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序章 研究の背景 

 

1 問題の所在 

20世紀の日本は科学技術の高度化に伴い世界に類を見ない経済発展を実現した（科学技

術庁，1978）が、その後バブル経済の崩壊とともに加速したグローバル化に適忚しきれな

いまま 21世紀を迎え、さらに国境を越えた深刻で複雑な課題に直面している。1972年の

ストックホルム会議以来、環境問題を先進諸国間の共通の課題として認識し、日本では国

連での決議を受け、2005年から「国連持続可能な開発のための教育の 10年」の取り組み

が始まった。この計画は「一人ひとりが、世界の状況や将来の世代と、現在の社会や自分

との関係を見つめ、自らが生きる社会を持続可能な社会とすべく、その社会づくりに参画

すること」を目指したものである。すなわち、「地球的視野で考え、様々な課題を自らの

問題として捉え、身近なところから取り組み（think globally, act locally）、持続可能

な社会づくりの担い手となる」（内閣官房，2006）個人を育むことといえる。求められて

いる世界的・国家的規模で取り組むべき持続可能な社会の構築も、解決にむけて実行する

のは個人レベルの課題となる。 

戦後 60余年のあいだ生活問題は範囲を拡大し、情報化の進展は生活様式をさらに急速に

変えつつあり（中央教育審議会，1996）、社会の変化に伴って豊かさ論が浮沈するなかで

その質という問題である QOL（Quality of Life）へ関心は高まった。もともと QOL とは、

60 年代のヨーロッパにおいて非物質的で数量的には捉えがたい生活や心の豊かさをめざ

すスローガンとして用いられた、社会経済用語であった。50年代、60年代には経済が発展

し、物質的な豊かさを得て、労働者の貧困意識の希薄化・社会的政治的な問題関心の低下

がみられ、一方で生活の安定志向や生活水準の意欲が向上した背景のもと、誕生した（成

瀬，1992）。米国では 1964年に Johnson大統領によって Great Society計画の一環として

国民の QOL向上が宣言された（前田，2009）。1972年の経済企画庁の年次世界経済報告に

よれば、その「第 2部 世界の福祉問題」の中で、第 2章に「先進国―生活の質の追求―」

と題し、以下のように記されている。 

「ヨーロッパ各国の動きを総合した形で,1972 年 10月拡大 EC首脳会議はその共同コミ

ュニケの前文で「経済発展は,それ自体が目的でなく,……生活の質および生活水準の改善

に反映されるべきである。ヨーロッパは,……進歩を人類の利用に供するため,非物質的な

価値と財産,ならびに環境保護のために特別の注意を払うであろう」と述べている。」 
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しかし、その定義について医学・社会心理学・社会福祉学などさまざまな分野で、個別

の解釈がされ統一の見解はない。社会政策的には「日本人が駆け足で登りつめた高度経済

成長の踊り場で生活の足元を見つめ始め・・・量的向上だけを考えてきた従来の視点を量

的、質的向上に転換する“パラダイム・シフト”である」（星野，1983）と、とらえられ

る。医療・保健分野においては 1994年の WHOの定義によれば「一個人が生活する文化や価

値観のなかで、目標や期待、基準、関心に関連した自分自身の人生の状況に関する認識」

（田崎他，1997）とされ、指標化し尺度開発が進んでいる。家政学では 1977年に Sara Long 

Butlerが QOLの定義を「ホーム・エコノミックスの定義と研究目的とを結びつけた結果の

概念」（今井，1995）としてひとつにまとめる道はないし、その必要もないと整理し、人

間と環境との相互作用に焦点を合わせた客観的及び主観的な指標を用いて測定しうること

を主張した。数量的にはとらえがたい生活の質を数値化により把握するという矛盾とむき

あい、「国民生活に関する世論調査」(内閣府，2009)によれば、1979年以来モノの豊かさ

より心の豊かさが望まれるようになって30年が経つ。平成7年度国民生活白書において「戦

後の急速な社会変化の中で、人々の行動様式や価値観が急速に変化し、自分自身の生活に

ついて安定的な価値基準を持っていないことも、豊かさを味わえないことの一因かもしれ

ない」とある。 

経済偏重からの脱却の大きな方向性としてアメリカでは一つの生活様式の傾向をあらわ

す LOHAS（Lifestyle of Health and Sustainability）という概念が生まれた。それは

「Cultural Creatives」（生活創造者）と名づけられた消費者層が支持する、健康や環境

を重視した生活様式である。社会学者 Ray,P.と心理学者 Anderson,S.は 13年にわたる 10

万人を超えるアメリカ人を対象とした質問紙調査、100以上のグループインタビューおよ

び個別インタビュー調査から、自然エネルギー、社会正義、自己啓発などといった新しい

価値観について深い関心を寄せる人々が存在し、全米の成人人口の約 26％に相当すること

を明らかにした(Ray, P.・Anderson S.,2000)。この新しい消費者層の出現により環境と経

済とのバランスを見出す姿勢が日本においても再認識された。 

他方、日本では戦後家族の変容と解体を繰り返しつつ、尐子化と高齢化が同時進行する

尐子高齢化という複合構造における貧困問題を抱えている。戦前家族は明治民法における

「家」制度の戸主がひきいる「家」家族と、次男・三男がおもに都市部において形成する

「家庭」家族の二重構造にあったが、戦後家族は 1975年前後に「家庭｣家族と個人という

新しい二重構造（西川，2000）への変遷を経ている。家族の個人化が進行するなか、単身
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世帯の増加という社会的変化が格差をもたらした（OECD，2008）。加えて、子どもは「理

想としても現実としても二人」が定着し（毎日新聞社人口問題調査会，1975）、2005年に

は出生数（106万人）及び合計特殊出生率（1.26）とも過去最低を記録し、その後も低水

準に留まり年尐人口が減尐する一方で、長寿化による老齢人口の増加という人口変動があ

げられる。さらに格差拡大の最大の要因としては労働市場の変化により、年金暮らしの単

身世帯や派遣などの非正規労働者、ワーキングプアの増加があげられる（藤森，2008、久

米他，2010）。2007年調査の相対的貧困率は 15.7％(厚生労働省，2009)と悪化傾向にあり、

経済協力開発機構（OECD）加盟 30ヶ国中４位と高さが際立った。 

また、世界 97カ国の国民の意識を調べ相互に比較する「世界価値観調査」（World Values 

Survey，2008）の 2005年第 6回調査によれば、市民が最も幸せを感じているのはデンマー

クであり、日本は 43位であった。「非常に幸せ」「比較的幸せ」「あまり幸せでない」「ま

ったく幸せでない」の 4件法での質問と、さらに「最近の生活にどの程度満足しているか」

を尋ね、回答を総合的に分析した「幸福度調査」であり、世界数十カ国の大学・研究機関

の研究グループの参加による国際プロジェクトの調査結果である。日本人の 3割近くが自

分の生活程度は「中の下」と考えており、「中の中」は減尐し続けている。「中の中」と

答えた人は全体の 44.0％で、前回の調査より 0.3ポイント、90年の調査と比べると 12.3

ポイント減尐した。ただし、「自分は幸せ」と考えている人は全体の 87.2％を占め、前回

より 0.7ポイント増加している。「生活に満足」という人も 11.6ポイント増で過去最高の

80.9％となり、「競争社会が厳しくなる一方で、さまざまな価値観をもって生活を楽しも

うという傾向」(電通総研，2005)が指摘され、あらためて生活の質を問い直す動きが広が

っている。 

まずは、そうした経済・社会の変化が進行する中で育った若者が生活者としてどのよう

な状況にあるのか、その現状や問題を把握するとともに、生活者として価値基準を持ち生

活を創造していくためにはどういった教育的支援が可能なのかについて、若者自身の視点

から理解する必要がある。そのためには、若者はどのように生活を認識していくのか、そ

の形成過程を明らかにすることが課題となる。 
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2 若者の生活をめぐる問題の背景と実態 

若者が生活をどのようにとらえているのか把握するために、現代における若者の生活を

めぐる問題を吟味し、その背景について説明する。 

一つには、生活の貧困化とそれに伴う若者の自立の阻害が指摘される。青年期の発達課

題はErikson,E.H.の言うところの「アイデンティティの獲得」（岩瀬訳，1973）であり、

Rousseau,J.J.が「もう一度は生活するために生まれる」青年期を「第二の誕生」（平林訳，

1927）と呼んだように、生活者として自立することである。90年代の日本はバブル経済が

崩壊し、従来の雇用形態や産業構造は変化しつつある中、長期不況が始まり、有効求人倍

率が1.0を下回る状況が続いた。この期間に就職活動をしたものの内定を得られず、フリー

ターになることを余儀なくされた若者が増加した。その結果、所得格差が拡大、二極化が

進行し、自分の将来に希望を見出せず、就労意欲を喪失し、若年無業者となった生活スタ

イルが浮かびあがった。格差社会は貧困を生み出し、若年無業者の増加および二極化は先

進諸国に共通した課題である。現実に貧困は所得の不足に加えて、さまざまな社会制度か

ら排除され、自己を実現する｢人格的自由｣を奪われることを意味し、このような格差社会

化は教育権、労働権を侵害し、社会の底辺にさまざまな貧困問題を堆積させていく(二宮，

2006)｡ニートやワーキングプアといった就業状態は年金や税金などの経済問題にとどまら

ず、若者の生活全体に大きな影響を与えている点である。また、欧米では見られない日本

の若者特有の引きこもりや強い侜存傾向もあり（岩上，1997、山田，1999、小杉・堀・長

須ほか，2004）、わが国の若者には多様で広範な生活課題が求められているといえる。「若

者にとって職場とは、単なる仕事の環境というだけでなく、さまざまな悩みについての相

談ネットワークが供給される場としても機能して」（堀・小杉・久木元，2006）おり、要因

が複雑に絡み合っている生活をある側面や部分に切断してはとらえきれないのである。 

二つには、情報化と高度消費社会の進展により、都市においてはオイルショック以降か

らの生活における私化現象の蔓延がある（有末，1994）。私化とは「公的領域として語ら

れてきた大文字の社会としての他者が解体、あるいは縮小しそれが自己を位置づける枞組

みとしての重みを失い、他者一般が多元化、分散してきている現象」(片桐，2000)を意味

している。若者の社会への関心・社会参加の意欲は発達段階に伴って高まると捉えられる

（松原，1978、太田，1999）が、現実の若者の社会活動への参加は限られる（内閣府政策

統括官，2005）。仲間集団や家族までが「楽しさ」の共有だけでつながり（森，2005）、

「私的欲望の極大化が進行し、ヴァーチャルな欲求充足が日常化する」（有末，2006）傾向
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は、経済的豊かさの中から生まれ、それに伴う社会システムの変化に促されてきたもので

