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抄録 本研究は，小学校第５学年家庭科の学習において，身近な消費生活をよりよくしようと工夫する能力を

育てる指導の在り方を探ったものである。生活を見つめる題材を構成し，物の選び方を考えて判断する学習活

動を設定した。その結果，児童は身近な消費生活の中から課題を見付け，課題解決への見通しを持ち，よりよ

い方法を考えて判断できるようになり，生活をよりよくしようと工夫する能力を育てることに有効であることが分か

った。 

 

<キーワード> □身近な消費生活 □よりよくしようと工夫する □生活を見つめる題材構成 

       □考えて判断する学習活動 

 

Ⅰ はじめに 

 

１ 主題設定の理由 

 2012 年に消費者教育の推進に関する法律が施

行され，内容に「学校における消費者教育の推進」

が含められた。小学校家庭科では，現行の学習指

導要領から「Ｄ身近な消費生活と環境」の内容が

設定されるなど，主体的に生きる消費者を育む指

導が社会全体で重視されている。このＤ内容は，

小学校学習指導要領解説家庭編において，衣食住

の内容と関連を図って指導し，児童や家族の生活

と結び付け実践的に学習できるよう示されている。

さらに，生活をよりよくしようと工夫する能力を

育む指導の充実も述べられている。 

児童は，様々な物を消費し生活している中で，

「身の回りの物は大切に使っている。」と感じてい

る。その理由に，「最後まで使っているから。」「壊

さないように使っているから。」等を挙げており，

物を大切に使わなければいけないという知識を持

っていることが分かる。しかし，なぜ最後まで使

う必要があるのか，なぜ壊さないように使うのか，

理由まで考えている児童はまだ見られない。自分

の生活を見直し，深く考えるなど，生活の課題を

実感する場面が少ないことがうかがえる。 

児童自身の判断で買物をしたことがある場合に

は，値段やデザイン，使いやすさ等を考えて購入

している。しかし，ほとんどの児童が，これら商

品に関する一つの情報だけで判断しているという

状況である。目的に合ったよりよい方法を考えて

判断するなど，児童が将来にわたり生活をよりよ

くしようとすることが大切だと考える。 

以上のことから，小学校家庭科Ｄ内容の指導に

おいて，生活を見つめる題材構成と，目的に合っ

たよりよい方法を考えて判断する学習活動を通し

て，身近な消費生活をよりよくしようと工夫する

能力が育まれると考え，本主題を設定した。 

 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「生活を見つめる」とは 

児童が身近な生活の中から課題を見付け，課題

の解決へ向け見通しを持つことと捉えた。 

(２) 「考えて判断する」とは 

児童が複数の情報を比較・検討し，自らの目的

に合ったよりよい方法を考えて判断することと捉

えた。 

(３) 「よりよくしようと工夫する能力」を身

に付けた児童の姿とは 

児童が生活の中から課題を見付け,課題の解決

へ向け,物の使い方や選び方,買い方に関する知識

や技能を生かし，目的に合ったよりよい方法を考

えて判断し,主体的に生活をよりよくしようとす

る姿と捉えた。 
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Ⅱ 研究のねらい 

  

小学校家庭科において，生活を見つめる題材構

成と考えて判断する学習活動を通し，身近な消費

生活をよりよくしようと工夫する能力を育てる指

導の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手だて 

 

<視点１> 生活を見つめる題材構成 

(１) 児童が生活を見つめて学習できるよう，Ｄ

内容とＣ内容(２)アの関連を図った題材「目

指せ すっきり生活！物やお金を上手に使お

う」を構成する。 

<視点２> 考えて判断する学習活動 

(１) 児童が実生活でも考えて判断できるよう，

物の選び方を模擬的に体験する場を設定す

る。 

(２) 児童の考える過程を可視化したワークシー

トを活用する。 

 

Ⅳ 研究の概要 

 

