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１．研究の背景

日本では，2020年に高齢者注1）人口が3612万人
となり，全人口に対する割合が29.1％となること
が想定されている。世界的に見ても，2050年には
５人に１人が60歳以上になると予測されている。
国連では，1982年にウィーンで第１回の，2002年
にはマドリッドで第２回の高齢者問題世界会議が
開催された。そこでは，高齢者のための国連原則
として高齢者に対するプログラムには「自立」「参
加」「ケア」「自己実現」「尊厳」を含むべきとされ
ている。
日本でも，世界的にもこのように高齢社会への

対応が求められている中で，新学習指導要領
（2017）が公示された。中学校技術・家庭科家庭
分野（以下「中学校家庭科」）では，高齢者の学
習について“家庭生活は地域との相互の関わりで
成り立っていることが分かり，高齢者など地域の
人々と協働する必要があることや介護など高齢者
との関わり方について理解すること。家族関係を
よりよくする方法及び高齢者など地域の人々と関
わり，協働する方法について考え，工夫すること。”
と記載されている。
家庭科で行われている高齢者に関する学習の内

容は様々である。中学校家庭科においては，多々
納（1996）らは家庭科の授業で特別介護老人ホー
ムの高齢者との交流を実践し，高齢者に対するイ
メージの変容を報告している。中学生は，交流前
「弱い」「保守的」「遅い」という固定的なイメージ
を持っていたのに対し，交流後は「明るい」「は
っきりしている」「自分の知らないことを知って
いる」という新たなイメージを持った者や，「悲
しい」というマイナスのイメージを持った者もい
た。
一方，吉岡（2009）は生き生きと活動している
高齢者との交流を試みている。中学生と地域の漁
協部の女性と交流した結果，高齢者に対して「杖
を持っていたりする」「いたわるべき存在」「体が
弱い」というイメージがなくなり，「元気」「パワ
フル」「気遣いのある」「楽しい」というイメージ
に変容していた。以上のように，高齢者との交流
は，その経験内容により中学生の学びが異なって
くる。
また，先述した第２回高齢者問題世界会議で挙
げられた高齢者に対するプログラムに含むべき５
つの内容はどれも大切だが，「自立」と「ケア」
のように一見すると相反する内容がある。さらに，
角間（2009）は家庭科の高齢者学習では，「自ら
の人生を長期的視点で展望できるようになる」こ
とも重要であると述べている。以上の様に，高齢
者について学ぶべきことは多岐にわたっている。
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家庭科は，先述したように教科として高齢者学
習に取り組んできた。今後の社会の中で期待され
る高齢者学習のあり方や課題を整理する上でも，
学習指導要領解説や教科書における高齢者の学習
内容を検討することは有意義である。
本研究の目的は，家庭科の学習指導要領解説と

教科書に焦点を当て，現在までの高齢者に関する
学習内容がどのように捉えられてきたのかを明ら
かにし，これからの高齢者学習がどのような視点
で行われるべきか検討することである。

２．研究方法

（1）分析の対象と期間
1999年から現在までに発行された中学校学習指

導要領解説技術・家庭編（以下「学習指導要領解
説」）及び中学校家庭科の教科書（以下「教科書」）
を分析対象とした。
同年学習指導要領改訂で，家庭分野の目標及び

内容に，“家庭生活と地域とのかかわりについて，
次の事項を指導する。地域の人々の生活に関心を
もち，高齢者など地域の人々とかかわることがで
きること。”と記載された。そこで記された内容は，
全ての中学校で学習することが義務付けられてい
る。したがって，学習指導要領に「高齢者」と初
めて記載された1999年以降を検討することが，高
齢者学習の変遷を捉える期間として妥当だと考え
られる。
1）学習指導要領解説
学習指導要領解説は，実際に授業を行う際にど

のような学習活動を行うかを具体的に示している
構成であること（魚住ら2005），かつ文部科学省
が発行元であるため，わが国の目指している教育
の方向性を遜色なくとらえられると考えられる。
時期的変遷を分析するにあたっては，学習指導要
領改訂を指標に第１期：1999-2008，第２期：
2009-2016，第３期：2017-，の３つの時期区分を
設定した。
2）教科書
教科書は，家庭科教育の指針を示す学習指導要