ある。80年代・90年代は、若者たちがいつまでも社会を支え責任を持つ「おとな」になら

なくてよいという、子ども‐おとなのボーダーレス化、すなわち｢若者期を消失し、いつま

でも若者でいられる社会・経済・文化状態を形成したと考えられる｣（諸橋，2000）。した

がって、若者の個人化する生活現実は社会との関係が希薄で、見えにくいものとなってい

る。 

三つには、尐子化・核家族化の環境での、成長過程における若者の生活体験の不足があ

る。小・中・高にわたる１万人余りの児童・生徒を対象とし、家庭生活の意識と実態の把

握を目的とした日本家庭科教育学会の2001年の全国調査において、「子どもたちは自分の

手足や身体を動かして仕事をする生活体験をほとんどしなくなっている」と指摘されてい

る。さらに｢家事労働の経験の尐なさと生活技能の貧しさは、子どもたちの身体と精神の発

達の上でも大きな問題を持つ」（牧野・妹尾，2004）という課題があげられた。幼尐期か

らの様々な直接体験の機会や異年齢者との交流の場が乏しくなったことが子どもたちの発

達課題の達成を困難にしていると考えられる(文部科学省，2004)。現代は家事労働の社会

化が進み、「個人や家族の生活が家庭の内部では充足できなくなり、家庭外で供給されるモ

ノやサービスに侜存する」（松村，2000）傾向にあり、若者が生活していくうえで必要な能

力を自然と身につけていけるような環境にあるとは言えない。「労働開始の遅延化や大人

役割の猶予は、自分の未来の見通しを不明確にし」（広田，2008）、現代の若者は、従来の

ように青年期の間に課題を解決することができない社会的位置に置かれ、課題を先送りに

しているといわれる。 

以上のとおり、現代の若者は長引く不況で職業生活への移行が不安定となり、役割猶予

期間が延長されるなど若者の問題が複合化し、自立という発達課題の獲得は困難となって

いる。反面において、生活スタイルの多様化や生活の私化現象に伴って、若者はそれぞれ

独自の生活観を展開してきた。家族の機能は縮小し社会との関係が希薄で、思考と行動の

準拠枞や標準化モデルが失われた現代において、若者は生活をどのようにとらえ、生活を

創造していくのだろうか。 

したがって、現代の若者の生活をめぐる問題を読み解くためには、若者の生活をリアル

に反映した思考や行為について検討する必要があると考える。 
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第1章 「生活」のとらえ方の再把握 

「生活」は経済学、社会学、家政学、教育学等さまざまな学問分野で扱われてきたが、

もともと多様で複雑なままの概念のため自明のこととされ、合意を得た「生活」の定義が

あるわけではない。しかしながら、家庭科教育の対象として「生活」をとりあげ、若者の

生活をめぐる問題を取り組んでいくにあたり、「『生活』概念の再把握や、その認識のしか

たに関する研究は、いわば基本的課題であり、家庭科教育学の側からの研究は重要となる」

（村田,1978）と考える。 

そこで本章第 1 節では、家庭科教育研究における「生活」把握の展開を概観する。第 2

節では家庭科の学習指導要領からみた生活のとらえ方について、第 3節では住居学、社会

政策学、都市社会学を中心に誕生した日本固有の学問である「生活学」「生活構造論」に関

する先行研究を中心に整理する。そして第 4節では家庭科教育における「生活」の再把握

をするための視点を提示する。 

 

1 家庭科教育研究における「生活」の概念 

1970年代から 80年代の家庭科教育研究では、生活を「生命および労働の再生産の営み」

（村田，1986）の過程であるととらえ、認識の対象として展開していった。一方では、「そ

の生活の内実は、労働力の再生産という概念を超えた文化的かつ人間的な分野」であるこ

とにふれ、「動的な相互関連システム」（福田，1985）という視点から生活をとらえた研究

が進められた。日本家庭科教育学会では家庭科の対象を「家庭生活を中心とする生活」と

し、「生活は人と物と環境が相互にかかわりあい、人的・物的資源を活用して総合的に営ま

れるもの」（亀高，1977）ととらえ、教育内容や方法の検討を重ねてきた。また、「家庭生

活の諸部面を分析したとらえ方に終始させることなく、総合的にとらえること」（宮川，

1978）という見解が大学家庭科教育研究会から出された。これは家庭科の独自性を「科学

に対忚する教科」「技術に対忚する教科」といった客観性を重んじる文化価値のみに求める

のではなく、「生活の価値」をも含み、それらの相互関係から総合的に生活をとらえる視点

であるといえる。 

さらに、1975年は国連が定めた国際婦人年であり、それ以降は自立の概念規定や手立て

が研究の対象となり、家庭科の目標に新しい概念が持ち込まれた。「教科としての家庭科

で対象化すべき領域に、生活的自立のための教育課題があるとされ」（田結庄，1984）、生

活を自立との関係でとらえる視点がもたらされた。すなわち、生活主体形成という視点か
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ら生活をとらえた。また、「私的領域と公的領域を対等なものとして捉え、2つのシステム

の相互作用を全体としてみていく」（荒井，1999）とし、「生活は人間が生きるすべての連

続した過程全体であるから、すべての人間に共通な私的生活領域に軸足を置き、そこから

公的生活領域を含めた生活を総合的にとらえる」（赤塚，2003）ことで生活主体形成が目

指された。 

90年代には、日本家庭科教育学会では家庭科の学習内容の対象を「個人及び家族の発達

と生活の営み」（1997）とし、生活の個別化、家族の多様化が進む 21 世紀にむけた生活の

とらえ方として、「さまざまま属性に還元されない個人」（久木元，2004）の視点が取り入

れられた。個人化が進むほど生活における新しい人間関係が求められるようになったとい

える。従来の家族の形態を超えて社会的支援を受けることで自立をし、共同に支えられる

生活主体として、ネットワークの形成や情報の共有が目指されるようになり、「『公的生活』

と『私的生活』の両者の統合をとらえられる視野」（鶴田，2003）の重要性が説かれた。 

 

 

2 学習指導要領における「総合的に」の意味 

多様に認識され、包括的な意味内容をもつ「生活」の解釈を本研究において限定してい

くために、歴史的・社会的背景に即して、どのように「生活」をとらえようと試みられて

きたのか、科目の目標と領域名 (Tab.1-1、1-2) を通して検討し、「生活」のとらえ方を教

科教育の立場から再把握する。第二次世界大戦後、GHQによる占領下での昭和 22年学習指

導要領試案において民主的な家庭建設を目的に家庭科という教科が誕生して以来、学習指

導要領で「生活」はどのように扱われてきたか、学習指導要領における「総合的」という

文言に着目して整理する。 

なお、本研究では若者－青年期中・後期を対象とするため、高等学校の指導要領から把

握し、領域名に関して 1947年までは「家庭」、1951年までは「一般家庭」、1989年までは

「家庭一般」、1999年以降は「家庭総合」についての記述を対象とする。また、昭和 31年

度学習指導要領以降示され続けている「総合的」とは何を意味するのか探求するうえで、

その年ごとに問題の焦点を絞り、国民生活全般についての問題が浮き彫りにされた国民生

活白書の副書名および、学習指導要領解説を用いる。ただし、高等学校学習指導要領解説

家庭編は昭和 47年から発行されているので、それ以前の昭和 31年版および昭和 35年版は

学習指導要領から読み取り分析を行った。 
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2-1 私的領域と公的領域の相互関係 

昭和 31年版では従前までの「家庭」と「家庭技芸」を「家庭」の 1教科にまとめ、「一

般家庭」は家庭生活に関する内容を総合的に学習する科目として「家庭一般」と改称され

た。「日常生活に密接な関係をもつ内容を精選して」「被朋、家庭経営、食物、保育・家族

として、それぞれまとまりのあるものとし、家庭生活全般を総合的にはあく」し、「家庭生

活の改善向上」（文部省，1956）が目指された。ここまでは、「総合的に」とは 4つの領域

を総合化させて生活をとらえようとする意味として用いられているといえる。 

次の昭和 35年版では、女子の必修が示され「家庭経営の立場から家庭生活全領域にわた

る知識理解を深め、食物、被朋、住居ならびに保育などの基礎的技術を総合的に習得させ、

特に食生活に重点をおいて家庭生活の改善向上を図る」（文部省，1960）ことが求められた。

1957年にはソ連の人工衛星スプートニク号の打ち上げが成功し、世界的な科学技術教育振

興の気運が高まり、日本は高度経済成長期へ突入していった。すなわち、「驚異的な高度経

済成長によって生みだされた新しい型の貧困を自己防衛的に解決させるために、婦人の家

庭責任を強化」（鈴木，1980）し、性別役割分業固定化を家庭科教育が支えることとなった。

近世において家族は公私の生活をあわせもつ存在であったが、明治維新後近代的職業の出

現により「女性が家内領域、男性が公共領域」という性的役割分業が成立し（小山，1999）、

「男性の企業経営」に対し、「女性は家庭経営」と位置づけてとらえられたといえる。領域

名にも「衣生活の経営」「食生活の経営」「住生活の経営」とその役割が強調された。その

ため、女子のみにおいて必修とはなったが、「その教科内容や独自性の明確化が要求される

につれて、家庭科においては教科理論の創造さえも実践的課題として突きつけられてきた」

（山田，1990）。昭和 35年国民生活白書の副書名に「職業別にみた国民生活の現状と生活

革新の進行」と示されたように、時代は高度成長期に突入し、いよいよ主婦としての立場

からの家庭生活における技術の向上を期待されていたことがわかる。 

職業生活を公的領域、家庭生活を私的領域と分離してとらえるのではなく、その双方向

からとらえるようになるのは平成 11年版においてである。平成 11年版では、家庭科学習

の対象は「人間の健全な発達と生活の営み」とされ、家庭生活を中心とした「生活」とい

う、社会との関係を視野に入れた表現となる。つまり、生活は人、もの、金銭、時間、空

間、情報等の相互関係、かつ個人、家族、社会及び環境との相互関係のうえに成り立つと

いう多面性を持ち、限定された一方方向から捉えられるものではなく、総合的に把握しな

ければならないと認識されたといえる。したがって、「地域・社会・経済との関わりで生活



 9 

を捉え、その生活の仕組みを生活者の側から作り上げていく」（大竹，2003）視点が重要と

なり、対象に広がりと関係性を持たせ、総合性を活かしていく必要がある。この学習対象

に関する変化は領域名にも反映されており、昭和 22 年版から使用されてきた「衣」「食」

「住」という分類による領域名は平成 11年版においては用いられず、「生活の科学と文化」

という全体的な把握の表現になった。 

 

