)

無解答 (0.2％)
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イ 質問紙調査の結果

「幼児と遊んだり，触れ合ったりしたことがありますか」（生徒質問紙 (27)）に３

対して，「学校の授業でも家庭でも経験したことがある」「学校の授業で経験したこ

とがある」「家庭で経験したことがある」と肯定的な回答をした生徒の割合は90.0％

であった。

， 及び の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒（学問題１ 問題２ 問題３

校であっても家庭であっても，幼児との触れ合い経験のある生徒）は，否定的な回答

をした生徒（触れ合い経験のない生徒）より通過率が高い傾向がみられた。

「幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオなどで観察したりする学習が好きですか」

（生徒質問紙 (12) に対して，「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯定的な２ ）

回答をした生徒の割合は70.1％であった。

， 及び の結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒の方問題１ 問題２ 問題３

が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

36.3 15.6 38.1 9.6

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

3(27 ) 幼児と遊んだり，触れ合ったり
したことがありますか。

学校の授業でも

家庭でも経験
したことがある

学校の授業で

経験したことがある

家庭で経験し

たことがある

経験したこと

がない

その他 無回答

80.5
73 .2

91.7
81. 8

67.4

88.182.9

67.5

9 1.0

74.8

56.9

86.6

0

20

40

60

80

100

2 A B 言葉かけ 3(1 ) (2 ) 写真２ 3 ( 3)( 4) 写真３

3(27) 幼児と遊んだり，触れ合ったりしたことがありますか。

通過率との関係（調査Ⅱ）

学校の授業でも家庭でも経験したことがある 学校の授業で経験したことがある

家庭で経験したことがある 経験したことがない

56.6
62.1

87.9
82.8

55.0

32.7

55.5 57.9

86.4 81. 2

49.4

31.0

57 .4 59.7

89.3 83.4

54.4

31.9

51.6 52.9

76. 5 72.2

42.5
30.1

0

20

40

60

80

100

ビ デオＡ

ことば

ビデオＢ

ことば

ビデオＡ

情緒・社会性

ビデオＢ

情緒 ・社 会性

ビデオＡ

運動機 能

ビ デオＢ

運 動機能

3(27) 幼児と遊んだり，触れ合ったりしたことがありますか。 通過率との関係（調査Ⅱ）

学校の授業でも家庭でも

経験したことがある

学校の授業で

経験したことがある

家庭で経験したことがある 経験したことがない
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「幼児と遊んだり，触れ合ったりすることが好きですか」（生徒質問紙 (14) に対２ )

して，「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は74.

9％であった。

(1)(2)幼児の不快の表情の観察の結果との関連をみると，肯定的な回答をし問題３

た生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向がみられた。

37.9 32.2 17.9 12.0

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

2(１2) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，

ビデオなどで観察したりする学習が

好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

49.2 25.7 14.4 10.6

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

2(14) 幼児と遊んだり，触れ合ったり

することが好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

57.9 59.5

89.0 84.3

56.7

33.3

5 7.0 58.3

8 8.4
81.7

53.5

31.1

54.1
62.8

84.3 79.2

46.7

31.9

51.5
58.8

80.7 76.0

45.9

29.0

0

20

40

60

80

100

ビデオ A

ことば

ビデオB

こと ば

ビ デオＡ

情緒 ・社会 性

ビデオＢ

情緒・社会性

ビ デオＡ

運動機能

ビデオＢ

運動機 能

2(１2) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオなどで観察したりする学習が好きですか。

通過率との関係

好きだ どちらかといえば好きだ どちらかといえば好きではない 好きではない

81.3
73.7

92.0
83.9

68.6

92.0
79.9

62.1

8 7.8
73.4

60.7

84.2

0

20

40

60

80

100

2 A B 言葉かけ 3 (1) (2) 写真２ 3 ( 3 )( 4) 写真３

2(１2) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオなどで観察

したりする学習が好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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③ 幼児理解に関する，その他の質問紙調査の結果

「幼稚園訪問や幼児を学校に招くなどの幼児との触れ合い体験学習を家庭分野の授業

としてどの程度行っていますか」（学校質問紙 (8)）に対して，３年間に１回以上行っ２

ている（「3年間に3回以上行っている」「3年間に2回行っている」「3年間に1回行って

いる」）と回答した教師の割合は35.2％であった。

さらに「（学校質問紙 (8)）の体験学習を技術･家庭科の授業以外（学級活動や総合２

的な学習の時間など）で，どの程度行っていますか」（学校質問紙２(9)）に対して，３

年間に１回以上行っている（「3年間に3回以上行っている」「3年間に2回行っている」

「3年間に1回行っている」）と回答し教師の割合は，57.8％であった。

11.0

3.3

10.3

6.0

36.5

25.9

41.5

64.5

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

2(9) (8)の体験学習を技術・家庭科の
授業以外（学級活動や総合的な

学習の時間など）で，どの程度
行っていますか。

2(8) 幼稚園訪問や幼児を学校に招く

などの幼児との触れ合い体験学習を
家庭分野の授業としてどの程度

行っていますか。

3年間に3回以上行っている

3年間に2回行っている

3年間に1回行っている

行っていない

その他

無回答

72.6

92.4

64.1

88.1

67.3

89.7

60.8

86.6

0

20

40

60

80

100

3 (1) (2 ) 写真２ 3 (1) (2 ) 写真３

2(14) 幼児と遊んだり，触れ合ったりすることが好きですか。
通過率との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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(6) 家庭と家族関係（内容②調査Ⅰ５ ，内容③調査Ⅰ４）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 家族と家庭生活 (3) 家庭と家族関係

