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二橋：高等学校家庭科における高齢者学習の変遷と今後の課題

１．研究の背景と目的

内閣府（2018）は，日本では2020年に高齢者注）

人口が3612万人となり，全人口に対する割合が
29.1％となると想定している。
また，2018年には高等学校の新学習指導要領が

公示された。これによりＡ人の一生と家族・家庭
及び福祉を中心に高齢者学習をすることが明記さ
れた。
中学校家庭科では，二橋（2019）は1999～ 2017
年に発行された学習指導要領解説と教科書の記載
分析を行い，これからの高齢者学習はどのような
視点で行なわれるべきか検討した。その結果，学
びの視点が「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」「交流を通じて多様な高
齢者を理解すること」の２点であることを明らか
にした。
高等学校家庭科では，渡瀬（2000）は1956～
1999年に出版された家庭一般の教科書分析を行い，
家庭科における高齢者に係る記載を分析した。そ
の結果，それは1959年から家庭一般に見られ，
1990年代から増加したことを報告した。しかし，
2000年以降に家庭科の高齢者学習の内容について
分析をした研究は見られなかった。

本研究の目的は，高等学校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

学習指導要領に高齢者に関する学習を行うこと
が明記された時期から現在までの高等学校学習指
導要領解説家庭編（以下「指導要領解説」）及び
高等学校家庭一般・家庭総合の教科書（以下「教
科書」）を対象にテキストマイニングによる記載
分析を行った。分析の期間・対象および方法は，
二橋（2019）を参考にした。
（1）分析の期間
1988年から現在までに発行された指導要領解説
４冊の普通教科「家庭」・共通教科「家庭」にあ
たる箇所及び家庭一般・家庭総合の教科書29冊を
分析対象とした。
1988年学習指導要領改訂で，家庭一般の内容に，
“（1）家族と家庭生活　高齢者の生活と福祉”と記
載された。したがって，それ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。
（2）分析の対象
高齢者に関する記載は「高齢期の生活と福祉」
を中心にされていると考えられる。本研究の目的
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は，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明らかにする事である。
このような研究目的に沿わせるため，指導要領解
説・教科書共に，「高齢期の生活と福祉」以外の
単元のページも分析対象とした。
1）指導要領解説
魚住ら（2005）によると，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。加えて，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：1988-1998，２期：
1999-2008，第３期：2009-2016，第４期：2017-，
の４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，６社が教科書を発行しているが，その中
で1988年以降，今日まで発行を継続している出版
社は３社である。時期的変遷を分析するにあたっ
ては３社が発行した教科書を用いる。分析対象を
表１に示す。
教科書では表やグラフ，コラムなどが，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。
したがって，本研究では，表やグラフ，コラムな
ども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：1988-1998，第２期：1999-2008，第３期：
2009-現在の３つの時期区分を設けた。なお，最
新の学習指導要領は2018年に公示され，2022（令
和４）年４月１日から年次進行で実施される。し
たがって，これに対応した教科書はまだ発行され
ていないので，第４期は除外した。
（3）分析の方法
指導要領解説と教科書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，調査期間の指
導要領解説と教科書の「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。なお，表やグラフについて
は，その内容を端的に示すタイトルを分析資料と
して収集した。
分析では，単語単位で高齢者学習の変遷を明ら
かにするため，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「「家庭総合」
を基に，生活の科学と環境，子どもや高齢者との
かかわりと福祉，生活における経済の計画と消費
などの内容の充実を図った。」「（前略）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

表１　対象の教科書

分
析
時
期

出 版
社

発行
年 教科書名 教科書

番号

第
１
期

東京書籍 1990 改定家庭一般 家庭092
教育図書 1990 最新家庭一般 家庭094
実教出版 1990 高校家庭一般 家庭096
実教出版 1990 新版家庭一般新しい家庭の創造を目指して 家庭097
実教出版 1990 新家庭一般 家庭098
東京書籍 1993 家庭一般人間として豊かな生活を目指して 家庭501
教育図書 1993 家庭一般 家庭505
実教出版 1993 家庭一般新しい家庭の創造をもとめて 家庭508
実教出版 1993 図説高校家庭一般 家庭509
東京書籍 1998 家庭一般人間として豊かな生活を目指して 家庭532
実教出版 1998 家庭一般 新しい家庭の創造をもとめて 家庭538
実教出版 1998 家庭一般 ゆたかな生活の創造をもとめて 家庭541
教育図書 1998 総合家庭一般 家庭547
実教出版 1998 家庭一般21 家庭550

第
２
期

東京書籍 2003 家庭総合 家庭001
教育図書 2003 家庭総合 家庭002
実教出版 2003 家庭総合自分らしい生き方とパートナーシップ 家庭003
実教出版 2003 家庭総合21 家庭004
東京書籍 2007 家庭総合自立・共生・創造 家庭031
教育図書 2007 新家庭総合ともに生きる，くらしをつくる 家庭032
教育図書 2007 家庭総合出会うかかわる・行動する 家庭033
実教出版 2007 新家庭総合未来をひらく生き方とパートナーシップ 家庭034
実教出版 2007 新家庭総合21 家庭035