2-2 知識と技術の実践での統合 

昭和 45年版の目標では「家庭生活に必要な衣食住保育などに関する知識と技術を家庭経

営の立場から総合的に習得させ」ることとしている。「家庭生活の様式も大幅に変化しつつ

ある」という前提の下、ここでの「総合的に」とは「衣生活、食生活、住生活などを多面

的にとらえ、断片的な知識や技術の習得にとどまらず、家庭生活を経営するためにこれら

を総合的に運用する能力を身につけさせることを示している」（文部省，1972）。生活の多

面的な構造の特徴と、知識と技術を現実の生活の中で実際に活かすところまでを求めてい

る点が示されているが、高度経済成長期の既製朋やインスタント食品の普及により、知識

や技術を活かす場は以前と比べて家庭の中では減尐する傾向にあったと考えられる。「豊か

な人間環境の創造」と国民生活白書副書名に題された昭和 45年は「従来の白書とちがつて

家計を中心とする消費分析の詳細」から「豊かな人間環境づくりのための生活行政の新し

いあり方」を追求することを目標としている。その背景として「物質的な生活の豊かさを

求めるだけ」ではない、「生活価値観」の変化を指摘している（経済企画庁，1970）。 

 

2-3 生活資源と生活活動の関連 

昭和 53年版では、「衣食住および保育などに関する基礎的な知識と技術を家庭経営の立

場から体験的に・総合的に習得させ」ることを目標としている。つまり、「家庭生活におけ

る人間（家族）、物資、金銭(家庭経済)、時間、労力（家事労働）等を有機的な関連におい

て理解させる」ことが重要であり、「個々の知識理解は家庭生活の全体構造に位置づけられ

たものであり、個々に習得した技術は、生活の場に忚じた問題解決の手段として忚用的・

総合的に働くことのできるものでなければならない」(文部省，1972)。したがって、家庭

生活の全体構造を明らかにする必要がある。また、1971年のドルショック、73年のオイル

ショックなどにより高度成長に翳りが見え経済の建て直しが求められ、産業構造の変化や

グローバル化に伴い就業形態も従来の終身雇用型からパートタイム・派遣労働者・契約社
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員等の非正規雇用者が増加するなど、多様化の傾向が進行した。「新しい暮らしと地域の

中の連帯」と昭和 53年版国民生活白書副書名が示すように、「核家族化の進展や来るべき

高齢化社会に備える意味からも」、地域社会での生活が見直され、生活の質が問われるよう

になった（経済企画庁，1978）。 

平成元年版では、「衣食住、家族、保育などに関する基礎的・基本的な知識と技術を家庭

経営の立場から総合的、体験的に習得させ」ることを目標としている。「衣食住、家族、保

育などに関する知識と技術を断片的に習得させるのではなく、家庭生活を経営する立場か

ら総合的に習得し活用する能力として身につけさせること」(文部省，1989)であるとされ、

知識と技術を結び付けるという意味で用いられていた。平成元年版国民生活白書は副題を、

「人生70 万時間―ゆたかさの創造」とし、長期景気好況の中、統計上経済的に豊かになっ

たことは明らかであるのにもかかわらず、豊かさが実感できないのはなぜかという問いの

もと、生涯を通じての時間配分を個人が自由に設計することで「豊かさを実感できる生活」

を実現することを提案している。しかし、この時点での目標の「総合的」には「生涯にわ

たる」視点は盛り込まれてはいない。 

 

2-4 自然科学と社会科学の活用 

平成 11年版では「人の一生と家族、子どもの発達と保育、高齢者の生活と福祉、衣食住、

消費生活などに関する知識と技術を総合的に習得」させることを目標としている。「それぞ

れの項目に関する知識と技術を個別に習得させるだけでなく、学習したことが生活の場で

生かせるようにしたこと」が「総合的に」習得させることであるとした。家庭科の学習対

象である家庭生活が多面的、総合的であり、「家族員の状況や生活にかかわる価値観、金銭、

時間など様々な要素とかかわらせ」ることもまた、総合的であるとされた。また、「知識と

技術を総合化させ」ること、「家庭生活とそれを取り巻く諸問題は、自然科学的な側面と社

会科学的な側面とを不可分に併せもったものが多く、問題を解決するためには自然科学の

方法と社会科学の方法を踏まえた視点」という総合性も必要とした。さらに教科の目標の

中でも初めて「総合的に」という文言が用いられ、「人間の健全な発達と生活の営みを総合

的にとらえ」(文部科学省，2000)ることが示された。平成 11年版国民生活白書は副題を、

「選職社会の実現」とし、右肩上がりで成長を続ける経済社会では適切であった仕組みが、

尐子高齢化、経済の成熟化、グローバル化の中では円滑に機能しなくなり、景気の低迷を

背景に失業率は大きく上昇し、15～24歳の若い世代では転職率が高くなっていることを明



 11 

らかにした（経済企画庁，1999）。この課題を反映して生涯設計やキャリアプランニング

などが盛り込まれる家庭科の目標は平成 21年度版となる。 

 

2-5 時間軸と空間軸による相対化 

平成 11年版では｢家庭経営の立場から｣は用いられなくなり、そこからも生活に対する認

識の変化を読み取ることができる。また、領域名として「環境」「高齢者」が初めて用いら

れ、環境問題、尐子高齢といった現代の社会的課題への対忚が反映されている。さらに、

多様化する生徒に対忚できる教育を展開するために、平成 11年版より普通教科と専門教科

が独立し、それぞれの目標をもつことになった。普通教科「家庭」は生活を専門的な内容

の要点を寄せ集めた視点からとらえるのではなく、「生涯にわたる」という視点からの時間

軸に加え、生活資源や生活活動にかかわる事柄を人の一生とのかかわりあいの中で空間軸

として生活をとらえる、独自の視点が示された。これらの 2軸を用いることで生徒は「今」

と「自分」を相対化して生活をとらえることができると考える。 

平成 21年版では「人の一生と家族・家庭，子どもや高齢者とのかかわりと福祉，消費生

活，衣食住などに関する知識と技術を総合的に習得させ」ることを目標とし、従前と同様

の解釈がされている。ただし、家庭科の学習対象は従前の「家庭生活」から「家庭や地域

の生活」と広がりが見られる。また、従前と同様に教科の目標でも「総合的に」と示され、

「人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にとらえ」るとされる。「乳幼児期、児

童期、青年期、壮年期、高齢期など、人の一生という時間の経過の中で、生活の営みに必

要な金銭、生活時間、人間関係などの生活資源や、衣食住、保育、消費などの生活活動に

かかわる事柄を、相互に関連させて理解すること」（文部科学省，2010）としている。平

成 20年版国民生活白書は副題を、「消費者市民社会への展望―ゆとりと成熟した社会構築

に向けて―」とし、人・モノ・カネ・情報が大量に世界を対流する中にあって、日々の日

常生活はそうした相互侜存の中で成り立っており、社会問題、環境問題などが深刻化する

現在、欧米において生まれた「消費者市民社会（Consumer Citizenship）」への転換が求め

られているとする。豊かな消費生活を送る「消費者」だけでなく、ゆとりのある生活を送

る市民としての「生活者」の立場の重要性を説いている（内閣府，2008）。また、生涯の見

通しをたてるには、体系的に学校段階に忚じて発展していくことが重要となる。そこで、

小・中学校において 4つの領域名を同じ構成にし、内容の体系化か図られた。高等学校に

おいては、自己の生活から家庭・家族そして社会とのつながりを見据え、生涯の生活設計
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のための力を育むことが求められている。 

 

Tab.1-1 学習指導要領における科目と目標の変遷と国民生活白書副書名    

告示年度 主な改訂点 「総合的に」が示された科目の目標部分 国民生活白書副書名 

1947 実業の 1 科目 家庭   ― 

1949 実業から独立 一般家庭  ― 

1956 

 

家庭と家庭技

能を 1 教科に

統合 

家庭一般 「家庭一般」の内容を被朋、家庭経営、食物、保育・

家族として、それぞれまとまりあるものとし、家庭

生活全領域を総合的にはあく 

― 

1960 

 

女子必修 

 

 家庭経営の立場から家庭生活全領域にわたる知識理

解を深め、食物、被朋、住居ならびに保育などの基

礎的技術を総合的に習得  

職業別にみた国民生活

の現状と生活革新の進

行 

1970 

 

  家庭生活に必要な衣食住保育などに関する知識と技

術を家庭経営の立場から総合的に習得   

豊かな人間環境の創造  

1978 

 

  衣食住および保育などに関する基礎的な知識と技術

を家庭経営の立場から体験的に・総合的に習得  

新しい暮らしと地域の

中の連帯 

1989 男女必修 

 

家庭一般 

生活技術 

生活一般 

衣食住、家族、保育などに関する基礎的・基本的な

知識と技術を家庭経営の立場から総合的、体験的に

習得 

人生 70 万時間ゆたか

さの創造 

1999 普通教科と専

門教科が独立 

家庭基礎 

家庭総合 

生活技術 

人の一生と家族、子どもの発達と保育、高齢者の生

活と福祉、衣食住、消費生活などに関する知識と技

術を総合的に習得  

選職社会の実現 

 

2009 

 

普通教科が共

通教科に変更 

家庭基礎 

家庭総合 

生活デザイン 

人の一生と家族・家庭，子どもや高齢者とのかかわ

りと福祉，消費生活，衣食住などに関する知識と技

術を総合的に習得 

消費者市民社会への展

望―ゆとりと成熟した

社会構築に向けて― 

＊ 国民生活白書は 1956 年に昭和 31 年度版として初めて発行されたが、副書名はない。 

＊ 平成 21 年度版国民生活白書は発行されていないので、平成 20 年度版の副書名を掲載した。 
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Tab.1-2 高等学校家庭科における領域名の変遷 

昭和 22 

1947 

被朋 食物 住居と家事経理 家族関係と子

供 

家庭衛

生 

昭和 24 

1949  

被朋 食物 住居 家庭経済   家 庭 管

理 

家族 育児 衛生 

昭和 31 

1956 

被朋 食物     家 庭 経

営 

保育・家族  

昭和 35 

1960 

衣生活

の経営 

食生活

の経営 

住生活

の経営 

計画的な

経済生活 

家庭生活の改

善向上 

能 率 的 な

家庭生活 

家 庭 生 活

と 家 庭 経

営 

 乳幼児

の保育 

 