領に基づき作成され，文部科学省の検定を受けて

いる。したがって，高齢者学習をする上で有用な
教材であると考えられる。
現在，３社が教科書を発行しているが，その中
で1999年以降，今日まで発行を継続している出版
社は２社である。そこで，時期的変遷を分析する
にあたってはその２社の教科書を用いる。分析対
象の教科書を表１に示す。
教科書では表やグラフ，コラムなど本文以外の
記載が，本文中だけでは表現しきれない「高齢者」
を具体的に表す手段として使われている。教科書
を使う生徒はそれらから「高齢者」について理解
を深めることができる。本研究では，表やグラフ，
コラムなど本文以外の記載は影響力が小さくない
と考え，本文と同様に分析対象とした。また，教
科書は学習指導要領改訂を指標に第１期：1999-
2008，第２期：2009-現在の２つの時期区分を設
けた。なお，新学習指導要領は2017年に公示され，
2021（平成33）年４月１日から施行される。した
がって，新学習指導要領に対応した教科書はまだ
発行されていないので，第３期は除外した（表１）。

表1　分析対象の中学校家庭科教科書
時
期 番号 発行

年度 出版社 書　　　　名

第
１
期

１ 2002 Ｔ社 新編新しい技術・家庭科　家庭分野
２ 2002 Ｋ社 技術・家庭科〔家庭分野〕
３ 2005 Ｔ社 新しい技術・家庭科　家庭分野
４ 2005 Ｋ社 技術・家庭科〔家庭分野〕

第
２
期

５ 2012 Ｔ社 新しい技術・家庭科　家庭分野
６ 2012 Ｋ社 技術・家庭科〔家庭分野〕
７ 2016 Ｔ社 新しい技術・家庭科　家庭分野
８ 2016 Ｋ社 技術・家庭科〔家庭分野〕

（2）分析の方法
1）学習指導要領解説の記載分析
学習指導要領解説における高齢者学習の変遷に
ついて検討する。具体的には，調査期間の学習指
導要領解説の「高齢者」が含まれる一文を抽出し
（以下「分析資料」），内容の異同及び変遷につい
て検討する。
単語単位で高齢者学習の変遷を明らかにするた
め，分析資料に対してテキストマイニングを用い
た分析を行った。テキストマイニング（Text 
Mining）とは，文字列を対象とした分析方法の
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ことである。通常の文章からなるデータを単語や
文節で区切り，それらの出現の頻度を解析するこ
とで有用な情報を取り出すことが出来る。分析は，
樋口（2014）を参考に，KH Coder3を使用した。
まず，複合語を抽出した。その中で出現数の多い
「高齢者」「地域の人々」を，KH Coder3で抽出で
きるように認識させた。
また，「内容」「図る」「考える」は頻出語句では

ある。これらの単語は，文章中で“「家族・家庭
や地域との関わり」の高齢者の身体の特徴との関
連を図り，幼児や高齢者の家庭内の事故の防ぎ方
について考えることができるようにする。” “小・
中・高等学校の内容の系統性を図り，（中略）高
齢者など地域の人々と協働することについての内
容を新設した。” という記載で出現している。文
脈の中で各々の語句の意味内容を検討すると，こ
れらは高齢者学習の変遷を検討する上で，学習内
容を示しているわけではないことが分かった。そ
のため，今回の分析では対象から除外した。この
ように，研究目的に沿うよう整えたテキストを使
用して分析した。
2）教科書の記載分析

①教科書のカテゴリ分け
抽出した分析対象から，高齢者学習の視点及び

変遷について検討する。また，高齢者に関する図
と表からはタイトルを抽出した。
次に，学習指導要領解説の記載分析（後述）を

指標にカテゴリ分けをした。その際，それらに当
てはまらないものは新たにカテゴリを作成するこ
とで分類した。
②カテゴリの記載分析と考察
学習指導要領解説の記載分析を基に，２期分の