１ 実態調査 

(１) ねらい 

家庭科の学習活動における児童の意識及び実態

を把握し，題材の指導や手だての検討に生かす。 

(２) 調査方法 質問紙法，事前授業 

(３) 調査対象 仙台市立鹿野小学校 

第５学年 52 名 

(４) 調査日 平成 27年６月 10 日(質問紙法) 

６月 22 日～７月 15日 

(事前授業全９時間) 

(５) 調査内容 

家庭科に対する児童の意識，消費生活に関する

児童の実態，課題解決に向けて身に付けた知識や

技能を生かし考えて判断しているかを，質問紙や

事前授業で調査する。 

 

 

(６)  調査結果及び考察 

物の購入に関する調査から，14名(27％)の児童

が，これまでの生活で自分でお金を払って買物を

した経験がない，ということが分かった。必要な

物や欲しい物は家庭で準備してもらっていると考

えられる。一方，自分で買物をしたことがある児

童は，「安い」「かっこいい，かわいい」「使いやす

い」などを判断理由に物を選んでいることが分か

った。「安いから」「かっこいいから」だけを挙げ

る児童が多く，目的に合った物かどうかを検討し

たり，複数の情報を比較して考えたりすることが

少ないのではないか，と考えられる。さらに，家

庭での手伝いの実態を調査したところ，住生活に

関する仕事や手伝いの経験が一番多いことが分か

った(図１)。 

事前授業においては，知識や技能を生かし考え

て判断しているか捉えるため,Ｃ内容(衣生活)，手

縫いの題材を扱った。作りたい物の製作計画を立

てる学習において，児童は，並縫い，返し縫い，

かがり縫いの特徴を生かした作品を考えた。ほと

んどの児童が，目的に合わせて適切な縫い方を選

び，工夫することができた。 

以上のことから，全ての児童が身近な生活の中

で消費に関する課題を見付けて学習できるよう，

Ｄ内容とＣ内容(住生活)，中でも児童が経験した

ことのある整理・整頓と関連させた題材を構成す

る。また，児童の生活経験が異なることから，物

の選び方を模擬的に体験する学習活動を取り入れ

る。選ぶために考える内容が事前授業より多様化

するため，自らの目的に合ったよりよい方法を判

断できるよう，考える過程を明確にする。 

12人

51人

21人

44人

0 10 20 30 40 50 60

食生活に関するもの 衣生活に関するもの
住生活に関するもの その他

図１ 児童が家庭で関わっている仕事の種類 

家庭で一人でしている，手伝っている仕事(複数回答可)(N=128) 
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２ 授業実践の概要 

(１) 対象 

仙台市立鹿野小学校５学年 51名 

(２) 期間 

平成 27 年 10 月５日～11月５日 

(３) 題材名 

「目指せ すっきり生活！物やお金を上手に

使おう」 

(４) 時数 

18 時間(９時間×２学級) 

(５) 題材の指導計画 

内 
容 

題 
材 
名 

小題材名 時 主な学習内容 

 

Ｃ 

 

快 

適 

な 

衣 

服 

と 

住 

ま 

い 

 

 

目 

指 

せ 
 

す 
つ 

き 

り 

生 

活 

！ 

 

物 

や 

お 

金 

を 

上 

手 

に 

使 

お 

う 

私の 
片付け， 
大丈夫？ 

・家庭で,机の引き出しを調べる。 

１ ・これまでの整理・整頓について振り返る。 

・整理・整頓するために必要なことと手順を

考える。 

・考えたことを話し合い，解決への見通しを

持つ。 

使いやすく
するために
整理・整頓
してみよう 

２ ・考えた計画を実践する。 

・活動を振り返り，整理・整頓の仕方をまとめ

る。 

目指せ！ 
整理・整頓
の匠 

・学習したことを生かし，家庭で整理・整頓する。 

３ ・家庭での実践を発表する。 

・よりよく整理・整頓をするための工夫を話し

合い，まとめる。 

 

Ｄ 

 