（出題のねらい）

家庭や家族の基本的な機能についての理解の状況と，望ましい家族とのかかわり方

を工夫する能力を把握することをねらいとした。

＜家庭や家族の基本的な機能とかかわり方＞

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

家庭や家族の基本的な 文中に示されている家 (a) 心の安らぎを得る②５

(1) 機能について理解して 庭のはたらきについて (b) 子どもを生み育て

いる 適切なものを選択する る③４

望ましい家族とのかか 家族とのかかわりについての文章から，適切で②５

(2) わり方を工夫すること ないものを選択する

ができる③４

内容②調査Ⅰ５ 及び内容③調査Ⅰ４ は同一問題

② 調査結果の分析

（調査問題の一部）

ア 通過率

について，問題文に示されている家庭のはたらきの(1)家庭や家族の基本的な機能

中から適切なものを選択する問題では，(a)の正答（「心の安らぎを得る」）を選択

した生徒の割合（通過率）は78.6％であった。誤答として，「家族の相談にのる」

が15.3％みられた。
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（正答「子どもを生み育てる」）を選択した生徒の割合（通過率）は70.8％で(b)

あった。誤答として，「保育所に通わせる」が13.0％，｢家族のために仕事をする」

が12.4％みられた。

を選択する問題では,適切でないもの（「家族と(2)望ましい家族とのかかわり方

のかかわりの中で心の安定や安らぎを得るには，各自が個々の生活を常に大切にす

るとよい」）を選択した生徒の割合（通過率）は43.0％であった。誤答として,「子

どもは，家族とのあたたかなかかわりの中で，かわいがられているという実感をも

って成長することが大切である」を選択した生徒が21.3％みられた。

イ 質問紙調査の結果

「ふだんの生活の中で，家族と話しあったり協力したりしていますか」（生徒質問

紙 (25)）に対して,「そうしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯定３

的な回答をした生徒の割合は72.5％であった。

「家族の一員として自分ができることを行っていますか」（生徒質問紙 (26)）に３

対して，「行っている」又は「どちらかといえば行っている」と肯定的な回答をした

生徒の割合は71.6％であった。

(1)(a),(b)（家庭や家族の基本的な機能）,(2)（望ましい家族とのかかわり方）の

結果との関連をみると,「ふだんの生活の中で，家族と話しあったり協力したりしてい

ますか」の質問では，肯定的な回答をした生徒の方が,否定的な回答をした生徒より,

通過率が高い傾向がみられた。

38.0 34.4 16.4 10.8

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

冊子

②＋③

3(25) ふだんの生活の中で，家族と話しあったり
協力したりしていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答

34.6 37.0 19.2 8.8

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

冊子

②＋③

3(26) 家族の一員として自分ができることを行っていますか。

行っている どちらかといえば

行っている

どちらかといえば

行っていない

行っていない その他 無回答

80.5
72.3

44.8

80.1
72. 0

44.8

75.8 69.0

38.8

72.0
65.4

37.8

0

20

40

60

80

100

( 1 ) ( a ) 心の安らぎを得 る ( 1 ) ( b ) 子どもを生み 育てる ( 2 ) かかわり 方

3(25) ふだんの生活の中で，家族と話しあったり協力したり

していますか。 通過率との関係（②＋③）

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない
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③ 家族に関する，その他の質問紙調査の結果

○ 家族についての学習に対する意識等

「自分の成長を振り返り，家族とのかかわりについて考える学習が好きですか」

（生徒質問紙 (11)）に対して，「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯定的２

な回答をした生徒の割合は51.9％であった。

「家庭や家族関係についての学習が好きですか」（生徒質問紙 (15)）に対して,２

「好きだ」「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割合は52.8％

であった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，いずれも肯定と否定の間に顕著な傾向

はみられなかった。

「家庭や家族のはたらきを知り，家族関係をよりよくする方法を考えたことがあ

りますか」（生徒質問紙 (24)）に対して，「学校の授業でも家庭でも考えたこと３

がある」「学校の授業で考えたことがある」「家庭で考えたことがある」と肯定的

な回答をした生徒の割合は65.7％であった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられ

なかった。

13.4

14.5

39.4

37.4

32.8

32.3

14.2

15.7

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

2(15) 家庭や家族関係についての学習が

好きですか。

2 (11) 自分の成長を振り返り，家族とのかかわり
について考える学習が好きですか。

冊子②＋③

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

17.3 29.8 18.6 34.0

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

冊子

②＋③

3(24) 家庭や家族のはたらきを知り，家族関係を

よりよくする方法を考えたことがありますか。

学校の授業でも家庭でも
考えたことがある

学校の授業で考えた
ことがある

家庭で考えたことがある 考えたことがない

その他 無回答
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(7) 家庭生活と消費（内容①調査Ⅰ７，内容②調査Ⅰ７，内容③調査Ⅰ６，７）

中学校学習指導要領（平成10年告示） Ｂ 家族と家庭生活 (4) 家庭生活と消費

（出題のねらい）

内容①調家庭生活と消費に関する基礎的・基本的な知識として，販売方法の特徴（

， ），消費者保護制度（ ），環境に配慮した消査Ⅰ７ 内容③調査Ⅰ６ 内容②調査Ⅰ７

費生活（ ），についての理解の状況を把握するとともに，それらの知内容③調査Ⅰ７

識を活用して適切な行動や消費生活を工夫する力を把握することをねらいとした。

① 問題の構成，ねらい，内容

出題のねらい 出題内容問題番号

(1) 販売方法の種類を理 店舗販売に該当するものを選択する内容 ７

① 解している

(2) 通信販売における適 通信販売における適切な返品の方法を選択する７

切な返品方法を考え

ることができる

(1) クーリング・オフ制 クーリング・オフ制度についての適切な説明を内容 ７

② 度について理解して 選択する

いる

(2) 消費者として責任あ 消費者としての責任ある行動として，適切でな７

る行動を考えること いものを選択する

ができる

代金の支払い方法の 消費行動に該当する ア 図書券内容 ６

③ 種類を理解している 支払い方法（前払 イ クレジットカード

い，即時払い，後払 ウ 電車やバスの回数券

商品と現金との引き替えい）を選択する エ

(1) リサイクルについて リサイクルについてのもっとも適切な説明を選内容 ７

③ 理解している 択する

(2) 消費者として，環境 環境汚染や地球温暖化を防ぐための工夫として７

に配慮した消費生活 適切でないものを選択する

を工夫することがで

きる

② 調査結果の分析

＜販売方法の特徴，消費者としての適切な行動＞

（ ， ， ）内容①調査Ⅰ７ 内容③調査Ⅰ６ 内容②調査Ⅰ７

ア 通過率

(1)問題文に示した５つの販売方法から を内容①７ 「店舗販売」にあてはまるもの

選択する問題では，正答（「コンビニエンスストア」）を選択した生徒の割合（通

過率）は90.4％であった。
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身近な消費行動について， を選択する問題では，それ内容③６ 適切な支払い方法