第
３
期

東京書籍 2013 家庭総合：自立・共生・創造 家庭301
実教出版 2013 新家庭総合パートナーシップでつくる未来 家庭302
教育図書 2013 家庭総合：ともに生きる明日をつくる 家庭303
東京書籍 2017 家庭総合：自立・共生・創造 家庭307
教育図書 2017 新家庭総合：今を学び未来を描き暮らしをつくる 家庭308
実教出版 2017 新家庭総合：パートナーシップでつくる未来 家庭309
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ができるようにする。」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，
研究目的に沿うように整えたテキストを使用した。
さらに，「高齢者」に類する語として「老人」

が挙げられる。記載内容を見ていくと「高齢者」
は“65歳以上の者”と定義されているのに対し，「老
人」は明確な定義がされていなかった。このよう
にこれらの語を同義語として扱って良いか不明で
あったため，本研究では先述の様に「高齢者」が
含まれる一文のみを分析資料とした。また，「支
える」と「支援」，「関わる」と「関わり」のよう
に似通った意味だが品詞が異なる語は，文章中で
の用法が異なるため，別の語として認識するよう
に設定した。
加えて，「子ども」と「子供」，「障がい」と「障

害」のように同じ意味だが表記の異なる語は，
KH Coder3では別の語だと認識されてしまう。
したがって，本研究ではテキスト中のこれらの語
を「子ども」「障がい」に統一した。
なお，結果で指導要領解説や教科書の文を引用

する際は斜体で，分析の中で着目する単語には下
線を引き表記する。また，学習指導要領は発行年
を，教科書は出版社及び発行年を頭に表記する。
その際，東京書籍を“T”，教育図書を“K”，実教
出版を“J”と示した。

３．結　　果

（1）指導要領解説
まず，指導要領解説において分析資料をカウン

トしたところ，第１期が10，第２期が72，第３期
が84，第４期が70だった。このように高齢者を含
む文は第２期改訂を経て大幅に増加していた。
KH Coder3によるテキストマイニングを行った
結果，総抽出語数と異なり語数は表２の通りであ
る。異なり語数とは，同一単語は何度出てきても
一語としてカウントし，分析資料の中で何種類の
語が使用されているのかを指している。第２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，分析の方法に示した前処理を経て指導要
領解説で使用されている語句の出現回数を表３に

表３　指導要領解説の使用語句の出現回数

順
位
第１期（1988）第２期（1999）第３期（2009）第４期（2018）

抽出語 出現
回数 抽出語 出現

回数 抽出語 出現
回数 抽出語 出現

回数
1 生活 25 高齢者 113 高齢者 99 高齢者 99

2 高齢者 11 生活 54 生活 94 生活 73

3 家庭 10 福祉 51 福祉 55 地域 38

4 理解 28 地域 38 理解 38

5 特徴 22 活動 36 社会 35

6 家族 18 家庭 35 介護 27

7 介護 15 理解 33 家庭 26

8 サービス 14 社会 29 家族 25

9 活動 13 高齢 28 支援 25

10 地域 13 家族 25 福祉 23

11 認識 13 子ども 21 自立 21

12 社会 12 支える 21 活動 19

13 心身 12 学校 18 心身 19

14 乳幼児 12 自立 17 関わる 17

15 家庭 11 実践 17 技能 17

16 課題 10 課題 16 環境 15

17 支える 10 認識 15 重要 15

18 自立 10 学習 14 応じる 14

19 交流 14 支える 14

20 施設 14 役割 14

21 一生 13 学校 13

22 生涯 13 子ども 13

23 体験 13 学習 12

24 訪問 13 交流 12

25 力 13 考察 12

26 環境 12 高齢 12

27 重要 12 人々 12

28 役割 12 特徴 12

29 応じる 11 消費 11

30 果たす 11 状況 11

31 基本 11 深める 11

32 実態 11 身 11

33 触れ合い 11 尊厳 11

34 クラブ 10 付ける 11

35 支援 10 方法 11

36 視点 10 安全 10

37 充実 10 関わり 10

38 基礎 10

39 充実 10

40 人 10

※網掛け部は第４期で初めて10回以上出現した語を表す。

表２　指導要領解説の総抽出語と異なり語の数
第１期
（1988）

第２期
（1999）

第３期
（2009）

第４期
（2018）

総抽出
語数

463
（216）

2386
（1122）

3999
（1823）

3967
（1811）

異なり
語数

113
（74）

316
（248）

423
（335）

486
（391）

※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
している語の数を表す。
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示した。表３は抽出語のうち出現回数が「10」以
上のものとその出現回数を示したものである。
「高齢者」の出現回数は，第１期の11回から，
第２期の113回・第３期の99回，第４期の99回と
第１期から第２期に大幅に増加していることがわ
かる。このことから，第２期を境に高等学校家庭
科で高齢者についてそれ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。
高齢者の出現回数が大幅に増加した第２期以降

に着目してみる。第２期から第４期の「高齢者」
の出現回数には大きな増減はない。
しかし，第３期改訂時に異なり語数は316回か

ら423回に増加した。第４期の異なり語数は486回
であり，第３期から大幅な増減が見られなかった。
以上のことから，第３期に高齢者学習の内容が増
加したと考えられ，それを軸に分析することで高
齢者学習の内実を明らかに出来ると推察された。
そこで，第３期を対象にその内容を把握するた