記載内容を比較することにより，各カテゴリの記
載がどのように変遷したのかを検討した。その際，
教科書では図や表などのタイトルも分析対象とし
ており，文章を対象としているテキストマイニン
グによる分析には向かないため使用しなかった。

３．結果と考察

（1）学習指導要領解説の記載分析
まず，分析資料において，「高齢者」を含む文
の数をカウントしたところ，第１期が６，第２期
が６，第３期が42だった。このように高齢者を含
む文は第３期改訂を経て急激に増加していた。

KH Coder3によるテキストマイニングを行っ
た結果，総抽出語数は表２の通りである。総抽出
語は，分析対象に含まれるすべての語の延べ数を
指している。また，異なり語数とは，同一単語は
何度出てきても一語とカウントし，分析対象の中
で何種類の語が使用されているかを指している。
第３期で，総抽出語数も異なり語数も大幅に増加
したことが分かる。

次に，研究方法に示した前処理を経て学習指導
要領解説で使用されている語句の使用頻度を表３
に示した。表３は抽出語のうち出現回数が「２」
以上のものとその出現回数を示したものである。
その際，第３期は先述の通り，使用された単語の
種類が他の２期を比べて非常に多いため，６回以
上出現した語を示した。（表３）
「高齢者」の出現回数は，第１期の６回・第２
期の７回から，第３期の49回と，増加しているこ
とがわかる。このことから，第３期の中学校家庭
科で高齢者に関する内容を，今まで以上に多く学
習することが求められていると言える。
高齢者の記載が大幅に増加した第３期を対象に，
その内容を把握するために６回以上出現する単語
ついて階層的クラスター分析（基準：Word，距離：
Jaccard）を実施した。これにより多様な記載が
見られる分析対象から，語彙のつながりを定量的
に検討することができ，客観的な分析が可能にな
る。分析によって得られた樹形図を図１に示す。
さらに，４つのクラスターに分類し，上から①，②，

表２　分析資料の総抽出語と異なり語の数
第１期（1999） 第２期（2009） 第３期（2017）

総抽出語数 252（105） 242（102） 1890（833）
異なり語数 80（46） 101（60） 303（226）
※括弧内は助動詞・助詞などを除きKH coderが分析対象として認識
している語の数
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表3　学習指導要領解説で使用されている語句の出現回数
第１期（1999） 第２期（2009） 第３期（2018）

順位 搬出語 出現回数 搬出語 出現回数 搬出語 出現回数
１ 地域 ８ 高齢者 ７ 高齢者 49

２ 高齢者 ６ 家族 ４ 家族 26

３ 地域の人々 ６ 地域 ４ 地域の人々 23

４ 活動 ５ 家庭 ３ 関わり 22

５ 関わり ３ 活動 ３ 協働 22

６ 気づく ３ 関わり ３ 家庭 21

７ 行う ３ 安全 ２ 方法 19

８ 持つ ３ 十分 ２ 地域 17

９ 生活 ３ 生活 ２ 幼児 17

10 はじめ ２ 配慮 ２ 生活 16

11 学習 ２ 幼児 ２ 関わる 15

12 関心 ２ 様々 ２ 活動 14

13 関連 ２ 理解 14

14 交流 ２ 学習 11

15 社会 ２ 事故 11

16 人々 ２ 必要 ９

17 清掃 ２ 安全 ８

18 多い ２ 介護 ８

19 発展 ２ 身体 ８

20 部分 ２ 関係 ７

21 体験 ７

22 特徴 ７

23 自分 ６

24 中学生 ６

薄灰色は2017年の新出語、濃灰色は３期通じて出現した語
※「地域の人々」「学習」は2009年に１回，出現しているため濃灰色で表記した。

③，④とした。
次に各クラスターがどのような内容なのか端的

に示すために，各クラスターに出現している語が
複数使用されている記載例を参考に，語のつなが
りを解釈しクラスター名をつけた。その際，学習
指導要領解説の引用箇所は斜体で表記し，かぎ内
の括弧は，例えば（P73L26）であれば73ページ
26行目から引用したことを示している。
①のクラスターを構成している語は「自分」「中