ぞれの正しい支払い方法を選択した生徒の割合（通過率）は，「図書券を使う」

（55.3％）を除き，「クレジットカードを使う」（88.2％），「電車やバスの回数

券を使う」（85.8％），「商品と引き替えに，現金を支払う」（87.7％）と85％以

上であった。「図書券を使う」については，主な誤答として，即時払いを選択した

生徒が42.0％みられた。

一方， (2) を選択する問題では,正答内容①７ 通信販売で返品したい時にとる方法

（「販売業者の取り決めに従い，返品の手続きをする」）を選択した生徒の割合

（通過率）は59.3％であった。主な誤答として，「すぐにクーリング・オフ制度を

利用する」を選択した生徒の割合が35.8％みられた。

また， (1) についての適切な説明を選択する問題で内容②７ クーリング・オフ制度

は，正答（「契約を結んだ後でも，それが適当であったか考え直す期間を設けて，

その期間内であれば解約可能であることを認めたもの」）を選択した生徒の割合

（通過率）は61.3％であった。主な誤答として，「通信販売で契約した場合に，そ

の契約を取り消すことができるように定めたもの」を選択した生徒の割合が16.3％

みられ，通信販売の特徴の一つとして，特にクーリング・オフ制度が適用されない

ことを十分に理解していないことが考えられる。

(2)商品を購入する際に， を選択する問題では,内容②７ 消費者として責任ある行動

適切でないもの（「使うかどうかわからなくても，安いものは購入しておく」）を

選択した生徒の割合（通過率）は78.7％であった。

イ 質問紙調査の結果

「販売方法の特徴や消費者保護に関する学習が好きですか」(生徒質問紙 (16))に２

対して，「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした生徒の割

合は42.8％，「好きではない」又は「どちらかといえば好きではない」と否定的な回

答をした生徒の割合は57.0％であった。

「家庭で商品を購入する際に，販売方法の特徴や消費者保護に関する学習を参考に

していますか」(生徒質問紙 (30))に対して，「そうしている」又は「どちらかとい３

えばそうしている」と肯定的な回答をした生徒の割合は41.8％，「そうしていない」

又は「どちらかといえばそうしていない」と否定的な回答をした生徒の割合は57.7％

であった。

「物やサービスを選択，購入する際に，関連のある情報を集めたり人に聞いたりし

ていますか」(生徒質問紙 (31))に対して，「そうしている」又は「どちらかといえ３

ばそうしている」と肯定的な回答をした生徒の割合は57.8％，「そうしていない」又

は「どちらかといえばそうしていない」と否定的な回答をした生徒の割合は41.7％で

あった。

ペーパーテストの結果との関連をみると，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられな

かった。
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全体との関係

（ ）＜環境に配慮した消費生活の工夫＞ 内容③調査Ⅰ７

ア 通過率

(1) を選択する問題では，正答内容③７ リサイクルについて適切に説明したもの

（「使用済みの廃棄物を回収して，資源として再生利用すること」）を選択した生

徒の割合（通過率）は67.7％であった。主な誤答として，「紙の裏面をメモ用紙に

使うなど，再使用すること」（11.4％）や「ものの修理や修繕をすることでものを

より長く大切に使うこと」（10.1％）を選択した生徒がみられた。

(2) についての問内容③７ 少しでも環境汚染や地球温暖化を防ぐためにできる工夫

題では，適切でないもの（｢飲み物は水筒より，手軽なペットボトルを使用する｣）

を選択した生徒の割合（通過率）は81.6％であった。

イ 質問紙調査の結果

２「環境に配慮した生活の工夫について考える学習が好きですか」(生徒質問紙

(17))に対して，「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」と肯定的な回答をした

生徒の割合は55.8％，「好きではない」又は「どちらかといえば好きではない」と

否定的な回答をした生徒の割合は44.1％であった。

(1)(2)環境に配慮した消費生活の工夫の問題の結果との関連をみると，肯定的７

な回答をした生徒の方が，否定的な回答をした生徒より,通過率が高い傾向がみられ

た。

このほか，「ゴミの分別を行っていますか」(生徒質問紙 (32))に対して，「そ３

うしている」又は「どちらかといえばそうしている」と肯定的な回答をした生徒の割

合は85.0％，「健康や環境などを考え，生活の仕方（買い方や使い方など）に気をつ

けていますか」(生徒質問紙 (33))に対して，「そうしている」又は「どちらかとい３

えばそうしている」と肯定的な回答をした生徒の割合は74.4％であった。

12.4 30.4 39.6 17.5

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

2(16) 販売方法の特徴や消費者

保護に関する学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

25.2

14.0

32.6

27.8

20.5

28.5

21.2

29.2

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

3(31) 物やサービスを選択，購入する

際に，関連のある情報を集めたり

人に聞いたりしていますか。

3(30) 家庭で商品を購入する際に，

販売方法の特徴や消費者保護に

関する学習を参考にしていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答
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ペーパーテストの結果との関連をみると，生徒質問紙 (32)と生徒質問紙 (33)３ ３

に関しては，肯定と否定の間に顕著な傾向はみられなかった。

内容③との関係

16.1 39.8 32.2 11.8

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

2(17) 環境に配慮した生活の工夫について

考える学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない その他 無回答

31.7

56.8

42.7

28.1

15.0

8.2

10.1

6.5

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

3(33) 健康や環境などを考え，生活の

仕方（買い方や使い方など）に

気をつけていますか。

3(32) ゴミの分別を行っていますか。

そうしている どちらかといえば

そうしている

どちらかといえば

そうしていない

そうしていない その他 無回答

71.2
83.5

68.0
83.6

67.8
80.9

61.9
74.9

0

20

40

60

80

100

③7(1) リサイクル ③7(2 ) 環境に配慮した
消費生活の工夫

2(17) 環境に配慮した生活の工夫について
考える学習が好きですか。 通過率との関係

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない
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３ 質問紙調査結果