めに10回以上出現する単語について階層的クラス
ター分析（規準：Word，距離：Jaccard）を実施
した。分析によって得られた樹形図を図１に示す。
さらに，５つのクラスターに分類し，上から①，②，
③，④，⑤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，そこ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。
①のクラスターを構成している語は「学校」「ク

ラブ」「活動」「応じる」「施設」「交流」「体験」「学習」
「触れ合い」「実践」である。指導要領解説では，「指
導に当たっては，学校家庭クラブ活動等との関連
を図り，地域の実態に応じて，幼稚園や保育所，
高齢者施設等を訪問し，触れ合いや交流などの体
験的な学習活動を取り入れるようにする。（2009 
P10L28）」「学校や地域の実態等に応じて，学校
家庭クラブ活動等との関連を図り，乳幼児や高齢
者との触れ合いや交流などの実践的な活動を取り
入れるよう努めること。（2009 P10L15）」と記載
されていた。このように，①のクラスターは学校
家庭クラブ活動を通じて高齢者と交流する学習に

関する記載であるため，「高齢者との交流」とした。
②のクラスターを構成している語は「認識」「重
要」「役割」「果たす」「社会」「自立」である。指導
要領解説では「人の一生を見通して高齢期につい
て理解させるとともに，高齢者の自立生活を支え
るために，個人や家族，社会が果たす役割につい
て認識させる。また，そのための具体的な支援の
方法を理解させるとともに，高齢者にかかわるこ
との重要性についても考えさせる。（2009 
P23L6）」「高齢期の特徴と生活及び高齢社会の現

活動

学校

クラブ

実数

応じる

施設

交流

体験

学習

触れ合い

実践

認識

重要

役割

果たす

社会

自立

支援

高齢

理解

課題

家族

支える

環境

力

生涯

子ども

一生

基本

地域

家庭

福祉

生活

高齢者

①高齢者との交流

②高齢者の支援

③高齢者福祉

④異世代との協働

⑤高齢者の生活

０ １ ２

図１　指導要領解説の第３期の階層的クラスター分析
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状と課題について理解させ，高齢者の自立生活を
支えるために家族や地域及び社会の果たす役割に
ついて認識させる。（2009 P12L10）」と記載され
ていた。このように，②のクラスターは高齢者の
自立を個人や家族，社会が支援する事柄の記載で
あるため，「高齢者の支援」とした。
③のクラスターを構成している語は「支援」「高

齢」「理解」「課題」「家族」「支える」である。指導
要領解説では「特に，乳幼児を育てるための子育
て支援や，高齢期の個人や家族を支える高齢者福
祉の現状と課題について理解させる。（2009 
P12L44）」と記載されていた。このように，③の
クラスターは高齢者福祉に関する記載であるため，
「高齢者福祉」とした。
④のクラスターを構成している語は「環境」

「力」「生涯」「子ども」「一生」である。指導要領
解説では「人の一生を見通しながら（中略）青年
期を起点として自分の生き方を考えさせ，子ども
や高齢者などの異なる世代とかかわり共に生きる
力，持続可能な社会の構築を目指して健康や環境
に配慮しながら自立して生活する能力を育成し，
（後略）（2011 P8L29）」「人の一生を生涯発達の視
点でとらえ，（中略），子どもと高齢者の生活と福
祉について考えさせ，共に支え合って生活するこ
と の 重 要 性 に つ い て 認 識 さ せ る。（2009 
P34L39）」と記載されていた。このように，④のク
ラスターは異世代と関わり共に生きていくことに
関する記載であるため，「異世代との協働」とした。
⑤のクラスターを構成している語は「基本」「地

域」「家庭」「福祉」「生活」「高齢者」である。指導
要領解説では，「その際，子どもの福祉や高齢者
の福祉など生涯にわたって生活を支える福祉につ
いては，その基本的な理念を中心に扱う。（2009 
P35L8）」「また，自立した生活を営むための意思
決定，子どもや高齢者の生活と福祉などの学習を
通して，男女が相互に協力して，家族の一員とし
ての役割を果たし家庭を築くことや，生活課題を
主体的に解決して家庭や地域の生活をつくるとと
もに，共に支え合う社会の重要性についても認識
させる。（2009 P35L6）」「具体的には，高齢期の

