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［要約］本稿の目的は教科等横断的視点による家庭科教育と数学教育を統合したカリキュラム開発のための枠組

みを提案し，具体的な授業案を一例として示すことである．カリキュラム開発のための枠組みとして，まず，STEM
教育における4つの統合の度合いによるアプローチを枠組みとして示し，各教科の本質・特徴を把握した．次に，

4つの各アプローチにおいて想定しうる統合可能な学習内容や方法について既存研究も含めて整理し，提案した．

家庭科は広い分野に渡り，学習内容の文脈・方法が統合不可能な性質を有しているため，数学教育の視点を参考

として，社会文化的アプローチの幾つかの視点から各アプローチにおいて両者の統合を図った．最終的には具体

的な教材開発の例として，Interdisciplinaryアプローチを用いて，家庭科の三原組織を教材として民族数学的視点と

ICTの利用等を含め，両教科の統合について授業構想案を示した． 
［キーワード］カリキュラム開発，教科等横断，教科統合，中等教育，家庭科，数学，織り，一次関数 
 
Ⅰ．問題の所在 

現行の小学校学習指導要領(文部科学省, 2017d)では

教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成が目指

される．令和 3 年 1 月 26 日の中央教育審議会答申に

おいてもSTEAM教育等の教科等横断的な学習の推進

による資質・能力の育成が示された．STEAM 教育は

「各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいか

してくための教科横断的な教育」とされ(中央教育審議

会, 2021), 教科等横断的な学習が求められている． 
STEAM 教育の起源が米国から始まったSTEM 教育

にあることから科学・技術・工学・数学に焦点が当て

研究が進められてきた．この状況を踏まえると，これ

ら4教科に限定せずより広い視点から教科等横断的な

学習を検討する必要がある．そこで本稿ではその第一

歩として，家庭科教育と数学教育に着目する．家庭科

教育においては，生活の営みに関わる見方・考え方を

育てることが重要で，内容が生活全般事項であるため，

他教科と比較しても学習指導内容が多岐に及ぶ．一方，

数学教育では近年では統計的な内容が増えたが，一貫

して数学的な考え方の育成が目指されてきた(cf. 片桐, 
2005; 中島, 2015)．両者は教科として身につけさせたい

力が異なるものの，家庭科教育においては数学的な技

能を利用する場面が多々ある．その一方，数学教育で

は現実の生活や場面から数学を活用するという数学

化サイクルが重要視されてきた経緯もある(文部科学

省, 2017c)．これらのことから両教科を横断的視点から

捉えることは，新しい教科教育学的な研究課題となり

得る． 
家庭科と数学科を教科等横断的な視点で捉えた研

究として，大月(1998)は消費者教育に着目し，数学科と

家庭科の合科型授業の提案を行った．また黒光・徳重

(2011)は学習指導要領の分析から，中高の学習指導要

領及び解説(家庭編)において数学科の記載があると指

摘した．このように家庭科と数学科の教科等横断的な

視点による教材例や学習指導要領での両教科の位置

づけが明らかになりつつある．しかしながら，今後求

められる教科等横断的な視点による資質・能力の育成

を見据えるならば，そのカリキュラム開発を行うため

の理論的枠組みの構築が不可欠である．そこで，本稿

では家庭科と数学科を教科等横断的に捉え，幼児教育

から高等教育を射程にしたカリキュラム開発を行う

ための理論的枠組みを検討したい．これらを踏まえた

本稿の目的は家庭科教育・数学教育を統合したカリキ

ュラム開発の枠組みを提案し，具体的な授業案を一例

として提案することである．本稿では，特に中等教育

段階に焦点を当てる． 
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Ⅱ．概念的枠組み 

1．STEM教育における統合の度合い 

本研究では両教科の統合についてSTEM教育におけ

る統合の度合いに着目する．ここでは統合の度合いを

より包括的に捉えたVasquez, Sneider & Comer (2013)を
参考にする．Vasquez, et al. (2013)はSTEM教育の統合

の度合いとして次の4段階を提案した．最も分化的な

段階は各教科で個別に概念とスキルを学習する

Disciplinary アプローチである. 次に共通の主題やテー

マに関して行い各教科で個別に概念とスキルを学習

する Thematic (Multidisciplinary)アプローチ，知識とス

キルを深めるために2つ以上の教科が結びつく概念と

スキルを学習する Interdisciplinary アプローチが示され