○ 家庭分野の授業の理解（生徒質問紙１(1)）

「家庭分野の授業がどの程度分かりますか」に対して肯定的な回答（「よく分かる」

又は「どちらかといえば分かる」）をした生徒の割合は78.9％であった。

また，調査Ⅰの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒のほうが，得点（標

準化得点）が高い傾向がみられた。

○ 家庭分野の学習に対する意識（生徒質問紙１(2)～(10)，２(2)～(17)）

「家庭分野の学習が好きですか」に対して肯定的な回答をした生徒の割合は71.4％で

あった。調査Ⅰの結果との関連をみると，肯定的な回答をした生徒のほうが，得点（標

準化得点）が高い傾向がみられた。

さらに，家庭分野の指導内容ごとに詳細をみると，「調理実習が好きですか」（生徒質

２ ２問紙 (4)，88.5％），「幼児と遊んだり，触れ合ったりすることが好きですか」（同

(14)，74.0％）などは，肯定的な回答（「好きだ」又は「どちらかといえば好きだ」）の

割合が高かったが，「衣服に付いている表示についての学習が好きですか」（同 (7)，２

29.7％）や，｢食品に付いている表示やマークについての学習が好きですか」（同 (5)，２

32.5％）は低い傾向がみられた。

19.4 59.5 15.5 5.5

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

全体

1(1) 家庭分野の授業がどの程度分かりますか。

よく分かる どちらかといえば

分かる

どちらかといえば

分からない

分からない その他 無回答

26.1 45.3 19.2 9.3

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

全体

1 (2) 家庭分野の学習が好きですか。

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない その他 無回答

51.4 50.7 47.8 43.9

0
20

40

60

80

100

調査Ⅰ

1(1) 家庭分野の授業がどの程度
分かりますか。 得点との関係

よく分かる どちらかといえば

分かる

どちらかといえば

分からない

分からない

51.2 50.4 49.3 46.4

0
20

40

60
80

100

調査Ⅰ

1(2) 家庭分野の学習が好きですか。
得点との関係

好きだ どちらかといえば

好きだ

どちらかといえば

好きではない

好きではない
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また，「家庭分野の学習は大切だと思いますか」(生徒質問紙 (3))や「家庭分野の学１

習は，自分のふだんの生活に役立つと思いますか」(生徒質問紙 (4))など，家庭分野の１

学習に対する有用感についての質問に対して肯定的な回答をした生徒の割合は，おおむ

ね80％以上であった。

調査Ⅰとの関連をみると，「大切だ」「役立つ」などに対して肯定的な回答をした生

徒の方が，否定的な回答をした生徒より,得点（標準化得点）が高い傾向がみられた。

20.2

17.7

66.7

6.7

33.9

6.2

28.3

14.4

12.6

13.9

33.1

25.0

48.3

13.4

12.4

16.5

37.4

32.7

21.7

25.8

35.9

23.5

30.0

31.9

38.2

37.6

31.6

33.2

25.7

39.5

30.4

38.6

29.6

33.0

6.9

43.5

19.1

45.3

22.6

34.7

35.8

33.0

20.9

25.1

14.1

32.9

39.6

32.3

12.7

16.4

4.6

23.9

11.0

24.8

19.1

18.9

13.3

15.4

14.4

16.6

11.9

14.1

17.5

12.5

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

2(2) 栄養や食品の学習が好きですか。

2(3) 献立を考える学習が好きですか。

2(4) 調理実習が好きですか。

2(5) 食品に付いている表示やマークに
ついての学習が好きですか。

2(6) 衣服の組合せを工夫したり，流行に
ついて話し合ったりする学習が好きですか。

2(7) 衣服に付いている表示

についての学習が好きですか。

2(8) ミシンや針を使ってものを
作ることが好きですか。

2(9) 衣服の手入れの学習が好きですか。

2(10) 安全に住まう工夫について考える
学習が好きですか。

2(11) 自分の成長を振り返り，家族との
かかわりについて考える学習が好きですか。

2(12) 幼児の遊ぶ姿を実際に見たり，ビデオ
などで観察したりする学習が好きですか。

2(13) 幼児の遊び道具の製作が好きですか。

2(14) 幼児と遊んだり，触れ合ったり
することが好きですか。

2(15) 家庭や家族関係について
の学習が好きですか。

2(16) 販売方法の特徴や消費者保護に
関する学習が好きですか。

2(17) 環境に配慮した生活の工夫に
ついて考える学習が好きですか。

・
H・
ｶ・
・

・
・゚
ｶ・
・

・
Z・
ｶ・

・
c・
・・
・・
・・E・
ﾆ・
ｰ

・
ﾁ・
・・
E・
ﾂ・
ｫ

生徒質問紙 2(2)～(17)

好きだ どちらかといえば
好きだ

どちらかといえば
好きではない

好きではない その他 無回答

食
生
活

衣
生
活

幼
児
理
解
・
家
族

消
費
・
環
境

住
生
活
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51.0 50.6 50.9 50.8 50.649.9 50.2 49.7 49.8 50.446.6 47.5 47.1 48.2 47.543.9 43.2 43.4 44.6 4 5.3

0

20

40

60

80

100

3 家庭 分野の
学習は大 切だ と

思 いますか。

4 家庭分 野の
学 習は， 自分の

ふだ んの生 活に

役 立つと思い
ま すか。

5 家庭分野 の
学習 は，自 分の

将 来の生活 や

社会に 出て ，
役立 つと思い

ま すか。

6 衣食住な ど の
生 活に 必要な 力が

身に つ くと ，

生活 が豊かに な る と
思いますか 。

7 自分で 工夫 して
生活を より よ くする

た めに ，家 庭分野

の 学習は大 切だ と
思 いますか。

家庭分野への意識（生徒質問紙1(3)～(7))