学生」「家族」「関係」「方法」「関わる」「地域の人々」
「協働」である。学習指導要領解説では，「家族関
係をよりよくする方法及び高齢者など地域の人々
と関わり，協働する方法について考え，工夫する
こと。（P73L26）」と記載されていた。このように，
①のクラスターは高齢者など地域の人々と対等の
立場で協力して共に働くことに関する記載である
ため，「家族や地域の人々との協働」とした。
②のクラスターを構成している語は「関わり」

「地域」「生活」「理解」「家庭」「高齢者」である。
学習指導要領解説では「ここでは，家族・家庭や

地域との関わりについて，課題をもって，家族の
立場や役割，家庭生活と地域との関わりについて
理解し，家族関係や高齢者との関わり方に関する
基礎的・基本的な知識を身に付け，家族関係をよ
りよくする方法及び高齢者など地域の人々と関わ
り，協働する方法を考え，工夫することができる
ようにすることをねらいとしている。（P73L26）」
と記載されていた。このように，②のクラスター
は高齢者との交流に関する記載であるため「高齢
者との関わり」とした。
③のクラスターを構成している語は，「身体」「特
徴」である。学習指導要領解説では，「高齢者の
身体の特徴を踏まえた関わり方について理解でき
るようにする。（P74L30）」と記載されていた。
このように，③のクラスターは高齢者の身体の特
徴の理解に関する記載のため「高齢者の身体の特
徴」とした。
④のクラスターを構成している語は「学習」「幼
児」「事故」「介護」「活動」「体験」である。学習指
導要領解説では「高齢者との関わり方については，

図１　第３期の階層的クラスター分析
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①「家族や地域の人々との協働」

④「高齢者の介護や支援」

③「高齢者の身体の特徴」

②「高齢者との関わり」



219

日本家庭科教育学会誌　第 61巻 第 4号　(2019. 2)

介護の基礎に関する体験的な活動を通して，実感
を伴って理解できるよう配慮する（P75L11）」「こ
の学習では，「Ａ家族・家庭生活」の（2）「幼児
の生活と家族」の幼児の発達や（3）「家族・家庭
や地域との関わり」の高齢者の身体の特徴との関
連を図り，幼児や高齢者の家庭内の事故の防ぎ方
について考えることができるようにする。
（P100L9）」と記載されていた。このように，④
のクラスターは高齢者の介護や高齢者の支援の方
法に関する記載であるため「高齢者の介護や支
援」とした。
以上のように，第３期の学習指導要領解説には，

高齢者についてこの大きく４つに関わる内容が記
載されていると考えられる。
次に，これらの内容が，他の時期の学習指導要

領解説に書かれているのかを検討する。図１のク
ラスター中の単語が表３の各期の抽出語にあるの
かを調べ，ある場合はその語が各時期の学習指導
要領解説でどのような文脈で使われているのかを
検討した。
①　家族や地域の人々との協働
①のクラスターを構成している語の中で，第１

期に出現するものは「地域の人々」である。学習
指導要領解説では「地域の人々の生活に関心を持
ち，高齢者など地域の人々と関わりことができる
こと（P74L11）」と記載されていた。
第２期で出現する単語は「家族」「地域の人々」

である。学習指導要領解説では「自分や家族の生
活を支えている家庭の役割を資料や新聞等を利用
して見つめ直したり，（中略）高齢者など地域の
人々との関わりについて話し合ったりすることな
どの活動が考えられる。（P44L29）」と記載され
ていた。
以上の様に，①のクラスターで出現した単語に

は第１期・第２期ともに出現したものがあった。
しかし，高齢者など地域の人々との協働に関する
記載ではなく，関わることそのものを目標として
いた。
②　高齢者との関わり
②のクラスターを構成している単語の中で，第

１期に出現するものは「関わり」「地域」「生活」「家
庭」「高齢者」である。学習指導要領解説には「こ
こでは，家庭生活が地域社会と密接に関連してい
ることに気づくようにし，高齢者など異なる世代
の地域の人々と関わることができるようにする。
（P74L16）」と記載されていた。
第２期で出現する単語は「関わり」「地域」「生