る．最も統合的な段階はTransdisciplinaryアプローチで，

実世界の課題やプロジェクトに取り組むことで，2 教

科以上の知識・スキルを活用し，学習経験を形成する．

これらのアプローチは全教育段階で実践可能かつ各

アプローチに教育的な価値がある(Vasquez, et al., 2013). 
本稿では Thematic アプローチ以降の統合の度合いが

深まる3つのアプローチに着目する． 
2．各教科の本質と特徴 

家庭科教育においては自己概念の確立と自己の生

活を営む理論となる「(家庭)生活の見方・考え方の獲得」

(日本教科教育学会, 2015) が教科の本質として挙げら

れる．高等学校学習指導要領では「生涯にわたって自

立し共に生きる生活を創造するために(中略)よりよい

生活を営むために工夫すること」を「生活の営みに係

る見方・考え方」としている(文部科学省, 2017a)．この

ことから，生徒が置かれている現実の生活状況に活用

できる知識や技能のみならず，将来に渡り生活を恒常

的に良くしていけるような見方や考え方の獲得が家

庭科教育では求められている．  
数学教育では現行の学習指導要領において数学的

な見方・考え方は「事象を数量や図形及びそれらの関

係などに着目して捉え，論理的，統合的・発展的に考

えること」とされる(文部科学省, 2017c)．数学化サイク

ルに代表されるように，現実生活の事象を数学につな

げ，議論することは重要である(文部科学省, 2017c)． 
3. 家庭科教育と数学教育を統合する視点 

a 数学教育における社会文化的視点 
 両教科を統合するための理論的枠組みとして，数学

教育において社会文化的視点が有用だと思われる．

Bishop(2010)は今後社会文化性や文脈性を含む数学教

育の議論が必要であると述べた．数学教育における社

会文化的視点は近年発展しており，例えば民族数学

(D’ambrosio, 1985)やスコスモースの批判的数学教育

(Skovsmose, 1994)，学習者のアイデンティティ研究等

が含まれる．これらの異なる社会文化的研究視角によ

り，各アプローチで学習指導内容を検討し，カリキュ

ラム開発の具体化を図る． 
b 家庭科と数学科の統合 
 日本家政学会(1994)によれば家庭科教育を包含する

家政学は多様なパラダイムを包含する．家政学は原論，

経営，家族，家政教育，食物，被服，住居，児童 (富田, 
2005)を含めた多領域に跨る学際的な学問であるため，

統合のための理論的枠組を提供することが難しい．そ

れゆえ本稿では数学教育の社会文化的視点により，家

庭科教育の多様な文脈を用いて，各教科の方法と内容

を関連付ける． 
 
Ⅲ．統合の度合いの程度による学習内容の提案 

 STEM教育の3つの統合の度合いの視点から具体的

な教材や学習指導の内容に着目する．Thematicアプロ

ーチでは学習内容は同じ文脈を用いるものの，各教科

において個別に概念やスキルが学習される．そのため，

各教科間の直接的な関連付けはない．例えば、高等学

校における栄養計算について，各教科を関連付けるこ

とができる．給食の栄養計算を行う際に家庭科教育的

には計算後に栄養バランスが取れた献立を考える機

会が設けられる．数学教育的には計算技能を用いて，

表やグラフによる表現等を利用する機会が与えられ

る．社会文化的視点からは栄養バランスが取れた献立

を示す際に，どのような価値観で献立を作るのか，他

者と話し合ってどのように民主的に献立を決定する

のかということに着目できる． 
次に，Interdisciplinary アプローチに関連した例を 2

つ挙げる．第一に，両教科の共通概念として「吸水率」

を挙げる．家庭科での布地の吸水の学習(中西・小林・

貴志, 2020)では，汚れた布の吸水率が下がることから，

衣服の手入れ(洗濯)の重要性を理解させることが目標

となる．高等学校の学習指導要領からも数学教育との

統合が図りやすい内容である．数学教育的には数学化

サイクルにおいて布の吸水率を時間とともに調べさ

せ，関数的な理解や日常の事象を関数として表し，課

題を解決することが想定されうる．第二に，共通概念

として「パターン」が挙げられる．高校家庭科で布の



種類に織物や編物があることを理解したり，各特徴を

理解したりする衣生活の場面で学習する．数学教育的

には民族数学の視点で三原組織を捉え，幾何的なパタ

ーンを把握する．またこのパターンを一次関数のグラ

フを用いて関数的な見方で捉える．本学習内容につい

ては後述する． 
 最後に Transdisciplinary アプローチでは各教科の概

念や技能を活用しながら，現代的な諸課題の問題を解

決できる機会が与えられる．例えば高齢化社会におけ

る介護制度に関して，家庭科では介護保険制度を利用

し，在宅介護にどの程度の費用がかかるのか考える(対
話的で深い学びをつくる家庭科研究会, 2021, p.60)．在
宅介護にかかる費用の目安や算出方法を確認する際