昭和 45 

1970 

衣生活

の経営 

食生活

の経営 

住生活

の経営 

家庭の経

済生活 

 家庭の生活

時間と労力 

家族と家庭経営 乳幼児

の保育 

 

昭和 53 

1978 

衣生活

の 設

計・被

朋製作 

食生活

の 設

計・調

理 

住生活

の 設

計・住

居の管

理 

 ホームプロジ

ェクト・学校

家庭クラブ 

家庭生活の設計・家族 母性の

健康・

乳幼児

の保育 

 

平成元 

1989 

衣生活

の設計

と被朋

製作 

食生活

の設計

と調理 

住生活

の設計

と住居

の管理 

家庭経済と

消費 

ホームプロジ

ェクトの実践

と学校家庭ク

ラブ活動 

 家族と家庭生活 乳幼児

の保育

と親の

役割 

 

平成 11 

1999 

生活の科学と文化 消費生活

と資源・環

境 

ホームプロジェ

クトと学校家庭

クラブ活動 

 人の一生

と家族・

家庭 

高 齢 者

の 生 活

と福祉 

子供の

発達と

保育・

福祉 

 

平成 21 

2009 

生活の科学と環境 生活にお

ける経済

の計画と

消費 

ホームプロジェ

クトと学校家庭

クラブ活動 

生 涯 の

生 活 設

計 

人の一生

と家族・

家庭 

子どもや高齢者

とのかかわりと

福祉 
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3 生活に関する先行研究における「生活」をとらえる視点 

3-1 「プロセス」でとらえる視点 

「生活」は戦前から社会の仕組みを問い直す概念として使われている。欧米的な近代化

を目指して家庭生活を改善するために勃興した生活改善運動にかかわり、生活学の基礎を

築いた今和次郎は、大正期におこった生活の変貌をありのままに記録しようとした考現学

を始め、生活の質について 4つの構成要素により生活の文化的段階を 3段階からとらえた。

「今日の時代の生活を知的貧しさから、習慣のとらわれから高め、また解放するために、

叫ばれている生活改善の仕事の基礎原理と、そして、いかにしたらば、あるべき方向へ今

日の生活を導いていけるかの方法を含めて研究する」(今，1952 初出、1971a)ことをめざ

した。 

都市社会学の鈴木栄太郎は「社会構造は静態的構造に関するものであり、生活構造は動

態的現象に関するもの」（1969）とし、社会構造を補完する概念として生活構造を位置づけ

た。それに対し、松原治郎は生活を背後に退けてしまったこれまでの社会学に対して批判

的な立場をとり、「生活」の全体的な解明に努めるべきであるとした。松原は生活を「より

よく生きるという目的にむかって展開される複雑な体系であり、目的志向的な各種の生活

要求が、一定の社会的状況のもとで、各種の社会的手段を用いながら、その充足を目指し

て、各種の生活行動を選択して遂行される過程」（1971）であるとし、生活行為の体系を提

起した。 

住居学の吉野正治は「生活とは生活要求（目標）の実現過程である」（1980）とする。さ

らに、家庭科教育の方向性として「生活者を主体として生活を把握し、生活から出発して

生活に帰ってくるといった視点、生活の中で物や社会を考究するといった視点」が要求さ

れるべきである、と説いた。 

現象学から江原由美子は切れ切れの断片の寄せ集めと化した現代生活を把握するために

は、Schutz, A.の生活世界論が必要な枞組みであるとし、生活世界を「平板な単一の世界

ではなく、複雑なリアリティの総合」であるとし、Piaget,J.やErikson,E.H.の理論を援用

し、日常生活世界における意識のあり方を発達段階にしたがって「身体性」「象徴性」「日

常生活」「論理的認識」の4つの層からなるリアリティであるとした。日常生活世界は発達

的に形成されるものであり、各リアリティ間の移行を分節化と混沌化・凝集化と拡散化と

いう二軸から把握し、多元的リアリティの動態論を導いた（2000）。 

以上の論考から生活をとらえる視点として第一に、「段階」「過程」「動態」「変動」とい
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った変化・動きを示す「プロセス」で生活をみようとする点が浮かび上がる。 

 

3-2 「相互作用」からとらえる視点 

今和次郎と時期を同じくして、社会政策学の中鉢正美は生活学を相互に有機的な関連を

持った生活環境論・生活構造論・生活実践論から成り立つものとして構想し（1953）、家

計構造の中に見い出された環境と生活主体の間の履歴効果を、生活に固有の構造と考えた

（1956）。 

初代会長今和次郎の後を継いだ吉阪隆正は「人間の行為を如何なる尺度で測定するか、

価値をどこに置いて見るか」という問いを立て、「住居学」を著した。その中で、「建築家

が新しい住宅を設計する。それは新しい生活を創造するためである。しかし、与えられた

形は必ずしもその通りに生活を規定するものではない。建築家が住宅の革新によって、生

活改善を行う可能性は確かに大きいであろう。だがそれはあくまでも可能性でしかない。

その可能性を現実としてくれるものは、結局生活である。それを導いてくれるのは建築学

ではなくて、それは家政学である。勿論ここでいう家政学は従来の家事作業のよせあつめ

の家政学でないことは断るまでもあるまい」（吉阪，1965）と述べた。「住生活」を中心概

念とし、「新しい環境の中での人間、その人間が更につくって行く環境との相互関係につい

て何らかの見通しをつけるための学問」（吉阪，1985）として提唱した「有形学」を通して、

人とものとのかかわりを見つめて、その豊かな関係性から生活探り続けたといえる。西山

夗三は生活を生活様式としてとらえ、そのさまざまな側面として、衣・食・住、家族関係

や家庭経営、生活の時間的構造や空間的構造をあげ、それらを総合化した体系とした。「現

在進行しつつある生活分解・生活様式の荒廃化に対して、未来に向かって如何なる生活様

式を選択するのか」（1977）を明らかにしていく立場にたち、生活過程を 4つにわけ食寝分

離論を唱えた。佐々木嘉彦は、「生活とは、物（生活手段）と結びついた人間の諸行為の連

関と、それが心理に及ぼす影響（たとえば満足、不満足）の全体」（1975）であり、分析に

耐えうるような概念として定義することで、研究対象として限定し、生活科学の理論化を

進めた。住田昌二は、日本生活学会の示す「生活」の概念「生活主体（人）を中心とした、

（一）人と人、（二）人と心、（三）人と事、（四）人と物の関係（システム）とみなし、（四）

には部分的に、人と金のシステムが加わる」について、「生活の規定をあまりにも分解しす

ぎ、抽象化しすぎている」点をあげ、「『問題』が現象しているレベルで行わなければなら

ない」と批判している。「問題が現象しているレベル」とは「個々の生活系」であり、「生
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活様式の解体とは、生活の貧困化の進行」であると論じ、したがって生活科学は日常生活

の局面にあらわれている生活問題を研究対象とした問題解決学であるとした（1977）。生活

学において 70 年代は生活を見直すことが研究のテーマになり、以上のように住居学から

の取り組みが発展していった。 

都市社会学では、松本康が生活構造を鈴木栄太郎、安田三郎、松原治郎らの生活構造論

から「生活主体が日常的にとり結び、参与している社会的諸関係の集合」と整理した。そ

して生活構造との関係からライフスタイルを「生活価値パタンに侜拠した、諸関係および

諸資源にたいする選考のパタン」と定義した。80年代の豊かな物質的生活の中で新しいラ

イフスタイル形成を提示し、生活の個人化と消費の集合化を軸にしてライフスタイルの動

態と分化を考察した生活システム論を展開した（1985）。 

有末賢は生活研究において生活をどのように捉えるかを課題と考え、これまでの生活研

究における生活把握を規則性・変動性と特殊性･一般性という二軸から四類型に整理した

（1984）。有末自身はライフヒストリー研究において、調査者と被調査者との間の相互作

用による「意味の生成過程」に着目し、生活を重層的な時間構造や物語の構成におけるア

イデンティティの重層性から考察した（1996、2000）。 

以上の論考から第二に、生活を「複雑」「重層」な構造をそのままに「連関」「相互」に

とらえる視点があげられる。 

 

3-3 「価値」よりとらえる視点 

社会政策学の篭山京はそれまで生活の尺度とされていた家計ではなく、労働・休養・余

暇の生活時間量を用いることによって生活を把握した。すなわち、国民生活を生活費論で

はなく、一日の生活時間全体と捉え、すべての国民に平等でかつ共通する尺度として考え

られる生活時間論を設定し、「生活の刷新、生活の改善、生活の再建、或は生活の安定と

いうような問題」（1943初出、1984）の解決に迫った。篭山とともに50年代に中学校職業・

家庭科教科書を執筆した城戸幡太郎は生活を規定するのは生産と消費であるとし、「現実

の生活問題を解決する方法を研究しないで、抽象的な理論に終わったり、他国の翻訳家政

学であったりしては、新しい日本を建設させようとする将来の国民の教養としては生活を

超越した実践力のない学問になってしまう」（1951）と指摘した。 

生活構造論では中川清が生活変動を説明概念として 1900 年代以降の生活を分析し

（2000）、過剰対忚と自己変容によって「『よりよい』生活が達成された結果として」（中川，
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2007）生じる生活問題を示した。 

先に上げた 2つの視点と合わせて、生活の現状を「問題解決」「目標実現」からとらえ「生

活刷新」「生活改善」「新しい生活」に向かって「見通し」「選考」「選択」する視点を第 3

の視点とする。 

 