特徴と生活，高齢者の尊厳を大切にしたケアの考
え方や方法，高齢社会の現状と社会福祉について
理解させる。（2009 P21L30）」と記載されていた。
このように，⑤のクラスターは高齢者の生活に関
する記載であるため，「高齢者の生活」とした。
以上のように，第３期の指導要領解説には，高
齢者についてこの大きく５つに関する内容が記載
されていると考えられる。
次に，他の時期の指導要領解説にこれらの内容
が認められるのかを検討する。図１に示したクラ
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どのような
文脈で使われているのか析出した。また，単語が
出現しない場合は記載内容を鑑みて，同様の内容
であればそれを抽出した。
1）高齢者との交流
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「高齢者」「生活」「家庭」で
ある。指導要領解説では「高齢化社会における生
活設計の必要性とその立案，高齢者への対応と福
祉などを取り扱い，課題意識を持って，充実した
家庭生活を営むことができる能力と実践的態度を
育 て る こ と を ね ら い と し て い る。（1988 
P25L12）」と記載されていた。しかし，それは高
齢者との交流に関するものではなかった。
第２期で出現する単語は「活動」である。指導
要領解説では「（前略）学校家庭クラブ活動等と
の関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合いや交
流などの実践的な活動を取り入れるように努める
こと。（1999 P32L8）」と記載されていた。
第４期で出現する単語は「活動」「学校」「応じ

る」「交流」「学習」である。指導要領解説では「そ
の際，福祉施設で働く人や地域の人が，高齢者と
関わる時の姿を観察したり，高齢者と触れ合った
り，交流するなどの実践的・体験的な学習活動を
工夫することが考えられる。（2018 P12L17）」「学
校や地域の実態等に応じて，学校家庭クラブ活動
などとの関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合
いや交流などの実践的な活動を取り入れるよう努
めること。（2018 P10L15）」と記載されていた。
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また，「様々な人々と協働しとは，家庭科が扱う
生活は，家庭の中だけにとどまるものではなく，
地域や社会の現実とつながっており，さらに生涯
を見通して，乳幼児や高齢者など年齢の異なる人
や障がいのある人など，様々な人々の生活を理解
し，共に協力し合うことを意味しており，地域の
乳幼児や保護者，高齢者などと交流する機会を学
習の中で設けることは，生徒の理解や認識を深め
る上で重要である（2018 P21L8）」の様に，第４
期では高齢者との交流を行うことの目標が具体的
に記載されるようになった。
以上のように，①のクラスターで出現した単語

には第１期・第２期・第４期に共通して出現した
ものがあった。また，第２期・第４期には高齢者
との交流に関する記載があった。
2）高齢者の支援
②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なかった。
第２期で出現する単語は「認識」「自立」「社会」

である。指導要領解説では「高齢者の心身の特徴
と生活及び高齢者の福祉について理解させ，高齢
者の自立生活を支えるために家族や地域及び社会
の果たす役割が重要であることを認識させる。
（1999 P32L5）」と記載されていた。
第４期で出現する単語は「重要」「役割」「社会」

「自立」である。指導要領解説では「高齢者の自
立生活を支えるために，家族や地域及び社会の果
たす役割の重要性について考察すること。（2018 
P28L15）」と記載されていた。
以上のように，②のクラスターで出現した単語

は第２期・第４期でも出現しており，それらは「高
齢者の支援」に関する内容だった。
3）高齢者福祉
③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なかった。しかし，高齢者福
祉に関する記載内容に着目すると「高齢化社会に
おける生活設計の必要性とその立案，高齢者への
対応と福祉などを取り扱い，（後略）（1988 
P25L12）」の様に，高齢者福祉に関する内容につ
いての記載があった。

第２期で出現する単語は「理解」「課題」「家族」
「支える」である。指導要領解説では「高齢者の
心理的特徴や身体的特徴と生活の概要，わが国の
高齢化の特徴と課題，高齢者福祉の理念の理念と
サービスの概要について理解させ，高齢者の自立
生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす
役割が重要であることを認識させる。（1999 
P32L10）」と記載されていた。
第４期で出現する単語は「支援」「高齢」「理解」

「家族」「支える」である。指導要領解説では「また，
高齢者を支える家族の役割や，介助の必要な高齢
者を支える地域及び社会の福祉サービス，高齢者
の住まいなどについても理解できるようにする。
（2018 P60L11）」「高齢化の進展に対応して，いず
れの科目においても高齢者の尊厳と介護（認知症
含む）に関する内容を充実するとともに，「家庭
基礎」では，高齢者の生活支援に関する基礎的な
技能，「家庭総合」では，高齢者の心身の状況に
応じた生活支援に関する技能など内容の充実を図
った。（2018 P11L9）」と記載されていた。
以上のように，③のクラスターで出現した単語
には第２期・第４期に出現したものがあり，その
いずれも「高齢者福祉」に関する記載があった。
４）異世代との協働
④のクラスターを構成している語の中で，第１
期・第２期に出現するものはなかった。
第４期で出現する単語は「環境」「子ども」で
ある。指導要領解説では「具体的には「人の一生
と家族・家庭」，「子どもの発達と保育」，「高齢者
の生活と福祉」，「生活の科学と文化」，「消費生活
と資源・環境」及び「ホームプロジェクトと学校
家庭クラブ活動」の内容で構成している。（2018 
P46L10）」と記載されていた。それは単元名であ
り，人の一生を見通し，また異世代と関わり共に
生きていくことに関する記載ではなかった。しか
し，異世代との協働に関する記載内容に着目する
と「（前略）様々な人々の生活を理解し，共に協
力し合うことを意味しており，地域の乳幼児や保
護者，高齢者などと交流する機会を学習の中で設
けることは，生徒の理解や認識を深める上で重要
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である。（2018 P21L8）」の様に，異世代との協
働する内容についての記載があった。
以上のように，記載内容に着目すると第４期に