活」「家庭」「高齢者」である。学習指導要領解説
には「少子高齢化や家庭の機能が十分に果たされ
ていないといった状況に対応し，家族と家庭に関
する教育と子育て理解のための体験や高齢者との
交流を重視する。（P3L23）」「自分や家族の生活
を支えている家庭の役割を資料や新聞等を利用し
て見つめ直したり，子どもの成長と地域との関わ
りについて調べたり，地域の活動や行事等を取り
上げて，高齢者など地域の様々な人々との関わり
について話し合ったりすることなどの活動が考え
られる（P44L29）」と記載されていた。
以上の様に，高齢者との交流に関する記載は第
１期から継続して学習指導要領解説中に出現して
いる。
③　高齢者の身体の特徴
③のクラスターを構成している語の中で第１期
および第２期に出現した単語はなかった。
④　高齢者の介護や支援
④のクラスターを構成している単語の中で第１
期に出現するものは「学習」「活動」である。学
習指導要領解説では「地域の様々な活動に参加し，
高齢者と交流するなどの学習も考えられる。
（P69L23）」と記載されていた。
第２期で出現する単語は「学習」「幼児」「活動」
である。学習指導要領解説では「地域活動に参加
して高齢者と触れ合ったり，家族のコミュニケー
ションを深めるための方法を工夫して計画し実践
したりすることなどが考えられる。（P48L19）」「学
習の対象が幼児や高齢者など人である場合には，
相手に対する配慮や安全の確保などに十分気を配
るように指導する。（P81L23）」と記載されていた。
以上の様に，④のクラスターで出現した単語に
は第１期・第２期ともに出現したものがあった。
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てはまらない内容はその他に分類した。
また，表５における数値は，「高齢者」を含む

文節がカテゴリに該当した合計を示している。そ
の際，文節をカテゴリに分類する基準は，学習指
導要領解説の記載分析で行った階層的クラスター
分析の結果に倣った。例えば，「参加している高
齢者にインタビューをして，内容をまとめてクラ
スで発表し，地域の高齢者の課題について話し合
ってみる。」であれば，「参加している高齢者にイ
ンタビューして」は高齢者との交流に関する記載
のため「高齢者との関わり」のカテゴリに分類さ
れ“1”を計上し，「地域の高齢者の課題について
話し合ってみる」は高齢者の介護や高齢者の支援
の方法に関する記載のため「高齢者の介護や支
援」に分類され“１”を計上する。新カテゴリに
分類する基準は，先述した通りである。上記の手
順で行った分析の結果を表５に示す。
表４から学習指導要領解説において，第１期と
第２期は「②高齢者との関わり」以外の記載は見
られなかった。しかし，表５ではそれ以外の内容
に関する記載も見られた。特に，「①家族や地域
の人々との協働」「③高齢者の身体の特徴」「④高
齢者の介護や支援」は，第3期に学習指導要領解
説に記載される前から教科書には記載されていた。
各カテゴリにおいて第１期と第２期の増減に着
目する。第１期から第２期に減少したカテゴリは，
「①家族や地域の人々との協働」「②高齢者との関
わり」「⑥高齢者の生活」であった。一方で，第
２期に増加したカテゴリは「③高齢者の身体の特
徴」「④高齢者の介護や支援」「⑤高齢者福祉施設
への理解」であった。
2）カテゴリの記載分析と考察
高齢者学習のカテゴリ分けによって明らかにな

しかし，高齢者の介護や支援に関する記載ではな
く，高齢者と関わる記載や，配慮する事項に関す
るものであった。
以上の，第１期から第３期の記載分析の結果を

表４にまとめた。表４に〇で示した箇所は，分析
資料に記載があったことを示す。

このように，学習指導要領解説において，「②
高齢者との関わり」は第１期から記載が見られた。
一方で，「①家族や地域の人々との協働」「④高齢
者の介護と支援」は，第１期から図１のクラスタ
ー中に含まれる単語が出現している。しかし，文
脈を検討するとクラスターが示す内容と異なって
いた。
つまり，第１期と第２期は「②高齢者との関わ