に，サービス利用合計額や介護保険の利用上限額，自

己負担額等を計算して，最終的にかかる自己負担の総

額を求め，家計の見直しと問題解決を行う．数学教育

の応用志向からは問題解決を行う数学的なプロセス

や方法を検討できる．サービス利用合計額や介護保険

の利用上限額が，世帯の経済的な状況において妥当な

額なのかどうかを批判的に検討する．それらは家庭科

教育における生活についての知識や技能を得て，現状

を見直すことにも関連付けられる．このように捉える

と批判的数学教育でも示される生徒の行動変容の可

能性を含む事例に類似している(Skovsmose, 1994)． 
 

IV．教材開発 

1.教材開発におけるICTの利活用 

 両教科においては近年，ICT の利活用が期待されて

いる(文部科学省, 2017a; 2017b; 2017c; 2017d)．ICT活用

の効果として，知識・理解の補完・定着，イメージや

意欲の拡充，学び方の補完，課題や疑問への発展があ

る．これまで日本では ICTの教育現場での利用が盛ん

ではなかったため，その使用が教科内容の理解に利す

る場合においては，積極的に活用することが望まれる．

本稿においても，その意味で積極的に ICTを用いるこ

ととする． 
2. 中学校における三原組織に関する教材開発 

上記の学習内容のうち一例として教材開発を行う．

Interdisciplinary アプローチから中学校数学科第 2 学年

の関数領域における一次関数の学習内容と，家庭科の

衣生活の学習内容を統合した．対象学年は中学校第 2
学年で時間数は3時間を想定した．学習の目標は次の

4 点である．(a)三原組織から身の回りの幾何的なパタ

ーンを考察し，それらを座標で表すことができる，(b)
民族数学の視点から，身の回りの衣服が三原組織を基

にして作られていることを知り，それらの幾何的なパ

ターンを数学的に把握できる．(c) 数学的な方法を用

いて三原組織を制作することができる，(d) コースタ

ーを製作することを通して，布が織物や編物などでで

きていることを知り，織物には様々なパターンがある

ことを知る．紙幅の都合上，学習指導の概要を下記に

示す． 
第１限目：三原組織のパターンについて  
・導入：衣服に使われる布は織物や編物などで作られ

ていることを押さえ，織物のいろいろな織りパターン

に着目する．織りには三原組織(図1)という基本パター

ンがある．組織図と共に布を見て，触り自由な意見を

交流する． 

 
         1)平織    2) 綾織   3) 朱子織 

(中西・小林・貴志, 2020, p. 177) 
図1 三原組織1)-3)  

 
・展開１：「三原組織のパターンにはどんな特徴がある

のか考えよう.」 
学習活動１(個別学習)：図 1 について緯糸が表面に

出る箇所を言葉や図を用いて自由に表現する．  
学習活動２(班学習)：班に具体物(三原組織を製作す

るための紙)を渡し，予想が正しいかどうか確認する．

複雑なパターンの予想が難しいことを把握する． 
・展開 2：三原組織の幾何的なパターンを座標平面上

に表す方法を班で話し合う．次にGeoGebraを用いて，

組織の交点を座標で示し，三原組織を作る際の次のパ

ターンの予想に活用する．2 つの座標を直線で結び，

複数の１次関数や比例の式で考えることも想定する．

まず 1)平織を示し，2)綾織，3)朱子織も示し予想が簡

単になる場合があることを実感する(図2)． 

 

図2 GeoGebraを用いた三原組織3)朱子織の 



パターンの座標による表示 
・まとめ：複雑なパターンであれば座標やグラフで

数学的に表現し，パターン把握がしやすいことを確

認する． 

第2限目：効率的・正確に次段に表出する糸の様子を

把握できる方法の検討 
・導入：前時の内容をGeoGebraより確認する．座標の

読み方，一次関数のグラフの求め方を再確認する． 
展開(班活動) ：本時の内容「三原組織を基にしてオリ

ジナルの組織を紙面上で考えよう」を伝える．班で図

1以外の組織を複数考える． 
・展開 2 (全体)：各班の考えについて写真等を用いて

方法を発表する．制作した実物の三原組織を見て行う，

パターンを見て次のパターンを予想する，座標・グラ

フによる表現でパターンを予想する等が考えられる．

各生徒が良いと思うものを理由ととも示す． 
・まとめ(これまでの活動の振り返り) ：図 1，手作り

の組織，GeoGebra，式，グラフから組織を再度見直す． 
第3限目：三原組織を参考にしたオリジナルの模様の

コースターの作成 
・導入(復習)：前時に作成したオリジナルの模様を

GeoGebraにより視覚的に織の表現を把握する． 
・展開1(個別学習)：コースターの作成を紐を用いて個

別で行う．織物の手触りや強度等を確認する． 
・展開2 (発表)：各自作成したものを見せ合い，どの方

法が最もパターンを作りやすいか，どのようなパター

ンを作り，どの点が難しいのか等を発表する． 
・まとめ(活動の振り返り)  
 

V．結論と今後の課題 

本稿ではSTEM教育における統合の度合いを用いて

家庭科教育と数学教育の統合を図り，カリキュラム開

発の提案を行った．本稿の成果として，家庭科の豊か

な文脈を基に，異なる統合の段階で想定されうる数学

科の社会文化的視点から学習指導内容例を挙げ，１つ

の内容を教材として示したことである．今後の課題は

提案教材を用いて授業を実施し，学習の評価，教材の

見直しを行うことである． 
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