異世代との協働に関する記載が見られた。
5）高齢者の生活
⑤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なかった。しかし，高齢者福
祉に関する記載内容に着目すると「また，高齢者
の心身の特徴と生活について具体的に取り扱い，
高齢者に適切に対応することができるようにする。
（1988 P42L5）」の様に，高齢者の生活に関する
内容についての記載があった。
第２期で出現する単語は「地域」「福祉」「生活」

「高齢者」である。指導要領解説では「高齢者福
祉の基本的な考え方は，高齢者がいつまでも人間
らしく尊厳を保ち，高齢者を支える家族の役割，
介護の必要な高齢者を支える地域及び社会の福祉
サービス，高齢者福祉施設などについて理解させ
る。（1999 P59L4）」「高齢者の心身の特徴と生活
及び高齢者の福祉について理解させ，高齢者の自
立生活を支えるために家族や地域及び社会の果た
す役割が重要であることを認識させる。（1999 
P32L5）」と記載されていた。
第４期で出現する単語は「地域」「家庭」「福祉」

「生活」「高齢者」である。指導要領解説では「また，
介護が必要になった場合，家族，地域及び福祉サ
ービス等の連携により社会全体で高齢者を支える
仕組みや在り方について考察し，例えば，家族が
認知症になった時の家族・地域・社会とそれぞれ
の役割について具体的な事例を通して考察できる
ようにする。（2018 P29L34）」「家族や生活の営み
を人の一生との関わりの中で捉え，家族や家庭生
活の在り方，子どもと高齢者の生活と福祉，生活
の自立と（中略）男女が協力して家庭や地域の生
活の充実向上を図る能力と実践的な態度を養うこ
とをねらいとしている。（2018 P20L7）」と記載
されていた。
以上のように，⑤のクラスターで出現した単語

には第２期・第４期ともに出現したものがあった。
そして，そのいずれにも高齢者の生活に関する記

載があった。
第１期から第４期の記載分析の結果を表４にま
とめた。○で示した箇所は，分析資料に記載があ
ったことを示す。

以上のように，指導要領解説において，「高齢
者福祉」「高齢者の生活」は第１期から一貫して
記載が見られた。第２期から「高齢者との交流」
「高齢者の支援」が新たに記載されるようになり，
第３期からさらに「異世代との協働」が記載され
るようになった。
（2）教科書
まず，教科書において分析資料をカウントした
ところ，第１期が421，第２期が1095，第３期が
739，１冊あたりでは第１期が30.0，第２期が
121.6，第３期が123.2であり，高齢者を含む文は
第２期改訂を経て大幅に増加していた。

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５の通りである。第２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，分析方法に示した前処理を経て教科書で
使用されている語句の使用頻度を表６に示した。
表６は，抽出語のうち出現回数が「30」以上のも
のとその出現回数を示したものである。「高齢者」
の出現回数は，第１期の461回から，第２期の
1185回・第３期の841回である。また，各時期の

表４　指導要領解説の記載分析

クラスター名 第１期
（1988）

第２期
（1999）

第３期
（2009）

第４期
（2018）

①高齢者との交流 ○ ○ ○
②高齢者の支援 ○ ○ ○
③高齢者福祉 ○ ○ ○ ○
④人の一生と異世代との協働 ○ ○
⑤高齢者の生活 ○ ○ ○ ○

表５　教科書の総抽出語と異なり語の数
第１期
1988-1998

第２期
1999-2008

第３期
2009-現在

総抽出語数 10633
（4671）

25932
（11323）

19192
（7517）

異なり語数 1317
（1037）

2253
（1867）

1575
（1263）

※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
している語の数を表す。



259

日本家庭科教育学会誌　第 62巻 第 4号　(2020. 2)

１冊あたりの「高齢者」の出現回数は第１期の
32.9回から，第２期の131.7回・第３期の140.1回
と増加している。このことから，第２期から教科
書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。
さらに，第２期を対象に，その内容を把握する

ために30回以上出現する単語ついて階層的クラス
ター分析（規準：Word，距離：Jaccard）を実施
した。得られた樹形図を図２に示す。
①のクラスターを構成している語は，「子ども」

「同居」「世帯」「増加」「割合」である。第２期の
教科書では，「最近では，一人暮らしの高齢者や

高齢者夫婦世帯など，核家族が増え，子どもや孫
と同居している二世帯・三世代同居率が減ってい
る（J2002 P70L3）」「高齢者世帯の所得の占める
年金の割合は年々増加し，特に所得の低い層では，
公的年金を中心とする社会保障給付が占める割合
が高い（J2006 P65L3）」と記載されている。こ
のように，①のクラスターは高齢者を含む世帯構
成の推移や，高齢者世帯の家計に関する記載であ
るため，「高齢者世帯」とした。
②のクラスターを構成している語は，「福祉」「サ
ービス」「家族」「高齢者」「介護」「必要」「住宅」「健
康」「日常」「生活」「支援」「自立」である。