得点（調査Ⅰ・標準化得点）との関係

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

20.8

7.1

29.5

43.8

51.9

58.8

58.7

53.0

38.5

23.5

46.7

43.8

37.4

31.1

31.0

36.6

28.0

37.6

16.6

8.2

7.0

6.2

6.6

6.3

12.5

31.6

7.0

4.1

3.6

3.9

3.7

4.0

0% 2 0% 40% 6 0% 80% 100 %

1 (10) 家庭分野の学習で，自分で考えたり

工夫したりすることは好きですか。

1(9) 家庭分野の学習に関することで，分からない
ことや興味・関心をもったことについて自分から

調べようとしていますか。

1(8) 家族や地域の人々と協力して生活するために，

家庭分野の学習は大切だと思いますか。

1(7) 自分で工夫して生活をよりよくするために，

家庭分野の学習は大切だと思いますか。

1(6) 衣食住などの生活に必要な力が身につくと，
生活が豊かになると思いますか。

1(5) 家庭分野の学習は，自分の将来の生活や

社会に出て，役立つと思いますか。

1(4) 家庭分野の学習は，自分のふだんの生活に

役立つと思いますか。

1(3) 家庭分野の学習は大切だと思いますか。

生徒質問紙 1(3)～(10)

そう思う・そう

している・好きだ

どちらかといえば

そう思う・そうして
いる・好きだ

どちらかといえば

そう思わない・
そうしていない・好きではない

そう思わない・そうして

いない・好きではない

その他 無回答
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○ 生徒の家庭分野に関連する生徒の生活経験の有無や日常生活での実践への意識

家庭分野に関連する生徒の生活経験について「学校の授業でも家庭でもしたことが

ある」「学校の授業でしたことがある」及び「家庭でしたことがある」などと肯定的

な回答をした生徒の割合は,「包丁を使って，「いちょう切り」以外の切り方をしたこ

とがある」（生徒質問紙 (6)）や「アイロンがけ」（同 (19)）及び「ゴミの分別」３ ３

（同 (32)）などについては85％以上であったが，「しみ抜き」（同 (18)）につい３ ３

ては48.7％と低い傾向がみられた。

17.1 29.1 19.5 34.1

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

3(24) 家庭や家族のはたらきを
知り，家族関係をよりよくする

方法を考えたことがありますか。

家族

学校の授業でも家庭でも
考えたことがある

学校の授業で
考えたことがある

家庭で考えたことがある

考えたことがない その他 無回答

59.6

42.2

52.7

14.4

20.3

10.5

18.7

17.4

25.4

7. 1

20.1

11.3

0% 2 0% 40% 60% 80 % 100%

3(6) 包丁を使って，「いちょう

切り」以外の切り方を

したことがありますか。

3(5) 包丁を使って，「いちょう切り」

をしたことがありますか。

3 (4) 包丁を使って，りんご

などの皮むきをした

ことがありますか。

食生活

学校の調理実習でも
家庭でもしたことがある

学校の調理実習で
したことがある

家庭でしたことがある

したことがない その他 無回答

41.1

25.9

48.8

9.6

24.9

11.7

39.1

26.5

31.7

10.0

22.5

7.6

0% 20% 40% 6 0% 8 0% 100%

3(2 2) 汚れに応じた掃除を

したことがありますか。

3(21 ) 住まいの安全対策について

考えたことがありますか。

3(20 ) 快適に住まうために，

部屋の空気の入れ換えを

考えていますか。

住生活

学校の授業でも家庭でも
考えたこと・したことがある

学校の授業で考えたこと・
したことがある

家庭で考えたこと・
したことがある

したことがない その他 無回答

56.9

11.1

27.9

33.7

18.9

40.2

18.9

12.4

10.7

8.3

13.5

36.2

35.5

46.2

23.9

26.8

49.8

37.2

12. 5

10.0

7.5

6.6

51.1

13.6

15.3

32.2

14.1

27. 3

0% 20 % 4 0% 60% 80 % 100%

3(19) アイロンがけをしたことが

ありますか。

3 (18) しみ抜きをしたことが

ありますか。

3(17) 手洗いや電気洗濯機を用い

た洗濯をしたことがありますか。

3(1 6) 衣服の組合せや流行につい

て考えたことがありますか。

3 (15) スナップを縫いつけたことが

ありますか。

3(14) 「まつり縫い」以外の縫い方

で補修や製作をしたことがあります

か。

3 (1 3) 「まつり縫い」による補修や

「まつり縫い」を使った製作を

したことがありますか。

衣生活

学校の授業でも家庭でも
したこと・考えたことがある

学校の授業でしたこと・
考えたことがある

家庭でしたこと・

考えたことがある

したこと・考えたことがない

その他 無回答

35.5 14.8 38.8 10.3

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

3(27) 幼児と遊んだり，

触れ合ったりした
ことがありますか。

幼児理解

学校の授業でも家庭でも
経験したことがある

学校の授業で経験
したことがある

家庭で経験した
ことがある

経験したことがない その他 無回答

34.6 37. 1 1 9.4
8 .4

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

3(26) 家族の一員として自分が
できることを行っていますか。

行っている どちらかといえば行っている

どちらかといえば行っていない 行っていない

その他 無回答

34.1

57.9

25.2

14.0

41.2

27.0

32.6

27.8

14.5

8.0

20.5

28.5

9.6

6.6

21.2

29.2

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

3(33) 健康や環境などを考え，

生活の仕方（買い方や使い方など）

に気をつけていますか。

3(32) ゴミの分別を行って

いますか。

3 (31) 物やサービスを選択，購入

する際に，関連のある情報を集め

たり人に聞いたりしていますか。

3(30 ) 家庭で商品を購入する際に，

販売方法の特徴や消費者保護に

関する学習を参考にしていますか。

消費・環境

そうしている どちらかといえば
そうしている

どちらかといえば
そうしていない

そうしていない その他 無回答
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○ 家庭分野の指導の実際（学校質問紙２(1),(6),(7),(10)～(14)，(16)～(21)）