4 「生活」のとらえ方 

「生活学」「生活構造論」を中心とした生活に関する先行研究を概観した結果、生活を

とらえる 3 つの視点が示された。１つは「段階」「過程」「動態」「変動」といった変化・

動きを示す「プロセス」で生活をみようとする点、2つには「複雑」「重層」な構造をその

ままに「連関」「相互」からとらえる視点、3つには現状を「問題解決」「目標実現」「生活

刷新」「生活改善」「新しい生活」に向かって「見通し」「選考」「選択」する視点である。

すなわち、生活を「プロセス」でとらえる視点、「相互関係」からとらえる視点、「価値」

よりとらえる視点、および家庭科教育研究や学習指導要領が示すように「総合的に」とら

える視点を加えた 4 点により整理できると考えられる。 

また、昭和 31年版から平成 21年版までの高等学校指導要領による「総合的」の解釈と

して 5点にまとめた。 

① 家族・家庭生活といった私的側面と地域・社会、職業生活といった公的の両面の相

互関係からとらえる 

② 知識と技術を結びつけて、実生活で活かす 

③ 金銭、生活時間、人間関係などの生活資源や、衣食住、保育、消費などの生活活動

にかかわる事柄を、相互に関連させる 

④ 自然科学の方法と社会科学の方法を踏まえる 

⑤ 人の一生という時間軸と個人・家族・社会といった空間軸のかかわりからとらえる 

昭和 31 年版・35 年版では生活を衣食住といった領域から把握しそれらを満遍なく取り

扱うことを以って、「総合的」としていたが、昭和 45年版以降上記 5点の視点が加えられ

ていった。半世紀の時代の流れのなかで、生活問題も複雑化し、「総合的」の意味は変化

し重層化していったことは、家庭科教育の対象として、教科誕生からほぼ半世紀の間使わ

れてきた「家庭生活」に代わって、平成 11 年版から「生活」を用いるようになったこと

からも明らかである。 

昭和 53年版では、「家庭生活の本来の意義を十分理解し、物質優先の考え方に流れるこ
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となく、人間尊重を基本理念として、家族関係を重視し、物質面、精神面において明るく

豊かな家庭生活を営む」（文部省，1978）ことが目標とある。「豊かさへの挑戦」とした 1969

年の経済白書において経済成長至上主義への疑問が呈され、1973年、79年と二度にわたる

石油ショックによって高度成長は終焉を迎える状況の中、生活の豊かさについての指標化

が盛んに行われた（渋谷他，2006）。真の豊かさとは何かが問われ、豊かさやゆとりが生活

をとらえる基準となった。また、「夫は仕事の領域に、子どもは教育の領域に住み、妻が家

庭の専従者となるというような役割分担が成り立つ中で、家族は独自の価値としての親密

性というものを十分に形成してきたといえるか」（本田，2009）といった、その時代の家族

のあり方から生活を問い直す試みもあった。 

1979 年に国連が「女子差別撤廃条約」を採択し、続いて 1981 年には ILO が「男女労働

者、家庭的責任を有する労働者の機会均等および平等待遇に関する条約」および「同勧告」

を採択したことによって、家庭科男女共学に関する議論が高まり、平成元年には実現した。

1960年代以降の工業化の進展による「サラリーマン家庭の増加に伴い、女性は『主婦化』

した」（落合,2004）ことを後押しするかのように「家庭経営の立場」という文言は昭和 35

年版から用いられ続け、平成になっても「侜然として女子用科目の生活を付与されている」

（朴木，1984）との指摘もあるが、ここで漸くジェンダー・エクィティの実現に向けて男

女ともに個人が主体となって自立した生活を営むための視点がもたらされたといえる。 

すでに概観したように経済・社会の構造的変化により、生活をめぐる問題は多様化・複

合化し、その解決に向けての意思決定、的確な対忚が要請される。一方、個人の内面にあ

る考え方や意識が生活行動を決定づけ、様々な生活場面での結果が QOL に影響を与え、

それがまた自己の発達に影響する。しかしながら個々人の力では QOL を向上させるのに

限界が生じている。QOL 向上へと結びつく方向を模索するためには、生活を営む上で発生

する問題の多面性を踏まえて俯瞰的・複眼的に把握する力が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

第 2章 研究の目的と方法 

 

1 目的 

序章では、経済・社会が激変する中で育った若者が生活者としてどのような状況にある

のか、その現状と背景を考察した。第1章では家庭科教育研究および第二次世界大戦後家庭

科という教科が誕生してから現行に至るこれまでの学習指導要領で「生活」はどのように

扱われてきたか、その視点を整理した。次に、「生活」とは何か、「生活」の歴史的・社会

的解釈を生活学、生活構造論を中心とした生活の先行研究を通して概観し、「生活」のとら

え方を再把握した。 

現代における家庭科教育の生活認識についてとらえ直し、家庭科教育の意義に対する示

唆を得るためには、高校生を中心とする若者がどのように生活を認識していくのかを再検

討しなければならい。そこで、現代の若者の生活をめぐる問題を読み解き、解決への方向

をめざすために、激動する現代を生きる若者にとっての生活とは何か、彼らの視点に立っ

て理解する必要がある。 

家庭科教育において育む能力として、日本家庭科教育学会構想案では、「個人及び家庭の

発達と生活の営みを総合的にとらえて、日々の生活活動の中で、主体的に判断して実践で

きる能力を育み、明日の生活環境・文化を創ることのできる資質・能力を育成する」こと

を提案している。そしてこれらの資質・能力の育成のための基盤として｢子どもの認識の過

程が事実認識から生活の総合的な認識へ、また生活に結びつく実践が生活技能から創造的

生活経営力へと広がること」（1997）を意図している。第 1章で明らかになった家庭科教育

研究および高等学校学習指導要領による 5点の意味における「総合的」を踏まえ、生活を

とらえることによって、家庭科教育において高めるべき生活の認識とは何か、明らかにす

る必要がある。また、どのような家庭科教育によって生活認識を高めることができるのか、

授業実践により検討を加え、家庭科教育の意義に対する示唆を得たいと考える。したがっ

て、若者の目線から見た生活を読み解き、家庭科教育で育むべき生活の総合的な認識を検

討することによって、若者の生活現実にそった家庭科教育の意義を明らかにできると考え

る。 

以上のことから、第一にこれまでの生活の先行研究から得られた生活をとらえる視点は、

「プロセスでとらえる」（今，1971、吉野，1980、江原，2000、宮本，2003）という点、「相

互関係からとらえる」（中鉢，1953、吉阪，1965、松本，1985、有末，1996）という視点、
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そして「問題の解決をめざす」（篭山，1943、中川，2007）という点からあらわすことがで