表６　教科書の使用語句の出現回数

順
　
　
位

第１期
（３社14冊の合計）

第２期
（３社９冊の合計）

第３期
（３社６冊の合計）

（1988-1999） （2000-2010） （2011-現在）
抽
出
語

総
出
現
回
数

１
冊
あ
た
り

抽
出
語

総
出
現
回
数

１
冊
あ
た
り

抽
出
語

総
出
現
回
数

１
冊
あ
た
り

1 高齢者 461 32.9 高齢者 1185 131.7 高齢者 841 140.2
2 生活 118 8.4 介護 217 24.1 介護 72 28.7
3 介護 93 6.6 生活 202 22.4 生活 129 21.5
4 社会 73 5.2 社会 171 19.0 社会 97 16.2
5 福祉 60 4.3 人 139 15.4 人 87 14.5
6 家族 52 3.7 必要 86 9.6 世帯 83 13.8
7 世帯 47 3.4 家族 84 9.3 必要 73 12.2
8 子ども 42 3.0 福祉 73 8.1 地域 58 9.7
9 必要 41 2.9 持つ 69 7.7 家族 55 9.2
10 家庭 40 2.9 多い 69 7.7 高齢 50 8.3
11 地域 36 2.6 世帯 63 7.0 自分 44 7.3
12 人 34 2.4 世代 61 6.8 支える 40 6.7
13 多い 34 2.4 子ども 59 6.6 サービス 39 6.5
14 住宅 33 2.4 サービス 56 6.2 増加 39 6.5
15 問題 31 2.2 高齢 56 6.2 子ども 38 6.3
16 支える 51 5.7 支援 36 6.0
17 健康 50 5.6 増える 33 5.5
18 自分 49 5.4 世代 32 5.3
19 障害 45 5.0 多い 31 5.2
20 支援 44 4.9 活動 30 5.0
21 地域 44 4.9 虐待 30 5.0
22 活動 41 4.6 場合 30 5.0
23 住宅 40 4.4
24 自立 39 4.3
25 増加 39 4.3
26 現在 38 4.2
27 割合 36 4.0
28 年 34 3.8
29 変化 34 3.8
30 生きる 32 3.6
31 同居 32 3.6
32 日常 32 3.6
33 所得 31 3.4
34 機能 30 3.3

第２期の教科書では，「また，寝たきり防止
のためには，高齢者への啓発活動，健康づく
り，疾病やけがの発生予防，リハビリテーシ
ョン，サービス提供に関する情報網の整備，
住環境の整備，医療・保険・福祉サービスの
充実などが求められる。（K2002 P78L7）」「在
宅生活を中心にした地域福祉を具体的にする
ためには，介護が必要な高齢者が様々なサー
ビ ス を 提 供 す る 必 要 が あ る。（K2002 
P83L14）」「社会全体の問題となってきた高
齢者の介護を，家族に任せるのではなく，幅広
く社会全体で支えていこうという動き（J2002 
P60）」「高齢者の日常生活能力を後退させる
ことなく，自立した生活の出来る設備を備え
た住宅が必要となり，生活しやすいデザイン
したり，リフォームすることが望まれる。
（T2002 P75L3）」と記載されている。このよう
に，②のクラスターは高齢者の日常生活の自
立を家庭や社会が支援する記載であるため，
「日常生活の自立支援と福祉サービス」とした。
③のクラスターを構成している語は，「社

会」「高齢」「支える」「年」「生きる」「世代」「現
在」である。第２期の教科書では，「現在の
高齢者の生活や介護の実態をみつめ，これか
らの高齢社会について考えていきましょう
（K2006 P57）」「このような社会を中堅者とし
て担うことになる現在の高校生は，個人的に
は社会的にも，直・間接的に高齢者を支えて
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いくことが期待されている。（T2006 P66L20）」「家
族形態の変化に伴い，高齢者に接する機会が減少
し，生きた時代が違う異世代への理解がしにくく
なってきている。（J2006 P66）」と記載されている。
このように，③のクラスターは高校生が異世代で
ある高齢者に関心を持たせ，また高齢社会につい
て考える記載であるため「高齢者世代への理解」
とした。
④のクラスターを構成している語は，「活動」「地

域」「障がい」「人」「多い」「自分」「持つ」である。
第２期の教科書では，「高齢者が，自分の持って
いる力を地域社会に活かすボランティア活動も盛

んになってきた。（K2002 P77）」「また，「高齢者
用」「障がい者用」といった特別な衣服を作ると
いう発想ではなく，年齢や体系，障がいのあるな
しに関わらず，全ての人がファッションを楽しめ
るような衣服作りを目指そうと言う考え方も広が
りを見せている。（K2006 P173）」と記載されて
いる。このように④のクラスターは地域や社会と
の協働に関する記載であるため「地域や社会との
協働」とした。以上のように，第２期の教科書に
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に書かれている
のかを検討する。図２のクラスター中の単語が表
６の各期の抽出語にあるのかを調べ，ある場合は
その語が各時期でどのような文脈で使われている
のかを析出した。
1）高齢者世帯
①のクラスターを構成している語の中で，第１
期に出現する単語は「子ども」「同居」「増加」「世
帯」「割合」である。教科書では「しかし高齢化
社会の進展の基で高齢者が子と同居する割合は低
下し，一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増加
している。（J1997 P18L11）」「核家族化の進展子
どもの数の減少は，一世帯あたり，の人員数の減
少を生じ，高齢者の単独世帯や夫婦のみの割合を
増加させた。（K1993 P15L17）」と記載されていた。
第３期で出現するものは「子ども」「同居」「増