身 

近 

な 

消 

費 

生 

活 

と 

環 

境 

 

大切に 
しよう， 
物やお金 

・家庭で整理・整頓して出た「いらない物」を 

持ち寄る。 

４ ・これまでの活動を振り返り，消費生活の課

題に気付く。 

・収入と支出のバランスを知る。 

・大切に使うために必要なことを考える 

物やお金 
のよりよい 
使い方を 
知ろう 

５ ・ペンの購入を想定し，目的や品質を考えた

物の選び方を知る。 

・適切な買い方を知る。 

調べて 
確かめよう 
マークや 
表示 

６ ・マークや表示の意味を調べる。 

・調べたことを話し合い，マークや表示の必

要性に気付く。 

体感！ 
３R 生活 

・家庭で使わなくなった布と，飲み終わったペット

ボトルのキャップを持ち寄る。 

７ ・ペットボトルキャップと布をリユースした針刺

しを作る。 

・リユース作品の製作を通して，自分の生活

と身近な環境との関わりに気付く。 

よりよい 
選び方を 
考えよう 

８ ・物の選び方を模擬的に体験する。 

・目的に合ったよりよい物の選び方について

考える。 

・目的に合った物を自分なりに工夫して選

ぶ。 

物やお金 
の使い方 
をまとめよ 
う 

９ ・物の選び方や買い方で考えたことや工夫

したことを話し合う。 

・物やお金の使い方を三か条にまとめる。 

・家庭科だよりを発行し，学習内容を家庭に知らせる。 

・冬休みに，学習した内容について家族と話し合ったり実践したりす

る。 

 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

<視点１> 生活を見つめる題材構成 

(１) 児童が生活を見つめて学習できるよう，Ｄ内容

とＣ内容(２)アの関連を図った題材「目指せ すっ

きり生活！物やお金を上手に使おう」を構成する。 

 Ｃ内容(２)アは，身の回りの整理・整頓調べか

ら課題を見付け，体験的な活動を通して身の回り

を快適に整えようと考えて実践する学習を行った。

学習後に，家庭で整理・整頓する活動も取り入れ

た。家庭で実践した結果，いらない(捨てよう)と

思う物があったら学校に持

ってくることを指示した。

第４時は，各児童が持ち寄

った「いらないと思う物」を

見直す学習(図２)から始ま

った。いらないと判断した

物を金額換算し，総額を児

童に知らせた。見直している途中から，児童は「ま

だ使える。」「捨てるのはもったいない。」と口々に

発言していた。生活の中から自分がいらないと判

断した物を見直す活動を通して，多くの児童が物

や金銭の使い方についての問題に気付き始めてい

た。 

「いらない物」を見直した後，個人の気付きを

話し合い，学級全体で共有した。この場面で，児

童は資料１のような発言をした。 

資料１ 気付きを共有する場面での話合い(抜粋) 

見直したことの気付きを共有することで，問題

の原因を推論したり，解決へ向けた提案をしよう

としたりするなど，自分たちの生活の現状を分析

している様子がうかがえた。これが糸口となり，

話合いの後，学級全体で「物やお金の使い方を考

えなければいけない。」と，自分たちの課題を見付

図２ いらない物を見直す児童 

C1 まだ使える。もったいない。 
C2 捨てちゃだめ。 
C3 最後まで使った物は捨ててもいい。 
C4 お金がもったいない。 
C5 資源も捨てている。 
C6 工夫すれば使えそう。 
C7 リサイクルできる。 
C8 同じようなのをたくさん持ちすぎて捨てようとしてる

のかも。 
C9 後先を考えて，買えば良い。 
C10 「まだ使えるのに捨てる。」のがもったいない。 
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けることができた。 
話合いの後，課題を解決するための物や金銭の