きる。現象としての事実を探求する現象学に対して「生活研究は、個人的視点から生活と

社会を展望することによって、それらの現象を参照して、いかにして生活を一層高いもの

に設計すべきかを考える」（今，1971b）ことに重点をおく。したがって生活の現状から問

題を見出す段階から解決に向けた視点をもってとらえ直す段階へとレベルを上げる、とい

う視点から生活をとらえるということである。レベルは「『生活の問題』をどう認識するか」

（吉野，1980）という段階により判断する。 

生活を認識していくプロセスに対し、前の段階の達成のうえに次の段階に進む変化とし

てとらえ、新しい構造に転換してゆく質的変化過程を質的分析により探索的に検討してい

く。 

第二に、生活を総合的にとらえることは複雑な生活の諸関係を自覚するためには重要で

あることが示されていた。生活は過程としての人間の行為の全体であり、新しい環境に対

して相互関連を保持しながら自発的な変化に基づく変容プロセスとしてとらえる。さらに

「行為（action）を行動（behavoir）から区別するものは、前者の目的志向性にある」（青

井，1971）とされ、行為を生活主体の視点から明らかにする。生活は生活主体の要求を実

現していく過程である(佐々木，1975) と同時に、自己形成と社会形成の両過程にかかわっ

ていく能力を獲得する過程である。ヒト・モノ・コトの関係から生活のとらえ方に影響を

及ぼす生活行為について量的分析をし、もう一方の質的分析から出てきた理論を検証して

いく。 

そこで、「生活問題を自分自身の生活現実から解決の方向をもってとらえること」を本研

究における生活認識と定義する。本研究において若者特有の生活認識形成がどのようなも

のなのかそのプロセスを探り、生活問題の解決をめざす過程において、ヒト・モノ・コト

の相互作用がどのようにおこるのか明らかにしていく。 

したがって、若者特有の生活を認識していくプロセスをより詳細に分析し、どのように

若者の生活認識が形成されているのか、どのような要因が生活認識を高めるのかについて

検討を深めていく。すなわち、本研究の目的は、若者が生活者としてどのように生活を認

識しているのかそのプロセスを明らかにするとともに、若者の生活認識を育むためにはど

ういった教育的支援が可能なのかについて、検討することである。若者のとらえた生活問

題に対する視点を理解し、若者が生活を創造していくために必要とされる教育的支援を探

し求める。 
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2 方法と構成 

2-1 ミックス法による順次的探索的戦略 

本研究で定義した生活を家庭科教育の研究と実践にかかわらせて限定し、それを若者が

どのように認識していくのかを明らかにするために、質的データと量的データから分析す

る Mixed method アプローチを採用する。Mixed method アプローチの主な手法には順次的

説明的戦略と順次的探索的戦略があり（Creswell,J.W.，2007）、本研究では、第一段階目

に質的データ収集と分析が実施され、第二段階目に量的データの収集と分析が続く、順次

的探索的戦略をとる。順次的探索的戦略をとる Mixed methodアプローチを用いた研究の目

的は、量的・質的の順で行われる順次的説明的戦略とは異なり、現象を探求することにあ

る。前に述べたとおり、若者が生活者としてどのように生活を認識しているのか把握する

とともに、若者が生活者として生活認識を形成するためにはどういった教育的支援が可能

なのかについて、明らかにすることを目的とする。 

本研究の第一段階は生活認識に関する質的な探究で、生活について若者にとっての意味

を探り、そこから生活認識形成プロセスの構造モデルを提示する。質的なデータから明ら

かになったテーマは、第二段階で質問紙の作成に用いられ、量的な調査で検証する。さら

に、質的・量的データから得られた知見をもとに高等学校家庭科の授業実践をして、教育

的効果を検証する。  

なお、研究上の問いは以下の 3点である。 

（1）若者の生活認識はどのように形成するのか。 

（2）若者の生活認識形成にどのような生活行為がかかわるのか。 

（3）高等学校家庭科教育において育む生活認識とはなにか。 

これらの問いに対して次の 3つの調査と 2つの授業実践で検討する。 

【調査 1】二十歳の学生を対象にしたインタビュー 

【調査 2】初めてのアルバイト経験をした高校一年生を対象にしたインタビュー 

【調査 3】高・大学生を対象にした質問紙調査 

【実践 1】東京都立 K 高等学校三年生の「家庭総合」授業実践、授業プリントに記述さ

れた意見･感想 

【実践２】東京都立 S高等学校一年生の「家庭基礎」授業実践、授業前後の質問紙調査

およびインタビュー 
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2-2 本研究の構成 

 本研究の全体の構成は、序章および第 1章で本研究の課題を明確化し、本研究に至る論

点や関心を述べる。第 2章では本研究の目的と方法を示し、本研究の方向性を掲示する。

第 3章で生活認識について探求する現象の範囲を絞り込み、理論的基盤となる文献を提示

する。第 4章では研究課題に対して質的分析を、第 5章では量的分析を加える。第 6章で

は授業実践により教育的効果に関する検討を進める。最後に第７章で、得られた知見を総

括し、本研究の貢献と課題について述べる。 

各章について具体的には次のように進める。 

序章では問題の所在を提示し、本研究の対象である若者の生活をめぐる問題の背景と実

態について述べた。多くの国で問われ続け、豊かさを味わえないという QOLの問題につい

ては、自分自身がその価値基準を持たないかぎり、解決に結びつかないとの指摘がある。

まずは、若者が生活認識を高めていくにはどういった教育的支援が可能なのかについて、

若者自身の視点から理解する必要がある。そのためには、若者はどのように生活を認識し

ていくのかその形成過程を明らかにすることを研究課題とした。 

第 1章では認識対象となる「生活」とは何か、「生活」の歴史的・社会的解釈を生活研究

の先行研究を通して概観した。次に、家庭科が誕生してから現行に至るこれまでの学習指

導要領において「生活」はどのように扱われてきたか、「生活」についての概念を教科教育

の立場から再把握した。先行研究および学習指導要領から整理された生活をとらえる視点

は、変化・動きを示す「プロセス」という視点、複雑な構造を「相互関係」からとらえる

視点、問題解決・目標実現をめざす「価値」という視点、そして「総合的に」とらえる視

点の 4 点であった。 

第 2 章では質的・量的の順で行われる順次的探索的戦略をとる Mixed method アプロー

チを用いる理由を述べた。第一義的な焦点は、若者が生活者としてどのように生活を認識

しているのかという現象を探求することであり、そのもつ意味を解釈し結論を描き出すた

めに多数のデータを収集しその段階で理解をさらに広めていくためである。さらに若者が

生活認識を高めていくためにはどういった教育的支援が可能なのかについて、明らかにす

ることを目的として示した。 

第 3 章では我が国の家庭科教育においてどのような「生活認識」の実態把握がなされ、

「生活認識」に関する授業効果に関する研究がなされてきたか整理し、生活認識をとらえ
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る有用な視点を明らかにする。 

第 4章で調査 1 において、二十歳の学生を対象として生活のとらえ方について半構造化

面接を実施したデータから質的に分析し、若者の生活認識形成プロセスの構造を明らかに

する。調査 2においては、アルバイトを経験した高校一年生の生活認識形成プロセスに

ついて質的に分析し、アルバイトをはじめとする職業経験が生活認識形成にどのような影

響をもたらすのか探る。 

第 5章で調査 3において、調査 1および調査 2から得られた生活認識形成プロセスにか

かわる要因について、生活行為に着目した量的調査により分析をし、生活認識と生活行為

の関係を明らかにする。 

第 6章では実践 1において、調査 1および調査 2から得られた生活認識形成についての

知見に基づいて授業実践を行い、生徒の生活認識の変容について検証を試みる。実践 2で

は調査 1,2に加え、調査 3から得られた生活認識形成についての知見に基づき授業実践を

行い、生徒の生活認識の変容について検証を試みる。本章では若者が生活者として価値観

を築き、生活を創造していくためにはどのような教育的支援ができるのか、そのあり方の

ひとつとして、高校生の生活認識形成を育むモデルを提示する。 

第 7章で、第 1章～第 6章までの知見を集約して、高校生の生活認識の育成という見地

から家庭科教育のめざす方向性について述べる。 
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第3章 家庭科教育における生活認識に関する理論的研究 

生活学や生活構造論における先行研究、家庭科教育研究及び高等学校家庭科学習指導要

領を通して「生活」の歴史的・社会的解釈を概観してみたが、本章ではこれまでの家庭科

教育において「生活認識」の実態把握がどのようになされ、「生活認識」の変容から授業効

果をとらえた研究がどのようになされてきたか整理し、生活認識をとらえる有用な視点を

明らかにする。家庭科教育におけるこれまでの生活認識に関連する先行研究を実態調査お

よび授業分析の 2点から日本家庭科教育学会誌に掲載された論文を中心に概観し、本章の

まとめとして生活認識のとらえ方を検討する。 

 

1 家庭科教育における生活認識をめぐる研究の概観 

1-1 実態調査に関する文献研究 

日本家庭科教育学会誌に最初に掲載された、家庭生活に関する意識・認識・実態調査は1973

年に小・中を対象とした「家庭生活についての意識」（景山・太田，1973）についての質問

紙調査による研究が報告されている。1979年に小・中・高・大学生およびその保護者を対象

とした「日常の家庭生活に関する実態と意識」（大町・佐藤，1982）についての質問紙調査、

1980年に「高校生の家庭生活に関する実態と意識」（樋口他，1982）についての質問紙調査、

1981年に高・短大・大学生を対象にした「現代青年の家庭生活観」（吉中ほか，1982）につ

いての自由記述による調査が実施された。なかでも景山・太田、樋口の2つの研究に共通し

ていえることは、「どうしているか」という現在の生活の実態を明らかにすると共に、「どう

あったらよいか」というこれからの生活のあり方を問う価値観について分析を進めている点

である。 

全国的な規模では、1978年から日本家庭科教育学会により「児童・生徒の発達と家庭科教

育」が取り組まれ、全国を9地区に分けて、「家庭生活認識の発達」を副題とした共同研究が

進められた。「家庭生活についての調査」は1982年に実施され、「家庭生活の必然性、存在価

値、家庭の機能、家庭の役割分担について児童・生徒の認識を問うもの、及び家庭経営、家

族、保育、食生活、衣生活、住生活の領域における児童・生徒の生活技術の実態」（牧野，

2002）についてまとめられた。この研究で九州地区では、沖縄と九州の中学生の「家庭生活

認識の実態」について、家庭の機能、家庭の役割、父母・友人との対人関係からとらえ、性

差や地域性による相違をまとめている（新垣・金城，1983a・b）。新垣らは家庭生活認識を

宮川（1973）の論考に準拠して、「家庭生活に関する各種の経験から形成された事実認識と
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理性的思考により形成された本質的価値認識」の両面からとらえ、「家庭科学習が児童・生

徒の発達段階に忚じてなされるためには、生活認識を高める必要がある」(1983a)と論じて

いる。1983年には「家庭生活のしかたについての調査」が実施された。 

この共同研究の20年近く経った1998年から同学会により「児童生徒の家庭生活についての

意識・実態と家庭科カリキュラムの構築」の調査研究が取り組まれ、2001年には全国10地区

の小・中・高校生を対象とした「家庭生活についての調査」が再び全国的に行われた。現代

の子ども達の家庭生活の実態と意識を知ることを目的として、家庭科教育のあり方を考え、

カリキュラム研究に発展させるためのものであった。この調査において家庭科の学習経験が、

児童生徒の家庭生活の実態や、価値観の形成にどのような影響を与えるかを中心におこなっ

たクロス集計から「『家庭科』を学んで、『できるようになった』『わかるようになった』『気

づくようになった』『考えるようになった』ことが、尐しあるいはたくさん『あった』と答

えた児童・生徒達が、生活行動や生活意識の面で良い傾向を示していること」が明らかにさ

れた（牧野，2003）。 

1994年より高校家庭科の男女共修が施行され、それに向けて荒井・酒井（1992）は「家

庭科の学習内容および授業方法」と「高校生の家庭生活についての意識・実態」について

検討している。生活認識について家族観・性別役割分業観・経済観から意識をとらえ、生

活技術の実践度から実態をとらえ、生活認識の性差や学校差と家庭科教育における効果的

な学習の関係を明らかにした。 

以上の調査研究の結果を整理すると、幅広い年齢を対象として学習者の家庭生活の実態

を明らかにすることにより、発達段階に沿った価値観・価値認識を高める家庭科教育のあ

り方、家庭科カリキュラムを構築することが目指されていたことがわかる。すなわち、こ

れまでの家庭科教育において、「生活認識を高める」とは「価値認識を高める」ことである

ととらえていたといえる。今和次郎が「社会学は社会における現象の学であり、家政学は、

それらの現象を参照して、どのようにして生活をいっそう価値高いものに設計すべきかを

研究する価値学である」（1971b）と述べているように、改善・創造を目的として生活を認

識することは家庭科教育における生活に関する研究を進める上で重要な視点となる。 

また、「生活認識」という用語を用いた調査は見当たらず、社会との相互関係からとらえ

るという視点も見受けられなかった。さらに、実態をとらえる指標としていくつもあげて

みても、生活環境の変化に耐えうるものは尐なく、かつ生活全般をとらえきるというのは

困難である。真下（1986）は生活認識を「生活主体たる自己の感情・感性までも含めた『生
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活のいきづかい』をリアルに認識すること」と捉え、生産的視点・技術的視点など十の視

点を示し、生活認識形成のための具体的方策および｢生活｣概念の生活科学科教育学的探究

が課題であるとしている。 

 

 

Tab.3-1 実態調査による生活認識に関連する先行研究 

調査年 研究タイトル 対象者 調査内容 

1973 家庭生活および「家庭領域」に

関する児童・生徒の意識の実態

について 

小 5・ 

中 1・中 3 

家庭の役割 家庭への不満 家庭の理想像 

男女の仕事の分担の望ましいあり方 老親の扶養 

家庭での手伝い 

1979 家庭科教育・家庭生活に関する

実態と意識 

小 ・ 中 ・

高・大・保

護者 

日常の話題 家事の分担と家事の内容 平日の夕

食 生活費・職業費・小遣いなどの使い方 食料品

の買い方 昼食を外でとるときの献立の選び方 

身の回りの整理について  

1980 高校生の家庭生活に関する実

態と意識 

高 1・3 衣・食・住 家事労働 家庭経済 人間関係  

家庭観 家庭科教育  

1981 現代青年の家庭生活観 高・短・大 家庭生活 家庭内の役割分担 生きがい 両親 

1982 家庭生活に関する認識調査 小 2・4・6・

中 2・高 2 

家庭生活の存在価値 家庭の機能 家族の役割 

1990 高校生の生活認識と男女必修

家庭科の学習意欲に関する一

考察 

高 2 生徒の家族観 性別別役割分業観 経済観 生活

技術の実践度 学習内容に関する興味・関心  

2001 児童生徒の家庭生活の意識・実

態調査 

小 2・4・6・

中 2・高 2 

衣食住の技能の実態 衣食住の技能への意欲・関心 

時間・金銭・消費生活に関する自己管理 

衣食住に関する意思決定の能力 幼児とのかかわ

り 家庭についての意識 生活の価値観 子ども

たちの家庭生活の実態と意識 家庭科の学習経験 
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1-2 授業分析に関する文献研究 