加」「世帯」「割合」である。教科書では「さらに
高齢者は子どもと同居しない傾向にあり，一人暮
らしや高齢者夫婦のみの世帯が増加していくと思
われる。（T2012 P82L6）」「高齢者の世帯構成割合
の推移（T2012P70）」と記載されていた。
以上のように，①クラスターに出現する単語は
第１期・第３期にも全て記載されていた。また，
それらの期間には高齢者世帯に関する内容が書か
れていた。
2）日常生活の自立支援と福祉サービス
①のクラスターを構成している語の中で，第１
期に出現する単語は「福祉」「サービス」「家族」「高
齢者」「介護」「必要」「住宅」「健康」「日常」「生活」
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図２　教科書の第２期の階層的クラスター分析
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「支援」「自立」である。教科書では「そこで，在
宅福祉サービスや更に施設福祉サービスを組み合
わせながら，高齢者にとっても，介護者にとって
も，不安のない生活プランを立て支援の体制を整
備することが必要となる。（J1997 P31L9）」「高齢
者の日常生活能力を後退させることなく，自立し
た生活の出来る設備を備えた住宅が必要になる。
（T1997 P204L9）」「高齢者とその家族は，いつも健
康に留意する（K1990 P18L5）」と記載されていた。
第３期で出現するものは「福祉」「サービス」「家

族」「高齢者」「介護」「必要」「住宅」「健康」「日常」
「生活」「支援」「自立」である。教科書では「世帯
住宅や高齢者施設に住むことがある。（T2016 
P227）」「このような状況の中，日常生活が困難に
なった高齢者を家族だけで全面的に介護すること
には限界があり，様々な社会的支援が必要になっ
てきている。（T2016 P74L15）」「高齢者が健康で
自立した生活を少しでも長く営めるようにするに
は，周囲の者も本人も老化の程度に応じた配慮や
工夫をすることが必要である。（T2016 P80L1）」
「それでも家族は高齢者の精神的な支えとなるこ
とができるし，福祉サービスのコーディネーター
や地域社会の窓口として大きな役割が期待されて
いる（T2012 P70L19）」と記載されていた。
以上のように，①のクラスターで出現した単語

は第１期・第３期でも全て出現している。また，
高齢者の日常生活の自立を家庭内設備や社会が支
援する内容がそれぞれ書かれていた。一方で，第
１期は，高齢者の日常生活を支援する内容につい
ては記載されていたが，「社会全体の問題となっ
てきた高齢者の介護を，家族に任せるのではなく，
幅広く社会全体で支えていこうという動き（J2002 
P60）」「このような状況の中，日常生活が困難に
なった高齢者を家族だけで全面的に介護すること
には限界があり，様々な社会的支援が必要になっ
てきている。（T2016 P74L15）」の様に，高齢者
の自立支援を社会も担うという記載が見られず，
こうした記載は第２期から出現したことが明らか
になった。

3）高齢者世代への理解
③のクラスターを構成している語の中で，第１
期に出現する単語は「社会」「支える」「年」「生き
る」「世代」「現在」である。教科書では「高齢者は，
歴史を生き抜いてきた経験と知恵を持つ生活文化
の伝承者であり，若い世代を育て，現在の社会を
築いた人々である。（J1997 P17L9）」「家族や親族
間の助け合いによって高齢者の生活を盛るととも
に，社会福祉や老人医療を支える体制も充実させ
ていくことが望まれる。（J1993 P16L29）」「高齢
者は，歴史を生き抜いてきた経験と知恵を持つ生
活文化の伝承者であり，若い世代を育て，現在の
社会を築いた人々である。（J1997 P17L9）」と記
載されていた。
第３期で出現するものは「高齢」「社会」「支え

る」「年」「生きる」「世代」「現在」である。教科書
では「これから高齢社会を生きるものとして，高
齢者も私たちも，だれもがともに充実した毎日を
送ることができる社会の在り方を考えよう。
（T2012 P68）」「現在の高齢者は，高度経済成長期
を支え，日本を経済的に豊かにしてきた世代であ
る。（K2012 P74）」と記載されていた。
以上のように，③のクラスターで出現した単語
は第１期・第３期ともに出現したものがあった。
また，それらの期間には異世代である高齢者に関
心を持たせ，高齢者世代の理解を深める内容が書
かれていた。
4）地域や社会との協働
④のクラスターを構成している語の中で，第１
期に出現する単語は「活動」「地域」「障がい」「人」
「多い」「自分」「持つ」である。教科書では「けが
のあとや慢性病を持つ高齢者は，寝たきりになり
やすい。（K1993 P32L7）」「私たちは，高齢者の
医療の問題を自分の老後生活の問題として捉え，
高齢者介護について正しい知識と理解をもってあ
たりたいものである。（K1993 P33L20）」「これまで，
私たちの先輩は，地域の高齢者や障がいを持った
方々の立場に立って，ボランティア活動にとり組
んできた。（K1998 P204）」「特に乳幼児と高齢者
の 災 害 が 多 い の が 特 徴 で あ る。（T1993 
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P195L20）」と記載されていた。
第３期で出現するものは「活動」「地域」「障が