り」のみの記載となっている。図１から，第３期
ではこれらに「①家族や地域の人々との協働」「③
高齢者の身体の特徴」「④高齢者の介護と支援」
の視点が加わったと言える。

（2）教科書
1）教科書のカテゴリ分け
学習内容を分類するために，第１期及び第２期

の教科書の記載をカテゴリ分けした。まず，カテ
ゴリは学習指導要領解説の記載分析の結果を指標
として「①家族や地域の人々との協働」「②高齢
者との関わり」「③高齢者の身体の特徴」「④高齢
者の介護や支援」に分類したところ，該当しない

表４　学習指導要領解説の記述分析
クラスター 第１期

（1999）
第２期
（2009）

第３期
（2017）

①家族や地域の人々との協働 ○
②高齢者との関わり ○ ○ ○
③高齢者の身体の特徴 ○
④高齢者の介護や支援 ○

表５　家庭科教科書のカテゴリー毎の文節数（２社の合計）

時期区分
（発行年）

①家族や
地 域 の
人々との
協働

②高齢者
との関わ
り

③高齢者
の身体の
特徴

④高齢者
の介護や
支援

⑤高齢者
福祉施設
への理解

⑥高齢者
の生活の
理解 その他 total

第１期
（1999） ４ 17 22 ３ ３ ７ ７ 61

第２期
（2009） ３ 19 29 ６ ８ ５ ５ 70

total ７ 36 51 ９ 11 12 12 131

内容があった。そのため，高齢者サ
ービスセンターなど高齢者を支援す
る施設に関する内容については「⑤
高齢者福祉施設への理解」とし，高
齢者の生活に関する内容については
「⑥高齢者の生活の理解」とするこ
ととした。いずれのカテゴリにもあ
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ったカテゴリの記載内容がどのように変遷したの
かを分析及び考察する。なお，「　」は教科書の
引用を示す。斜体表記のかぎ内の括弧は引用箇所
を示し，（K2002P169L11）であればK社が2002
年に発行した教科書の169ページ11行目から引用
したことを示している。
①　家族や地域の人々との協働
第１期では「子どもから高齢者までが安心して

生活できるように，地域にどのような活動を作り
出していくのか考えることが必要です。
（K2002P169L11）」の様に子どもや高齢者は地域
活動によって守られる存在として記載されている。
加えて，「これまでは，ボランティア活動の受け
手（助けられる人）となることが多かった高齢者
や障害のある人も，最近では，受け手であると同
時に担い手（助ける人）として参加する例もあり
ます。（T2005P229L6）」の様に高齢者が協働の主
体としても記載されていた。
第２期では，第１期と同様に「地域の自治体や

NPOの活動も，高齢者の積極的な活動に支えら
れています。（K2016P19L7）」の様に，高齢者が
協働の主体として記載されている。一方で，地域
活動によって守られる存在としての記載は見られ
なかった。
表５で示した通り「①家族や地域の人々との協

働」が減少した。その理由として，T社で
（T2005P229L6）にあたる記載が，第２期からな
くなったからであると考察した。
②　高齢者との関わり
第１期では，「身近な地域の高齢者から，料理

の作り方を学び，いっしょに食べることによって
親ぼくを深める。（T2002P69）」の様に，“高齢者
に教えてもらう“という内容での記載がされてい
る。つまり，第１期における高齢者とは，子ども
に知識や経験を伝達する者として記載されていた。
第２期では2009年学習指導要領改訂を受けて，

学習指導要領解説（2009）では「少子高齢化や家
庭の機能が十分に果たされていないといった状況
に対応し，家族と家庭に関する教育と子育て理解
のための体験や高齢者との交流を重視する。

（P3L23）」という少子高齢化に対応する生徒とし
ての記載がされた。それに伴い，教科書では「ま
た，高齢者に伝承遊びや昔の生活の様子を教えて
もらったりもしています。（K2016P19L3 ）」の様
に“高齢者に教えてもらう”交流の記載に加え「高
齢者の家の雪かきのボランティアをしたよ
（K2012P26）（K2016P18）」の様に生徒が“高齢者
に対して行う”記載が出現した。
表４から，「②高齢者との関わり」は数として