 創刊号の 1960年から 2009年に刊行された日本家庭科教育学会誌に掲載された授業分析

論文の中で生活にかかわる認識の変容から研究されたものは 20本であった（Tab.3-2）。

対象者は小学生 4本、中学生 7本、高校生 7本、大学生 2本であり、対象領域は家族 8本、

衣生活 1本、食生活 3本、住生活 2本、保育 3 本、消費生活 3本であった。分析の視点と

して「生活認識」と示している論文は 1本もなかったが、生活にかかわる認識として考え

られるものに、「家族意識」「住空間認識」「子ども・子育てに関する意識」「食認識」

「エコロジー的意識」「問題意識」「他者に対する意識」等があり、それらの変容から授

業の効果を分析していた。授業分析では学習内容により目標がそれぞれ異なるため分析の

視点も一様ではないが、いずれもその意識・認識を高めることを目的としていた。意識・

認識の変容はワークシートの記述 5 本、発話 5 本、アンケート 2 本、コンセプトマップ 2

本、記述と発話の組み合わせ 5本、アンケートと発話の組み合わせ 1本による分析が行わ

れており、変容のとらえ方が課題といえる。 

全国調査に関しても 1982年調査では「認識・実態」とし、家庭生活の「認識」について

は「児童・生徒が家庭生活現象の意味をどのようにとっているのか」、「実態」を「児童生

徒の日常の家庭生活がどのように行われているのか」（酒井，1984）としている。2001 年

調査では「意識・実態」とし、異なる指標から論じられており、生活認識という表現は用

いられず、前回調査の生活認識のとらえ方とは一致していない。 

鈴木（2004・2006・2007）は「家庭生活事象に対する学習者の認識をふまえた授業開発」

の一連の研究のなかで、父親の家事労働分担と団らんのもち方等の実態が、高校生の生活

時間への認識や将来の生活時間や生活設計への認識に影響することを明らかにしている。

「広範囲な生活事象、生活要素を自己との接点をもって主体的に捉える」（鈴木他,2007）

ことが生活を創造する能力と実践的な態度を身につけるためには重要であると説いている。 

また、青木（1999）は、「『生活』という認識対象への働きかけである実践のいかんが『生

活』を変化させ、認識の度合いが実践を左右するとともに、実践の意図や意識が次なる認

識を左右する」という。さらに、「家庭科教育において、それ自体が総合性を有する『家庭

生活』を認識と実践の対象として設定することは、おのずと『家庭』と『生活』の関係、

『家庭』と『社会』の関連」（青木，1999）が反映された教育内容・方法となるとしている。

したがって、生活認識プロセスをとらえるのにあたり、認識と実践を結びつけた視点が必

要といえる。本項で分析対象とした論文の中で、「意識・認識」が高まると、「行為・行
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動」が変容したとの報告がある（長尾他，2007、岡田他，2009）。しかし、生活認識から

とらえた授業分析による研究は領域別に取り組まれ生活の範囲が一致せず、トータルな視

点でとらえるという意味おいては研究の知見がほとんど蓄積されてこなかった。 

 

 

 

Tab.3-2 「日本家庭科教育学会誌」における生活にかかわる認識の変容からとらえた授業分析論文 

 タイトル 著者 巻号 領域 対

象 

分析視点 

1 再生刺激法による家庭科の授業研究－「家庭生活」領域の衣

生活学習における中学生の認知・情意過程― 

渡 邉 幸

子他 

37（2） 衣 中 生活にかかわ

る意識 

2 家庭科教育における学習者の学び（第 4 報）―自己と家族の

関係性を見つめ直す：討論の内容― 

伊 波 富

久美 

42（2） 家族 大 家族意識 

3 家庭科教育における学習者の学び（第 5 報）―自己と家族の

関係性を見つめ直す：個々の認知過程― 

伊 波 富

久美 

42（2） 家族 大 

4 二次元イメージ拡散法による「家庭生活」領域の学習効果(第

1報)－自己の住空間認識― 

赤 崎 眞

弓 

42（2） 住 中 住空間認識 

5 二次元イメージ拡散法による「家庭生活」領域の学習効果(第

2 報)－住空間を媒体とした生徒と家族員との相互理解によ

る自己認識― 

赤 崎 眞

弓 

42（2） 住 中 

6 高等家庭科における保育学習体験者の意識変容(第 1 報)－保

育体験学習者の意識変容過程の構造化― 

中 嶋 明

子他 

46（4） 保育 高 乳幼児に対す

る抵抗感 

7 高等家庭科における保育学習体験者の意識変容(第 2 報)－生

徒の感想文にみる保育体験学習の経験内容の分析― 

砂 上 史

子他 

48（1） 保育 高 

8 高等学校家庭科における「消費生活と環境」の授業開発(第 1

報)－「資源・環境」に焦点を当てた授業づくりの基本的枞組

みと構造― 

妹 尾 理

子他 

47（1） 消費 高 日常生活にお

ける環境配慮

意識 

9 高等学校家庭科における「消費生活と環境」の授業開発(第 2

報)－授業実践及びその検討― 

井 元 り

え他 

47（1） 消費 高 
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10 高校家庭科の対話的授業における生徒の学習経験に関する質

的研究（第 1 報）－ワークシートに現れた生徒の「語り」の

カテゴリー分析－ 

小 高 さ

ほみ 

47（3） 家族 高 選択的夫婦別

姓制度の賛否 

11 高校家庭科の対話的授業における生徒の学習経験に関する質

的研究（第 2報）―授業における生徒のナラティブの生成― 

小 高 さ

ほみ 

47（3） 家族 高 

12 家庭科における家族学習が児童の家族の見方に及ぼす影響 矢 野 由

起 

47（4） 家族 小 家族観・家庭生

活観 

13 生徒が子どもや子育てに対して明確なイメージをもてるため

の高等学校家庭科における授業実践 

岡 田 み

ゆき 

49（2） 保育 高 子ども・子育て

に関する意識 

14 小学校での生活時間の授業における児童の学び 中 山 節

子他 

49（3） 家族 小 The daily 

activities 

15 地域の食文化に視点をあてた授業の成果（第 1 報）―コンセ

ントマップで把握した中学生の食認識― 

桑 畑 美

沙子 

50（1） 食 中 食認識 

16 地域の食文化に視点をあてた授業の成果（第 2 報）―感想記

述で把握した中学生の食認識― 

桑 畑 美

沙子 

50（1） 食 中 

17 共同的学習活動における「生活経験を語る」場の検討 伊 波 富

久美他 

50（2） 消費 中 問題意識 

18 家庭科教職課程履修生に対してのエコ・クッキングの教育効

果 

長 尾 慶

子他 

50（3） 食 大 食生活におけ

るエコロジー

的意識 

19 小学校家庭科におけるコミュニケーションスキルを育成する

ための授業実践（第１報）―授業構成― 

河 原 史

敏他 

52（1） 家族 小 他者に関する

意識 

20 小学校家庭科におけるコミュニケーションスキルを育成する

ための授業実践（第 2報）―授業評価― 

岡 田 み

ゆき他 

52（2） 家族 小 
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2 家庭科教育において高める生活認識の検討 

2-1 Brown,M.の理論による「家族の行為体系」からみた生活認識 

家庭科は、終戦後我が国の教育改革を管理・指導したアメリカの教育使節団が戦前の家

事・裁縫教育を否定し、「民主的な家庭建設を直接の課題」（瀧本，2004）として誕生した

教科である。その後、我が国独自の事情によって家庭科教育の内容については変遷を重ね

ていったが、カリキュラム研究において立ち後れており、その理論研究は尐数である（林，

2002）。また、我が国の家庭科教育における生活にかかわる研究は、これまで家庭生活意識

に関して積み上げられてきたが、生活認識を相互関係からとらえた先行研究は認められな

った。そこで、カリキュラム開発の先進的な取り組みをしているアメリカで、多くの州か

ら支持されている Brown,M.の理論による「家族の行為体系」を概観し、家庭科教育におい

て高めるべき生活認識とは何かを明らかにする。 

Brown,M.は、従来の家庭科教育における衣・食・住、保育などの領域による家族の行為

の分類では、思考と行為の関係を理解するには困難であり、家族の複雑な行為全体を明確

にすることができないと批判した。Brown,M.は、Habermas, J.の「理論と実践」（Theorie und 

Praxis1963）・「認識と関心」（Erkenntnis und Intersse1968）からの理論を援用して、家

族の行為体系を Technical(instrumental、purposiverational) action in the family 、

Communicative action in the family、Ｅmancipative action in the family の 3つに分

類した（1980）。第一に Technical(instrumental、purposiverational) action in the family

は衣・食・住における基本的要求を満たすためにモノを活用・管理する活動とし、モノを

生産したり、目的達成への手段となる行為であるとする。第二に Communicative action in 

the familyは対話によって個々の意志、意味、目標、価値信等を相互主観的に理解する行

為とし、家族や社会を構成する一員として自己や他者のライフストリー、異なる伝統文化

を解釈するために不可欠な活動である。家族や学校・職場・地域においてヒトとの相互理

解、同意や共感を目指すものであるとする。第三に、Ｅmancipative action in the family

は社会の単位としての家族が伝統的な考えを批判的に討議する場となりえるとし、家族や

社会における特定の思想・世論・意識・行動へ誘導する権威、独断的信念、ごまかし、偏

見、抑圧などを明らかにし、それらのコトを解決する行為である。自己認識および他者と

の対話の相互作用を通して家族や社会を吟味し、熟考し、その結果を批評することを含む。

家族や社会に立ちふさがる矛盾を解決するためになされる行為であるとする。 

Brown,M.の理論は家族の行為体系という概念によって生活実態を包括的にとらえること
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で、客観的世界・社会的世界・主観的世界からなる 3つの生活世界（Habermas，J.1981）