使い方を個人で考え，付箋紙に記入した。次に，

それぞれの付箋紙を持ち寄り，３人グループで話

し合った。その結果をカードにまとめ，各グルー

プの考えを黒板に掲示しながら全体で共有した。 
各グループの考えを黒板に掲示したものが資料

２である。物や金銭の使い方の流れに沿って，カ

ードを「買う前に考えること」「買う時に考えるこ

と」「買った後に考えること」に分類し，視覚化し

た。 

資料２ カードを分類し，視覚化した板書 

「買う前に考えること」で出された考えは，①

本当に必要か考える，②同じ物を持っていないか

確かめる，③代わりに使える物がないか考える，

④借りたりもらったりできないか考える，⑤使え

る金額を決める，⑥買う時期を考える，などであ

った。「買った後に考えること」では，①買った物

は最後まで使う，②リユースして使えないか考え

る，③リサイクルできないか考える，などであっ

た。視覚化したことで，児童の考えが「買う前」

と「買った後」に集中していることが明らかにな

った。このことは，「買う時に考えることがほとん

ど出てこなかった。」「出てこなかったけれど，考

えなくていい訳ではない。」という児童の気付きに

つながり，課題解決への見通しを持つことができ

た。そして，第５時以降の物の購入や支払いに関

する学習では，児童は適切な購入に関する内容に

必要性を感じて学習した。 

授業後の児童の振り返りは，資料３の通りであ

る。これまでの自分の生活を見直し，課題を見付

け，今後の生活への実践意欲や解決への見通しを

記入していた。生活を見直し，身近な生活の中か

ら課題を見付けることは，生活をよりよくしよう

とする上で重要な要素の一つである。題材構成を

工夫し，整理・整頓の実践から消費生活を見直し

たことによって，どの児童も身近な消費生活に関

する課題を見付けることができたと考えられる。 

資料３ 第４時の児童の振り返り 

この学習において，児童が「物を使い終わった

ら終わりじゃなく，買った後に考えることは，買

う前に考えることや買う時に考えることに,つな

がっている。」と発言した場面があった。消費に関

する一連の行動は，一方向に進み完結するのでは

なく，それぞれの段階が関わり合いながら継続し

て行われている。このことに，児童は学習を通し

て気付き，全体での共有も図られた。資料４は，

本題材の学習を終えた第９時の児童の振り返りで

ある。 

資料４ 第９時の児童の振り返り(一部抜粋) 

課題解決のために考えたことや実践したことな

どを見直すことが，次の課題へとつながっている

ことにも気付いていることが分かる。本題材の学

習を通して，児童が課題解決への見通しを段階的

に身に付けたことで，生活をさらによりよくしよ

うとしていると考えられる。 

買う前 買う時 買った後 

グループの考えが書かれたカード 

・私はいらない物を捨てる時，きちんと捨てるか捨てない
か考えることが必要だと分かりました。私はこれからよ
く考えてから買ったり捨てたりしようと思いました。理
由は，お金のことを考えるのも大事だからです。 

・今日は物やお金の使い方について学びました。ぼくは今
まで欲しい物があればすぐに「ほしいほしい」とだだをこ
ねていました。けど，これからはお金のことや本当に必要
かを考えてからほしいと言うようにしたいです。 

※    ：自分の生活を見直した内容 
    ：自分の課題 

・最初の「すっきり取り出しやすく便利に整理・整頓しよ
う」からマーク，目的，お金のことまでたくさん学びまし
た。物やお金の使い方はもっと考えればまだまだ考えられ
ることがあるんじゃないかと思います。今度買う時には学
んだ全てを考えたいと思います。 

・私は今日考えた三か条を見ると，大切なことはもっとあ
ると思いました。なぜそう思ったかは，みんなの意見を聞
いたら自分が考えなかった意見がたくさんあったからで
す。 
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<視点２> 考えて判断する学習活動 