家庭分野の指導の実際について，「多くの時間で行っている」「どちらかといえば行

っている方が多い」又は,「行っている」「どちらかといえば行っている」と肯定的な回

答をした教師の割合をみると，「家庭分野への興味・関心を高めるような工夫をした授

業」(学校質問紙 (1))を行っていると回答した教師は92.4％であった。どのような指導２

上の工夫を行っているかをみると,「実践的・体験的な学習活動を通して，仕事の楽しさ

や完成の喜びを体得させるような工夫」（同 (21)）について肯定的な回答をした教師２

の割合が88.4％であるのに対し,「問題解決的な学習を取り入れた授業」（同 (13)）は２

２56.1％,「発展的な課題を取り入れた授業（一部の生徒が対象の場合も含む）」（同

(18)）は52.2％と，比較的低かった。

２具体的な学習活動についてみると,「製作や調理などの実習を取り入れた授業」（同

(6)）について肯定的な回答をした教師の割合が95.0％であるのに対し,「実験，観察，

見学などを取り入れた授業」（同 (7)）は46.2％,「調査，研究などを取り入れた授２

業」（同 (10)）は25.6％などと低かった。その他の工夫として,「地域や学校，生徒の２

実態に合わせた題材の工夫」（同 (14)）について肯定的な回答をした教師の割合が84.２

4％であるのに対し,「調べたことを発表させる活動を取り入れた授業」（同 (11)）は２

34.2％と低かった。

２授業形態については,「グループ学習を取り入れるなどの学習形態の工夫」（同

(16)）について肯定的な回答をした教師の割合が71.4％であるのに対し,個に応じた指導

の一つでもある「生徒が自分の学習課題を選択して学習できるような工夫」（同 (1２

7)）は39.9％と低かった。

その他,「掲示物等の学習環境を整備し，安全と衛生に留意した授業」（同 (12)）に２

ついて肯定的な回答をした教師の割合は73.1％，「学習の実現状況が不十分な生徒に対

し，授業の合間や放課後などに指導している」（同 (20)）について肯定的な回答をし２

た教師は68.4％みられた。

これらのことから，製作や実習などの実践的・体験的な学習活動を取り入れたり，地

域の実態に合わせた工夫を取り入れたりしている教師や，家庭分野への興味・関心を高

めるような工夫を意識している教師は多いが，問題解決的な学習や発展的な課題を取り

入れたり，調べたことを発表させるなどの言語活動や，生徒が学習課題を選択できるな

どの個に応じた指導を取り入れたりする指導については課題がみられた。
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17.9 74.4 7.6

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

2(1) 家庭分野への興味・関心を高めるような
工夫をした授業を行っていますか。

多くの時間で行っている どちらかといえば
行っている方が多い

どちらかといえば
行っていない方が多い

全く，又は，ほとんど
行っていない

その他 無回答

41.2

32.2

46.2

16.9

9.0

33.6

29.9

12.3

23.9

8.0

4.3

12.0

61.8

47.2

36.2

45.2

35.2

30.9

37.9

54.5

43.9

49.2

26.2

21.3

34.2

33.2

11.3

23.9

8.0

34.2

42.5

22.9

14.3

37.9

23.6

45.8

41.9

46.2

4.7

0.3

7.6

0.7

13.6

17.6

5.6

1.3

6.0

3.3

19.9

32.6

7.3

0.3

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

2 (21) 実践的･体験的な学習活動を通して，仕事の

楽しさや完成の喜びを体得させるような工夫を
していますか｡

2(20) 学習の実現状況が不十分な生徒に対し，
授業の合間や放課後などに指導していますか｡

2(19) 技術･家庭科(家庭分野) で学習したことを

家庭で実践するように指導していますか｡

2(18) 発展的な課題を取り入れた授業をどの程度

行っていますか｡(一部の生徒を対象に発展的な
課題を与える場合も含めてください｡)

2(17) 生徒が自分の学習課題を選択して学習できる
ような工夫をしていますか｡

2(16) グループ学習を取り入れるなどの学習形態の

工夫をしていますか｡

2(14) 地域や学校，生徒の実態に合わせた題材を
工夫していますか｡

2 (13) 問題解決的な学習を取り入れた授業をどの程度

行っていますか｡

2(12) 掲示物等の学習環境を整備し，安全と衛生に

留意した授業をどの程度行っていますか｡

2(11) 調べたことを発表させる活動を取り入れた授業

を行っていますか｡

2(10) 調査，研究などを取り入れた授業をどの程度
行っていますか｡

2(7) 実験，観察，見学などを取り入れた授業を

どの程度行っていますか｡

2(6) 製作や調理などの実習を取り入れた授業を
どの程度行っていますか｡

行っている どちらかといえば

行っている

どちらかといえば

行っていない

行っていない その他 無回答
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○ 家庭での実践についての指導（学校質問紙２(3) (4) (19)）, ,

家庭での実践についての指導をみると,「家庭分野で学習したことを家庭で実践するよ

うに指導していますか」（学校質問紙 (19)）について,「行っている」「どちらかとい２

えば行っている」と肯定的な回答をした教師の割合は91.4％であった（再掲）。

一方,「普段も，家庭分野の学習内容についての課題を出していますか」（同 (4)）２

では,「どちらかといえば出していない方が多い」が53.2％,「全く，又は，ほとんど出

していない」が31.9％みられた。「多くの時間出している」と「どちらかといえば出し

ている方が多い」を合わせても15.0％となっており，学習したことを実際の生活で生か

し，継続して実践する場面の工夫として，普段から家庭分野の学習内容についての課題

を示すなどの具体的な手立てに関しては，課題がみられた。

また,「長期休業中に家庭分野の学習内容についての課題をどの程度出していますか」

（同 (3)）については,3年間に3回以上出している（「3年間に5回以上出している」２

「3年間に3回～4回出している」）と回答した教師の割合は45.5％であった。

10.0 35.5 38.5 15.9

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

2(3) 長期休業中に，家庭分野の学習内容

についての課題をどの程度出していますか。

3年間に5回以上出している 3年間に3回～4回出している

3年間に1回～2回出している 課題は出していない

その他 無回答

1.3
13.6 53.2 31.9

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

2(4) 普段も，家庭分野の学習内容についての

課題を出していますか。

多くの時間出している どちらかといえば
出している方が多い

どちらかといえば
出していない方が多い

全く，又は，ほとんど
出していない

その他 無回答
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４ 分析結果からみた主な課題と指導上の改善