い」「人」「多い」「自分」「持つ」である。教科書で
は「高齢者とかかわりを持つ（J2012 P62）」「事
故が多い高齢者や乳幼児の視点から考えてみるこ
とも重要である（T2016 P233L5）」「高齢者の社会
参加活動は，健康・スポーツ，地域行事，趣味な
どが多く，地域改善活動，子育て支援，老人クラ
ブ，自治会活動など，地域に密着した活動には，
高齢者が中心的な役割を果たしている。（J2012 
P66L16）」「子どもも大人も，高齢者も障がいの
ある人も，日本人も外国籍の日地も，自分の生活
や人生を自分自身で設計し，自立した生活を送る
ことが，生活の質の維持・向上につながる。
（T2012 P87L14）」と記載されていた。
以上のように，④のクラスターで出現した単語

には第１期・第３期ともに出現したものがあった。
しかし，地域や社会との協働の記載は第２期から
出現していることが明らかになった。
表７に第１期から第３期の結果をまとめた。

４．考　　察

指導要領解説において，「高齢者福祉」「高齢者
の生活」は第１期から一貫して記載が見られた。
第２期からは新たに「高齢者との交流」「高齢者
の支援」が，第３期からはさらに「異世代との協
働」が記載された。
教科書において，「高齢者世帯」「日常生活の自

立支援と福祉サービス」「高齢者世代への理解」
は第１期から記載が見られた。一方で，「地域や
社会との協働」は第２期から出現していることが
明らかになった。
以上の結果を受けて，高等学校家庭科の高齢者

表７　教科書の記載分析

クラスター名
第１期 第２期 第３期
1988-1998 1999-2008 2009－現在

①高齢者世帯 ○ ○ ○
②日常生活の自立支援
と福祉サービス ○ ○ ○

③高齢者世代への理解 ○ ○ ○
④地域や社会との協働 ○ ○

学習では，次の２つの視点が求められる。
まず，指導要領解説の記載分析では，「異世代
との協働」は第３期から記載があった。それに対
して，教科書では「地域や社会との協働」は第２
期から記載があった。さらに，第４期指導要領解
説では，協働に関して「様々な人々の生活を理解
し，共に協力し合うこと（2018 P21L8）」と，その
定義が記載されるようになった。このような結果
から，高齢者と協力・協働する姿勢を育むことが一
層求められる。そのために，高齢者と交流する機
会を学習の中で設けることが求められており，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，教科書の記載分析を行った。その結果，「日
常生活の自立支援と福祉サービス」は，第１期ま
では主として家庭が担うものという記載が多かっ
た。それが加え，第２期から高齢者の自立支援を
社会も担うという内容が新出した。このような記
載がされた背景として「社会全体の問題となって
きた高齢者の介護を，家族に任せるのではなく，
幅広く社会全体で支えていこうという動き（J2002 
P60）」が見られたからであると考えられる。こ
うした動きは，我が国において「このような状況
の中，日常生活が困難になった高齢者を家族だけ
で全面的に介護することには限界がある（T2016 
P74L15）」のように，介護に関する諸問題が今後
もさらに進行することが予想されている。これか
らの高齢者学習では，自立支援や福祉サービスを
社会がどのように担っているかを理解させる活動
がさらに重要になると考察する。
2017年には中学校の学習指導要領が改訂された。
中学校家庭科ではＡ家族・家庭生活を中心に，高
齢者に関する内容が記載された。これにより，高
齢者学習は中学校・高等学校の６年間家庭科で学
習することになった。
今後の課題として以下の２点を挙げる。まず，
本研究の結果は，二橋（2019）と併せることで６年
間の高齢者学習をどのような視点で行なうべきか
検討することが可能であると考える。加えて，中
学校・高等学校それぞれの指導要領解説と教科書
に記載された内容の関連についても検討を進める。
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また，中学生・高校生間で高齢者理解の傾向に
特徴があるのか明らかにする事で，より効果的な
教育課程の構築につながると考える。したがって，
彼らの理解について調査を行い，比較検討を行う。
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Changes and Future Challenges of  Learning About
Older People in Home Economics of Senior High School 
: Description Analysis of Course of Study and Textbooks 
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Abstract

The purpose of this study is to focus on Home Economics education in senior 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 Studies and Home 

Economics textbooks.

As a result, it was revealed that learning about the “welfare of older people” “living of older people” 

was regarded as important through an analysis period by the Course of Study. “Cooperation with other 

generations” came to be listed from 2009, and the “Relationship with older people” “support of older 

people” came to be listed from 1999.

As for the “household of older people “ “independence support and welfare service ““understanding 

to an older people generation of the everyday life” have listed in textbook since 1988. At was revealed that 

“the collaboration with an area and the society” listed from 1999.

Key words; senior high school, course of study, textbook, older people, text mining