(１) 児童が実生活でも考えて判断できるよう，物の

選び方を模擬的に体験する場を設定する。 

 第８時は，物の選び方を模擬的に体験する学習

活動を設定した。買物をする場面は，目的や条件

を資料５のように設定した。 

資料５ 買物場面の設定 

場面の説明は，教室設置の大型テレビに場面絵

(資料６)を投影し，教師のナレーションによって

行った。 

資料６ テレビに投影した場面絵 

場面を説明した後，目的や条件を学級全体で確

認し，各グループに３種類のファイルを配付した。

３種類のファイルの設定は表１の通りである。 

 

児童は，前時までに品質，性能，大きさ，色や

柄，マーク・表示などの情報を集め，整理する学

習を行った。そこで，３種

類のファイルには，児童

が選ぶために必要な情報

を設定した。ファイルか

ら情報を集める活動はグ

ループで行った(図３)。 

ファイルの情報を収集した後，個人でファイル

を選び，その理由を記入した。選んだファイルを

伝え合う場面では，「なぜそれを選ぶことにしたの

か。」という，判断に至るまでに考えた過程や根拠

に興味を持ち，聞いていた。第８時の児童の振り

返り記述は，資料７の通りである。 

資料７ 第８時の児童の振り返り 

全児童に共通して，資料７の記述内容のように，

本時の学習をこれからの生活に生かそうとする記

述が見られた。模擬的に選び方を体験したことで，

実践の場面を想定し，考えて判断することができ

たと考えられる。  

本時の学習では，目的や条件をあらかじめ設定

し，学習のねらいを「考えて判断すること」に焦

点化した。さらに，グループ活動を設定し，児童

全員がファイルの情報を確実に収集することがで

きるようにしたことで，児童は自信を持ってより

よい選び方になるよう考えて判断することができ

たと考えられる。 

児童は，情報を確実に収集し，よりよい選び方

になるよう考えて判断しているので，他者の考え

を知る場面を通して，多様な視点から考える内容

を一層深く理解することができた。「どのファイル

を選ぶことが正解か。」「どのファイルを選んだ人

が多いか。」などの選んだ結果よりも，新しい考え

方の良いところを主体的に取り入れ，身近な生活

をよりよくしようとする姿がうかがえた。 

ファイル 設定 

A 120 円，A４，20 シート，容器包装識別マーク(プ
ラスチック)付き 

B 260 円，A４，40 シート，エコマーク・容器包装
識別マーク(プラスチック)付き，「高透明」表示 

C 
340 円，A４，20 シート４冊セット，セット包装
なので中身は確認できない(A とは異なるファイ
ル)，マークなし 

「あなたは小学５年生。今日は自分の家にある机の整理・整頓
をしていました。すると，前に使った学習プリントが 30 枚出
てきました。このプリントは，これからの学習にも使いそうで
す。…そうだ！ファイルに入れて取っておこう。ファイルは持
っていないので，買おうと思います。見やすく，取りやすく入
れるのが目標なので，１ページに１枚ずつ入れたいと思いま
す。お財布には 500 円入っていて，ファイルを買う予算は 500
円です。 
 ファイルを買いに，近所の文房具屋さんに来ました。近所で
文房具を売っているのはこのお店だけ。棚を見てみると３種類
のファイルが何冊も並んでいました…。」 

※   ：買物の目的    ：買物の条件 

図３ ファイルの情報を収集する活動 

・この授業をやる前は，ぱっと見て「これでいいや！」と思
って買っていたけど，よくよく考えてみたら，マークとか
性能とか選ぶ前にいろいろと考えることで，後々も無駄な
く使えると思いました。環境に良い物，優しい物をなるべ
く買いたいと思いました。 

・前は安さとか質とかしか考えてなかったけど，今度から
マークとかリサイクルのこととかを考えて買いたいと思
いました。他の人はマークとかスペースのこととかを考え
てすごいと思いました。 

・今日はいいファイルの選び方を学びました。みんなから
出た意見は，(自分が考えた)目標，環境，値段だけじゃな
く，枚数，品質ということでした。これからは今日学んだ
これらのことを参考にして買いたい。 