○ 栄養等に関する知識の確実な習得と食生活に生かす実践力を養う指導の工夫

食生活の内容では，心身ともに健康で安全な食生活を営むための食育の推進を図る視

点から，中学生の栄養と食事，食品の選択などに関する知識の確実な習得と，課題をも

って主体的に食生活をよりよくしようと工夫する能力と態度の育成が求められている。

今回の調査では，各栄養素を多く含む具体的な食品，６つの基礎食品群のうち３群

（緑黄色野菜）と４群（その他の野菜・果物）に入る食品，旬の一般的な特徴などの理

解に課題がみられた。また,不足している栄養を補う献立を考えることや,質問紙調査の

結果から，学習した栄養や献立の知識を調理などの実践に結び付けることにも課題がみ

られた。

こうしたことから，指導にあたっては，栄養素や食品群，旬などについて，身近な食

品と結び付けたり，グラフや統計などの資料を活用したりして考えさせることや，栄養

や旬を考えて食品を選択・購入する体験を取り入れることなどにより，生活に活用でき

る知識を確実に身に付けさせる工夫が有効と考える。また，学校給食の時間に，栄養の

とり方や食品の特徴などについて日常的に触れることにより，実生活に即して効果的に

栄養等に関する理解を深めることができると考える。また，学習した栄養や食品の知識

を活用して１日分の献立に不足している栄養やそれを補う方法を考えるような課題解決

の場面を設定し，望ましい献立を工夫する力を身に付けさせることが大切である。さら

に，栄養や食品，献立の学習を調理と一体化させる題材構成とすることによって，学ん

だ知識を調理などの実践に生かしていく能力と態度を養うことが重要である。

○ 基礎的・基本的な技能の習得と調理や目的に応じた切り方などの指導の工夫

食生活の自立を図る視点から，簡単な日常食の調理ができるようにするための調理の

基礎的・基本的な技能を習得すること，例えば，安全・衛生に配慮して，洗う，切る，

加熱する，調味するなどの基礎的な調理操作ができることが求められている。

今回の調査では，いちょう切りをする際の大根の押さえ方や効率的で安全な切り方な

どの実現状況，計量スプーン・計量カップの容量についての理解，料理に適した材料の

厚さの理解や切り方の工夫などに課題がみられた。一方，調理実習が好きな生徒の方が

ペーパーテスト，実技調査ともに通過率が高い傾向がみられた。

こうしたことから，指導にあたっては，小学校で学習した材料の押さえ方や計量器の

使い方などについて生徒の実態を把握し，不十分な知識や技能については中学校でも再

度取り上げて定着させる工夫が必要である。また，個々の生徒の技能の習得を図るため

には，グループ調理を行う場合でも，基礎的な技能については一人一人に体験させ，個

に応じた指導を工夫したり，学んだことが家庭での実践につながるような指導の工夫を

することが大切である。さらに，学んだ調理の基礎的・基本的な技能が他の生活場面で

の応用につながるようにするためには，実習の中で，材料の厚さと加熱時間との関係及

び材料の種類や大きさに応じた効率的で安全な切り方などを考えさせる工夫をすること

が重要である。
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○ 衣服の手入れに関する知識の習得と生活の場面で活用する力の育成を図る指導の工夫

衣生活の内容では，快適で豊かな衣生活を営むために，衣服の適切な選択や手入れ，

補修などの基礎的・基本的な知識の習得とそれを生活の中で活用していく能力の育成が

求められている。

今回の調査では，表示の意味を読み取ることに比べ，洗剤の量による汚れの落ち方や

衣服に適した洗剤の選び方，与えられた情報をもとに，基本的な知識を活用して適切な

アイロンの温度とその理由，などを考えることに課題がみられた。一方，質問紙調査と

の関連から，経験がある生徒のほうが，スナップの付け方やまつり縫いの縫い方，アイ

ロンがけの工夫や適切な温度についての問題の通過率が高い傾向がみられた。また，表

示についての学習が好きだと回答した生徒は30％未満であり，表示の学習に対する意識

には課題がみられた。

こうしたことから，指導にあたっては，単に表示の意味を覚えさせるだけではなく，

例えば，熱による繊維の変化や，洗剤の量による汚れの落ち方の違いを観察するなどの

実験や実習を取り入れ，原理に気付かせる指導の工夫が有効である。また，そのような

実験や実習が実生活とどのように結び付くのかを明確に示すとともに，なぜそうするの

かを考えさせ，生活に生きる身近な学習として捉えさせることが大切である。さらに，

生活の中で生きて働く力として定着させるためには，学校で学んだ基礎的・基本的な知

識や概念を活用して考えたり，実践したりする機会を増やすなど，家庭との連携を図る

ことも効果的と考える。なお，最近では繊維の性質を補うような構造上の特質をもった

製品が出回っており，必ずしも繊維の性質が製品の性質と結び付いていないものもある

ので，指導の際には注意が必要である。

○ まつり縫いなどの日常着の手入れに関する基礎的な技能の習得と実践を促す工夫

衣生活の自立を促すために，衣服材料に応じた日常着の適切な手入れと補修に関する

基礎的・基本的な技能を習得し，生活の中で必要に応じて適切に活用する能力の育成が

求められている。

今回の調査では，玉結びと玉どめの実技について課題がみられたことや，まつり縫い

の縫い方の特徴については理解している半面，実技については課題がみられた。一方，

質問紙調査との関連から，まつり縫いの経験がある生徒の方が実技調査の通過率が高く，

また，ミシンや針を使って物を作ることが好きな生徒の方が，まつり縫いの縫い方の理

解をみる問題と実技調査の双方について通過率が高い傾向がみられた。

こうしたことから，指導にあたっては，小学校での学習を踏まえて生徒の実態を把握

し，その実態に応じて簡単なものから段階を踏んで経験させたり，基礎縫いの練習のあ

と再度製作の中で扱うように実習題材を工夫したりするなど，繰り返し実習できるよう

にして技能を定着させることが大切である。その際，積み重ねによる上達が目に見えて

分かるような体験カードや，技能のポイントが明確な見本などを工夫し，達成感や満足

感を味わわせながら継続して経験させることが有効と考える。さらに，生活の中で必要

に応じて補修ができるようにするためには，補修の技術だけを取り出して練習させるだ

けでなく，目的に応じてどのような縫い方をすればよいかなど，実生活で必要な補修の

場面にどう対応するかを考えさせながら技能の習得を図ることが重要である。
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○ 安全で快適な室内環境の整え方の理解とそれを実践につなげる指導の工夫