は減少している。しかし，記載内容を分析した結
果，“高齢者に対して行う”関わりについての記
載が新たにされていることが明らかになった。
③　高齢者の身体の特徴
第１期では，「高齢者が感じる不便さや心理状

態を体感するのが高齢者疑似体験です。体験を通
じて高齢者に対する理解を深めることで，思いや
りの気持ちや住まいの改善に積極的に取り組む態
度が生まれます。（K2002P130）」「たとえば，中
学生にとっては問題がないことでも，幼児や高齢
者の立場ではどうか，障害のある人にとってはど
うかなどの観点から検討しましょう。（T2005P163）」
と記載されており，高齢者は一様に生活に不便さ
を感じていると記載されていた。このような記載
は，老化の個人差について言及しておらず，正し
い高齢者の心身の特徴の理解に結びつかない。
第２期では，「幼児や高齢者，体が不自由な人

がいる家庭では，住まいの中で思いがけない事故
が起こる可能性が高く，大きな事故にもつながり
ます。（K2016P156L2）」の様に，高齢者の心身
の特徴を踏まえて事故が起こる可能性が高いとい
う記載に変更された。以上の様に，「③高齢者の
身体の特徴」は，高齢者を一様に身体機能の衰え
た者としての記載から，身体機能が衰えた者もい
るという記載に変化した。
「③高齢者の身体の特徴」は，第１期と第２期
を通じていずれも最も出現数の多いカテゴリであ
る。一方で学習指導要領解説ではいずれの時期も
記載が見られなかった。同時期の教科書において
記載が多く見られた理由として，高齢者との関わ
りを学習する上で，高齢者の身体の特徴について
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理解を深めることが不可欠であったためだと考え
られる。
④　高齢者の介護や支援
第１期では，「家庭生活で行っている活動の例　

高齢者の介助や病人の世話をする。（K2002P162
図）」「高齢者が居住地域に感じる問題点。
（T2002P208図）」の様に，本文ではなく図に支援
に関する記載がされていた。
第２期では，「高齢者を介護する（K2016P16

図）」の様に図での記載に加えて，「特に子どもや
高齢者，障がいのある人がいる家庭，一人暮らし
の人の場合で，地域の人や施設，団体によって支
えられることが多くなる傾向があります
（T2016P16L5）」の様に本文に支援に関する内容
が記載されるようになった。
また，先述の（K2016P16図）の様に，第２期
では介護に関する内容が記載されるようになった。
⑤　高齢者福祉施設への理解
第１期では「高齢者サービスセンター

（T2002P203図）」の様に図のみであり，そこで紹
介されている施設は「高齢者サービスセンター」
「デイサービスセンター」の２種類であった。
第２期では，「センターは家庭で暮らす高齢者が，

機能訓練や介護，食事や入浴サービスを受ける施
設です。（K2012P24）」の様に，図や写真に加え
て文章でどのような施設か記載されるようになっ
た。また，上記に加えて「在宅サービス」「コミ
ュニティハウス」が記載されるようになり，紹介
する施設の種類が増加した。
⑥　高齢者の生活の理解
第１期は，「地域では，子どもから高齢者まで

さまざまな年齢の人や生活のしかたがそれぞれ異
なる人たちが生活しています。（K2002P171L1」
「子どもや高齢者，体の不自由な人，日本語のわ
からない外国人など，あらゆる人が地域の中で生
活しています。（K2002・2005P193）」の様な記載
があった。
また，第２期も同様に「また，地域には子ども，