※    ：学習内容を実践と関連させ考えた記述 
    ：他の考えを取り入れようとする記述 

 

表１ ３種類のファイルの設定 
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 (２) 児童の考える過程を可視化したワークシートを

活用する。 

 第８時で使用したワークシートは，目的に合っ

たよりよい方法を考えて判断できるように，目的

や条件を明確にし，収集した情報からそれぞれの

ファイルを比較して判断できる構成とした。用い

たワークシートは資料８の通りである。 

 始めに，買物の目的や条件を学級全体で確認し

た(資料８ａ)。Ａ，Ｂ，Ｃのファイルを確認後，

収集した情報を，値段，枚数，マーク，その他に

分類し(資料８ｂ)，各ファイルのプラス面とマイ

ナス面を個人で考えた後に(資料８ｃ)，学級全体

で共有した。各ファイルのプラス面とマイナス面

の意見は表２の通りである。 

 

プラス面とマイナス面を共有後，個人でファイ

ルを選び，理由をワークシートに記述した(資料

８ｄ)。選択理由の記述内容は資料９の通りであ

る。 

全ての児童のワークシートには，それぞれのフ

ァイルを比較・検討した上で選んだ理由が記述さ

れていた。ワークシートに考える過程を示し，集

めた情報から物のプラス面とマイナス面を捉え

て多面的に検討したことで，目的や条件に合わせ，

どの選択肢が最適か，情報を比較しながら考え，

よりよくしようと自分なりに判断することがで

きたと考えられる。 

よりよくしようと考えて工夫することについ

て，Ｃ内容(整理・整頓)の学習では，「目的，人，

物に合わせたやり方を考えるのが，よい工夫であ

る。」という気付きが共有された。Ｄ内容では，

ファイルの選択理由を共有し，感想や考えを学級

全体で話し合った際に，資料 10 のような発言が

あった。 

 A B C 

プラス面

・安い 
・リサイクルでき      
 る 
・軽い 

・見やすい 
・環境のことを

考えている 
・リサイクルで

きる 
・１冊で済む 

・たくさん入れら 
れる 

・お得 
・１冊が安い 

マイナス
面 

・30 枚入らない 
・質があまり良

くない 
・エコマークなし 

・高い ・４冊セットだと 
高い 

・マークや会社名
が確認できない 

表２ 各ファイルのプラス面とマイナス面 

・私は A のファイルに決めました。安いし見やすいからで
す。20 枚しか入れられなくても，２冊買えば 30 枚入れら
れるからです。Ｂのファイルは高いし，表紙があって中が
見づらいから選びませんでした。Ｃのファイルは一番高い
し，中がどうなっているのか分からないから選びませんで
した。 

・私はＢのファイルに決めました。１冊だからかさばらな
いし，ポケットが透明だからとても見やすいからです。あ
と，ＡとＣに比べてリサイクルできるしエコだからです。
でもＡを２冊買った方が安いので悩みました。Ｃもたく
さんプリントが入れられるし，お得だから悩みました。で
もＡはあまり見やすくないので選びませんでした。あと，
目標では取りやすくということで２冊だと探しにくいか
らです。Ｃは４冊だからＡと同じなので探しにくいしマ
ークや会社名が分からないので安心できないからです。 

・私はＣのファイルに決めました。４冊あれば４教科に分
けてしまえる。１冊の値段が安い。マークがないのと，中
がどんな感じか分からないので少し迷った。Ａは安いけ
ど 20 枚しか入らない。４教科に分けると１教科５枚しか
入れられない。Ｂの枚数はいいけど，値段が少し高い。 

※    ：優先した情報 
     ：比較し，考えた内容 

 
資料９ 各ファイルを選んだ児童の選択理由 

C11 （みんな）物と物を比較していた。 
C12 私は，取り出す時に迷わないためにＣのファイルを選

んでいたけど，〇〇さんたちは違っていて，値段とか
軽さとか見やすさで選んでいた。 

C13 人それぞれの工夫の仕方が違う。例えば，一人は安さ
が買う基準というか買う理由になったり，一人は軽さ
やスペースを気にして買ったり，人それぞれ工夫が違
いました。誰が正解とかはない。みんないろいろ工夫
して，自分で工夫して考えているから。 