住生活の内容では，家族が住まう空間としての住居の機能を理解し，安全で快適な室

内環境の整え方を知り，よりよい住まい方を工夫する能力が求められている。

今回の調査では，新鮮な空気を部屋全体に流れやすくする効果的な窓の位置を考えた

り，家庭内事故の要因を幼児や高齢者の特徴をふまえて具体的に考えることに課題がみ

られた。また，質問紙調査の結果をみると，安全に住まう工夫について考える学習が好

きと肯定的に回答した生徒は約50％であり，安全に関する意識はあまり高くなかった。

こうしたことから，指導にあたっては，実験や実習などを取り入れ，窓の開放など学

校や家庭で日常的に行っていることの原理に気付く授業を工夫するなどして，生活の中

に潜む科学のおもしろさに気付かせることが大切である。また，安全な住まい方につい

ては，自分とは年齢の異なる幼児や高齢者の心身の特徴をイメージできる具体的な場面

設定を行って学習を進めるなどして，家庭生活の具体的な場面を想定し，考えることが

できる指導の工夫が有効と考える。

○ 実践的・体験的な学習活動を通して，幼児の発達と家族の役割の理解を促す工夫

幼児の発達と家族の内容では，幼児の観察や遊び道具の製作などの実践的・体験的な

学習活動を通して幼児に関心を持たせ，遊びの意義や子どもが育つ環境としての家庭の

役割を理解させることが求められている。

今回の調査では，幼児の観察を通して，ことば，情緒・社会性，運動機能について，

年齢による行動の特徴を読み取ることに一部課題がみられた。一方，質問紙調査との関

連から，幼児と遊んだり触れ合ったりする経験があったり，好きだったりする生徒の方

が, 自分とは年齢の異なる幼児の特徴や表情を読み取る問題，幼児の発達に伴って遊び

がどう変化するかを考えさせる問題の通過率が高い傾向がみられた。

こうしたことから，指導にあたっては，幼児と接する機会が少なくなっている中学生

の実態をふまえ，具体的な幼児の姿を観察したり，幼児との触れ合い体験などの実践的

・体験的な学習活動を取り入れて，幼児とのかかわり方を体得させたりする指導が有効

と考える。

現行の学習指導要領（平成10年告示）の下では選択となっていた幼児との触れ合いな

どを通して，かかわり方を工夫する学習が，新学習指導要領(平成 20年3月告示，平成2

1年4月より移行措置，平成24年4月より完全実施)では必修とされている。

この体験を効果的に行うためには，体験の目的や観察のポイントを明確にすること，

事前・事後指導を充実させること，また，体験を振り返り，感じたことや分かったこと

をレポートにまとめたり発表したりするなどの言語活動を充実させて，概念的な把握を

促す指導とすることなどが大切である。なお，実際の触れ合いが難しく，ＶＴＲの観察

などにより学習する場合でも，具体的な場面を想定して幼児の気持ちや家族としての適

切な対応を考えさせるなど，学習した知識を活用して自分自身のかかわり方をじっくり

考える場面を設定することが重要である。
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○ ロールプレイングなど家庭生活の具体的な場面を想定し，家族とのかかわりを考える

学習活動の工夫

家庭と家族関係の内容では，家庭の基本的な機能について理解させるとともに，家族

関係をよりよくする方法を考えることができるようにすることが求められている。

今回の調査では，「心の安らぎを得る」「子どもを生み育てる」という家庭の基本的

な機能について理解している半面，家族との具体的なかかわり方を考えることに課題が

みられた。こうしたことから，指導にあたっては，家庭の基本的な機能や望ましいかか

わり方を考えさせるために，家庭生活の中の具体的なかかわりの場面を想定したロール

プレイングや，自分や家族の生活を支えている家族の役割を見つめ直したり，よりよい

かかわり方を考えたりすることができるような物語や新聞，資料を用いた話し合いなど

の学習活動を取り入れる授業の工夫が重要である。

○ 具体的な事例を通した知識の習得と，消費者として適切な行動をとる態度の育成を図

る指導の工夫

家庭生活と消費・環境の内容では，販売方法の特徴や物資・サービスの適切な選択・

購入ができ，環境に配慮した生活を主体的に営む能力と態度の育成が求められている。

今回の調査では，通信販売における返品方法やクーリング・オフ制度の具体的な内容，

図書券やカードなど目に見えない金銭の動きについての理解などに課題がみられた。ま

た，環境への配慮に関しては，リサイクルの意味に再生利用と再使用の混同があるなど，

基礎的・基本的な知識の確実な定着に課題がみられた。さらに，質問紙調査の結果をみ

ると，販売方法の特徴や消費者保護に関する学習が好き，参考にしていると肯定的に回

答した生徒は40％台であり，消費生活の学習への関心はあまり高くなかった。

こうしたことから，指導にあたっては，消費・環境への関心をいっそう高め，より確

実な理解につなげるために，新学習指導要領の内容の取扱い「D 身近な消費生活と環

境」に示されたように，衣食住や家族に関する学習の中に身近な消費生活や環境問題と

結び付けた具体的な事例を取り入れた指導を行い，その結果を整理・考察したり，他教

科と関連させるなどして，確実な概念形成を図るための指導の工夫が重要である。
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