高齢者，心身に障がいのある人，外国の人など様々
な人が暮らしています。（K2016P18L7）」のよう

な記載があった。いずれの時期のものも，家族や
家庭生活に関する単元で出現していた。

４．総合考察

本研究は，中学校家庭科に焦点を当て，学習指
導要領解説と教科書における現在までの高齢者に
関する学習内容がどのように捉えられてきたのか
を明らかにし，これからの高齢者学習がどのよう
な視点で行われるべきか検討することを目的とし
ている。
そのために，学習指導要領解説および教科書の
分析を行った。
学習指導要領解説は，第２期までは「高齢者と
の関わり」に関する記載であったが，第３期改訂
を経て学習内容に「家族や地域の人々との協働」
「高齢者の身体の特徴」「高齢者の介護と支援」が
記載されるようになった。
教科書は，まず第１期と第２期を比較すると，
第２期では「家族や地域の人々との協働」「高齢
者との関わり」「高齢者の身体の特徴」で多様な
高齢者について記載がされるようになった。次に，
「高齢者の介護や支援」および「高齢者福祉施設
への理解」は図表のみから本文中にも記載される
ようになった。また，第２期には介護に関する内
容が記載された。
以上の結果を受けて，これからは以下の２つの
視点からの高齢者学習が求められる。
まず，本研究の学習指導要領解説の記載分析で
は，2017年改訂から高齢者と関わることを通じて
協働する方法を考え工夫することや，心身の特徴
を理解することなど，関わりを通じて何を身につ
けるのかが明確に示されるようになったことを明
らかにした。このような結果から，地域住民とし
ての高齢者と協力・協働する姿勢を育むことが求
められる。そのために必要な手立てが教科書など
身近な教材に示されるべきであろう。また，授業
を行うために，学校と地域の連携がより密になる
ことが重要である。
次に，教科書の記載内容を時期区分ごとに比較
した。その結果，「高齢者」は，身体機能の衰え
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た者としての記載に加えて，交流を通じて，伝統
行事や郷土料理，調理実習など，中学生が彼らか
ら教えてもらう存在であるというものに変遷して
いる。また，第２期の教科書では“高齢者に教え
てもらう”と“高齢者に対して行う”の両方がさ
れた。これらは，同時期の学習指導要領解説では
「高齢者との交流を重視する」と記されているの
みである。また，先行研究では高齢者との交流は，
その内容により，中学生の学びが異なってくるこ
とが明らかにされている。以上の結果から，高齢
者との交流は，多様な高齢者を理解することを目
標として行うことが重要である。
今後の課題として，次のことが挙げられる。ま

ず，本研究は学習指導要領解説及び教科書の記載
内容を検討及び考察したものであり，学習内容を
中学生がどの程度理解しているかについては検討
していない。また，浅井（2007）は中学生と高校
生の高齢者に対する役割認知の違いを明らかにす
ることで中高一貫したカリキュラム検討が可能で
あると指摘している。したがって，中学生はもち
ろん高校生の高齢者理解も加えて現状を調査する。
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注
1）本研究の「高齢者」とは，世界保健機関（WHO）の定義
である，「65歳以上の者」とする。これは，中学校家庭科
及び高等学校家庭科の教科書中において高齢者を65歳と
定義しており，研究においての「高齢者」の位置づけに
一貫性を持たせるためである。
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二橋：中学校家庭科における高齢者学習の変遷と今後の課題

Changes and Future Challenges of Learning About Older People 
in Junior High School Home Economics Education:

Description Analysis of the Course of Study and Textbooks
for Junior High School

Takuya NIHASHI

Graduate School of Education, University of the Tokyo Gakugei , Masters course

Abstract

The purpose of this study is to focus on Home Economics education in junior high school, and to 

examine how the learning contents of the older people have been captured and how the future learning of 

the older people should be done.

For that purpose, I explained the Course of Study and textbook of Home Economics. As a result, 

Course of Study was found that the study of‘communication with the older people’ makes an emphasis 

through the analysis period.

In the Textbook of Home Economics, first, "cooperation with the people in the family and the 

region", "communication with the older people ", and "characteristics of the body of the older people" 

came to be described about avariety of older people. Second, "care and support for the older people" 

and "understanding of welfare facilities for the older people" came to be described in the text from the 

description of the chart only.

In response to the above results, the learning of the older people from the following two viewpoints 

is required. First, it is need to foster the attitude of cooperation and collaboration with the older people as 

neighboring. Second, it is need to understand the various older people.

Key words;  junior high school, course of study, textbook, course description, older people, 

text mining