C14 買う時はいろいろと考え，（よりよい工夫とは）人，物
に悪いことがないように選んで買わなきゃいけないと
思った。 

 

資料８ 第８時のワークシート(抜粋) 

a 

b 

c 

d 
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これまでの学習内容に加え，収集した複数の情

報を比較することや，よりよくするために工夫す

る方法は一通りではなく，人によって優先する情

報が異なることに気付いていることが分かる。工

夫についての考え方は，各内容をつなぎ，ワーク

シートで振り返りながら学習したことで，児童が

習得してきたと考えられる。本時では，ワークシ

ートによって思考の過程が整理され，よりよくす

るための工夫についての視点も増え，思考の深ま

りがうかがえた。 

 

４ 事後調査 

(１) ねらい 

題材の指導や手だての評価のため，家庭科の学

習活動における児童の実態及び意識の変容を把握

する。 

(２) 調査方法 質問紙法 

(３) 調査対象 仙台市立鹿野小学校 

第５学年 51 名 

(４) 調査日 平成 27年 11 月 24 日 

(５) 調査結果及び考察 

① 思考過程の変容 

物や金銭の使い方について，今回の学習を通し

て考えたことを論述させた。その結果と第４時の

振り返りの記述内容の関連は資料 11，12 の通り

である。 

上記２名の児童のように，自分の課題解決へ向

け，身に付けた知識や技能を生かし，生活をより

よくしようとしている内容が見られた児童は，51

名中 39 名(77％)だった。他の 12 名の児童は，家

族の生活を支えている物や金銭の大切さに関心を

高めた様子がうかがえた。 

また，本実践後に物を買う機会があった児童は

19 名だった。Ｂ児のように，論述によりよくしよ

うとしている内容を記入し，購入時によりよい選

び方になるよう考えて判断していた児童が 14 名

だった。論述の内容に関心を高めた様子を記述し，

上記同様に考えた児童は５名だった。買う際には，

どの児童も，品質，予算，買った後に使うか，量，

長持ちするか等の物に関する複数の情報を比較し，

よりよくしようと自分なりに判断していた。 

本題材の学習を通して，家族の一員として家庭

生活へ関わろうとするなど，身近な生活を主体的

によりよくしていこうとする姿が見られた。 

② 家庭科についての意識の変容 

事前調査，事後調査とも，すべての児童が家庭

科の学習を「大切だ。」「どちらかと言えば大切だ。」

と考えていることが分かった。さらに，大切だと

考える理由に，変容が見られた(図４)。 

 

 

 

 

 

 

 

・今日は物やお金の使い方について学びました。僕は今ま
で欲しい物があればすぐに「ほしい，ほしい。」とだだを
こねていました。けれど，これからはお金のことや本当
に必要かを考えてから欲しいと言うようにしたいです。
(第４時振り返り) 

↓ 
・何かを買う時は今まで以上によく考えて(必要かどうか，

同じ物はないか，買わずにゲットする方法はないかなど)
買い，お金を大切にしようと思った。何も考えずに買う
と，どこかにしまいっぱなしになったり，同じ物や必要
じゃない物をたくさん買うとお金の無駄使いになってし
まったりするから。(事後調査) 

※    ：見付けた課題 
        ：主体的によりよくしようとしている内容 

資料 11 A 児の思考過程の変容 

・あまり一人で買物に行くことはないけれど，今日の勉強
を生かしてこれからは文房具を買う時などに役立つとい
いと思います。(第４時振り返り) 

↓ 
・今までお母さんに買ってもらっていた。今は私も一緒に

行って，値段，品質，使いやすさ，好みに合っているかな
どを見て買うようになった。今回の学習は買物に役立っ
ている。お母さんに任せっぱなしではなく，自分も買物
ができるようになったから，自分でもやろうと，そう考
えた。(事後調査) 

↓ 
・授業後に鉛筆キャップを買った。選ぶ時は，値段，何本

入りか(鉛筆は５本だから)，使いやすさ，柄などを考えて
買った。(事後調査) 

資料 12 B 児の思考過程の変容 

C15 物や人に合わせるっていうのは，前やった片付けるや
つ（整理・整頓）でも，目的とか人とか場所に合った
工夫で，「整理・整頓の匠」でもやった。 

 
資料 10 児童の発言（抜粋） 

図４ 家庭科が大切だと思う理由（抜粋）  

家庭科が大切だと思う理由（※複数回答可，一部抜粋） 

生活を今より 
よく変える 
ことができる 

生きていく 
ために必要な 
ことができる 

％ ％ ％ ％ ％ 
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「生きていくために必要なことができる」等，

知識や技能の習得に対する関心に大きな変化はな

かったが，「生活を今よりよく変えることができる」

ために家庭科が大切という回答が増加した。より

よくしようと工夫する能力を身に付け，自分たち

の生活をさらによりよい方向に変えていくために

学習しようとする児童が増えたと考えられる。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

(１) 視点１「生活を見つめる題材構成」 

 物や金銭の使い方に関する身近な生活を見つめ

られるよう，Ｄ内容とＣ内容(２)アを関連させた

題材を構成した。自分たちの生活を見直し，どの

児童も解決すべき課題を見付けることができた。

課題が明確になり，解決へ向けての考えを共有化

したことで，購入時の知識が不足していることに

気付き，今後の学習へ見通しを持つことができた。  

 各内容の関連を図り，生活を見つめるよう題材

を構成したことで，児童は家庭科における課題解

決への見通しを段階的に身に付け，考えたことや

実践したことを見直すことが次の課題へつながっ

ていると気付いた。その結果，生活をよりよくし

ていこうと，生活の課題に主体的に関わる児童が

増加した。 

(２) 視点２「考えて判断する学習活動」 

 物の選び方を模擬的に体験し，考えて判断でき

るよう学習活動を設定した。選び方を模擬的に体

験したことで，生活の実践場面を想起し考えて判

断することができた。また，買物の目的や条件を

設定し，グループで情報の収集をすることで，よ

りよい選び方を考えて判断できるようにした。そ

れにより，児童は，収集した情報を基に自信を持

って選択することができた。選択理由を共有する

場面では，他者の考えのよいところを取り入れ，

さらによりよくしようとする姿が見られた。 

 物を選ぶ時には，考える過程を可視化したワー

クシートを活用した。ワークシートによって考え

る過程が整理されたことで，集めた複数の情報を

比較し，目的や条件に合わせた中で，よりよい選

び方になるよう,どの選択肢が最適かを考え，判断

することができた。そして，そのことがよりよく

工夫することにつながる，と捉えた。 

 学習後は，自ら見付けた課題の解決へ向け，身

に付けた知識や技能を生かし，目的に合ったより

よい方法を考えて判断し，生活をよりよくしよう

とする姿が見られた。児童は身近な消費生活をよ

りよくしようと工夫する能力を身に付けたと考え

られる。 

 

２ 今後の課題 

 本研究を通して，児童は身近な生活をよりよく

しようと工夫する能力を身に付けたと考えられる。

さらに，身に付けた能力が実践的な態度につなが

ってきている児童も見られた。  

そこで，食生活や衣生活などの内容とも関連さ

せた題材配列を工夫し構成することにより，身に

付けた能力を生かし，生活においてさらに主体的

に実践できるようになるのではないか，と考える。

食材の購入等までも含めた指導計画の作成などを

通し，社会において主体的に生きる消費者として

の基礎を培い，生活をよりよくしようとする態度

を育んでいきたい。 
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