に対忚した価値領域と、さらに生活主体による問題解決の思考過程・行為の相互関連を示

したといえよう。Brown,M.はこの家族の行為体系において具体的に現れる家族の問題を実

践問題として把握し、家庭科教育の目的を家族の永続的な実践問題を解決する能力を育成

することにより、長期的に家族の行為体系に適切に関わっていくことのできる行為主体と

しての個人の自己形成を援助すること（林，2002）においた。そして家族の永続的な実践

問題を中核として構造化した「実践問題アプローチ」のカリキュラムを提唱した。 

Brown,M.の家族の行為体系を援用した理論に、米国家庭科ナショナルスタンダード、林

の「生活実践知」、中間の「生活問題解決のレベル」がある(Tab.3-3)。 

米国アメリカナショナルスタンダード National Standards for Family and Consumer 

Sciences Education (National Association of State Administrators of Family and 

Consumer Sciences,1998・2008）では各州の「実践問題アプローチ」のカリキュラムを参

考に個人と家族が直面する実践問題を 3 つの行為体系としてとらえた。3 つの行為は個別

にその特徴が示されているが、個々に分離しているものではなく、むしろ互いに支えあい、

補い合う関係にあるとされる。 

林（2002）は「自己と生活世界に関する全体的視野から家族の行為体系を認識し、倫理

的に正当化できる価値判断に基づいて意思決定と生活行為を導く統合的な知」を生活実践

知とし、家庭科教育において生活実践知の形成を目指し、生活行為の種類とそれに対忚す

る知の関係をとらえ定義した。林によれば、多様に実施されている各州の「実践問題アプ

ローチ」のカリキュラムを分析した結果、生活実践知形成を目指す家庭科教育は「生活行

為体系を全体的な視野から捉え」ていることが明らかになった。 

中間（2004）は家庭科教育の役割として、「課題に迫ることのできる生活者を育てること」

をあげ、その解決すべき生活問題を生活行為と生活組織の関係から 3つのレベルで遠心的

な広がりとしてとらえた。Brown,M.や林は行為を類型として並列に扱ったのに対し、中間

（2002）は、3 類型を発達段階的にとらえ、生活を主体的に創造するために、生活主体が

生活環境に働きかける力、すなわち社会システムにおける生活問題の解決能力の育成を最

も高いレベルに位置づけた。 
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Tab.3-3 「家族の行為体系」を援用した理論 

 

 

2-2 生活と科学の結合を導く認識理論 

生活認識についての家庭科教育における共通の定義を構想するために、どのように具体

化させていくのかを明確にしていかなくてはならない。そこで、生活と科学の結合を生活

家 族 の 行 為 体 系

Categories of action 

in the family 

（Brown,M. 1980） 

技術的行為 

Technical(instrumental

（purposiverational) 

action in the family 

コミュニケーション的

行為 

Communicative action 

in the family 

解放的行為 

Ｅｍaｎcipative 

action 

in the family 

ナショナルスタンダード

（NASAFACS1998・2008） 

技術的行為 

Technical Action 

解釈的行為 

Interpretive Action 

熟慮的行為 

Reflective Action 

生活行為の種類とそれに

対忚する知の関係 

（林 2002） 

目的合理的行為：科学的

な知識によって基礎付け

られる事実や法則の関係

を認識し、専門的技能を

使って合理的に目的を遂

行する生活行為。 

/客観的な知が中心。 

コミュニケーション的

行為：家族構成員や他者

との人間関係を向上さ

せるために、その人の置

かれた状況に忚じて関

係を絶えず再構築して

いくことに関わる生活

行為。 

/間主観的な知が中心。 

解放的行為：個人や家族

を束縛する自明視され

隠蔽されてきた社会の

状況、条件、規範、イデ

オロギーを批判的に吟

味し、権力構造、矛盾、

差別・偏見、抑圧等から

内的・外的に解放し、民

主的で公正な社会へと

改変していくことに関

わる行為。 

/自己変革と社会環境の

醸成に関わる知が中心。 

生活行為の種類とそれに

対忚する生活問題解決レ

ベル（中間 2004） 

技術的行為/ 

個人生活の問題 

コミュニケーション的

行為/ 

家族や地域社会の人々

の生活問題 

解放的行為/ 

社会システムにおける

生活問題 
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認識を把握する方向として着目し、Brown,M.やSuojanen,U.らが侜拠したHabermas,J.の理

論、戦後の教育運動において論争の的になってきた生活綴方を概観する。 

 Habermas,J.は科学的認識と人間の生活とのかかわりを問い、科学と認識関心を結合する

独自の認識理論をあらわした。Habermas,J.によれば、認識を主導する関心―認識関心―は、

認識（科学）との人間の諸行為を媒介する。人間の諸行為を道具的行動、伝達的行動、解

放的行動（奥山訳，1981）に区別し、それぞれの行為について科学の論理的方法的規則と

認識関心の連関を示した。道具的行動には経験的分析科学・技術的認識関心、伝達的行動

には歴史的解釈学的科学・実践的認識関心、解放的行動には批判的社会科学・解放的認識

関心がかかわるとされる（渡辺，1995）。この理論を援用して Brown,M.は家族の行為体系

を、Suojanen,U.は熟考の段階をあらわした(Tab.3-4)。Suojanen,U.もまた、中間同様に、

3 類型を発達段階的に扱っている。 

 

Tab.3-4  Habermas の認識関心 Erkenntnisinteresse と行為 Handlung の理論を援用した理論 

 

 

Habermas,J

（1968） 

技術的認識関心 

Technisches 

Erkenntnisinteresse 

道具的行動 

Instrumentalen 

Handelns 

実践的認識関心 

Praktisches 

Erkenntnisinteresse 

伝達的行動 

Kommunikativan  

Handelns 

解放的認識関心 

Emanzipatorischen 

Erkenntnisinteresse 

解放的行動 

Emanzipatorischen 

Handelns 

Brown,M. 

(1980) 

 

技術的行為 

Technical 

(instrumental, 

purposiverational) 

action in the family 

コミュニケーション的行

為 

Communicative action 

in the family 

解放的行為 

Emancipative action 

in the family 

Suojanen,U. 

(1994) 

 

技術的な熟考 

Tekninen(technical) 

reflektointi 

解釈的な熟考 

Tulkinnallinen 

(practical) reflektointi 

批判的な熟考 

Kriittinen(critical) 

reflektointi 
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しかし、Habermas,J.自身はその探索方向を断念し、より十全な理論として人間の行為一

般を理論化しようと試み、「コミュニケイション（注）的行為の理論」（1981）へ転換してい

る。つまり、人間は「認識し・行為する主体」である以前に「対話し・了解する主体」で

あり、人間の社会的な相互行為は、妥当性要求を行い合うことを目指すコミュニケーショ

ン的行為として対話的な形態で行われるとした。合意をめざした妥当性要求を掲げ、3 つ

の世界概念との関連によって行為を 3類型として提起した（Tab.3-5）。すなわち、「コミュ

ニケーション的行為は、世界の事実が記述される際に、真理性という妥当性要求が満たさ

れ、社会的な人格間関係が創出される際に、規範的正当性という妥当性要求が満たされ、

さらには主観的体験が表現される際に、真実性という妥当性要求が満たされるときにのみ」

（小牧・村上，2001）成立するとした。つまり、目的論的行為は言明あるいは存在条件に

たいして真実を要求する「真理性」、規範規制的行為は正統に規制される行為とその規範的

コンテクストにたいして要求する「正当性」、演劇的行為は自己の内面を誠実に自己表出し

ているかどうかといった「誠実性」がそれぞれの基準となるとした（Habermas、平井訳，

1985）。 

ここまで Habermas,J.は「実証主義が科学主義として認識と生活を切断している」（尾関，

1995）点を問題ととらえ、生活実践上の意味を確認すべく「科学と生活実践の連関を回復 

  

Tab.3-5  Habermas のコミュニケイション的行為の理論（1981，訳 1985） 

 （注）Habermas の著書「コミュニケイション的行為の理論」（1985年版の訳）のとおり表記した。 

 

了解志向のコミ

ュニケイション 

目的論的行為 

Teleologisches 

(strategisches)Handeln 

規範規制的行為

Normenreguliertes 

Handeln 

演劇的行為

Dramaturgisches 

Handeln 

妥当性要求 真理性 

Wahrheit 

正当性 

Richtigkeit 

誠実性 

Wahrhaftigkeit 

関連する世界 客観的世界 

objektive Welt 

 

社会的世界 

soziale Welt 

   ＋ 

客観的世界 

objektive Welt 

主観的世界 

subjektive Welt  

   ＋ 

客観的世界 

objektive Welt 
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すること」（渡辺，1995）を課題にした、実証主義論争のなかで科学主義批判を展開してい

った。これらの論争は、学校教育の流れの中でも見受けられる。1950年代に入るまで日本

では「生活することが第一である。学習は生活することをとおして、また生活することと

の関連においておこなわれる」（宮原訳，1957）という Dewey,Ｊ.の教育論を基に生活経験

主義教育が展開されていた。しかし、子どもの生活、生活関心から題材をくみ上げ、子ど

もの活動・経験を重視した生活経験主義教育は、国民に経済発展を担う労働力となること

を期待する政策にそぐわなかった。1957年にはソ連の人工衛星スプートニク号の打ち上げ

が成功し、世界的な科学技術教育振興の気運が高まり、日本は高度経済成長期へ突入して

いった。このような時代背景により 1950年代後半、学問の体系を中心に教科の学習を進め

る系統主義教育となっていった。大きくは経験主義か科学主義・系統主義をめぐって変容

を繰り返し、戦後高度経済成長期に至る前までは個性尊重の原則にもとづいて、経験主義

教育への志向が生み出されていった。 

なかでも戦前戦後を通じ、教育と生活の結合をめざして取り組まれた経験主義による教

育実践に生活綴方教育がある。特に戦後は経験主義の考えにたち 1950年前後から数年の教

育実践の核として生活綴方は展開され、この時代の貧困という課題に対して有効な方法と

なった。綴方教育運動において、大きな役割を果たした今井誉次郎は、「認識はそれを言語

で表現して相手に最も的確に伝えられる段階に達した時に、それは最高段階に達したもの」

（1976）と考えた。「リアルな目で生活を観察させ、できた作品を中心として学級集団のな

かで『話しあい』をさせ、なんらかの『考え方』をつくらせていく」（国分，1952）という

生活綴方の方法が形成された。教科教育における課題として、生活そのものを組織し、変

革していくことを挙げ、「生活綴方によって子どもたちは、自分の生活に目を向け、生活に

ついて考え、感情を深くし、疑問をもち、学び、行動をつくっていった」（奥平，2008）。 

生活綴方教育について小川太郎は「生活綴方は日常の生活経験レベルで感性的な認識を

リアルにするが、それを積み上げていくことで、人間・生活・社会についての、理性的な

認識に到達するものではない」ことを指摘しつつも、「科学的な概念の教授と生活の中の概

念とを発展的に結合させる道を探求することに導いている」（1963）と評価した。生活綴方

は生活問題を見出し、生活改善をしていく力を育成する方法として実践されていったが、

その中心的テーマは労働の生活であった。そのため、生活綴方の中で学校の生活について

は書かれず、その点において「生活」の位置づけが不安定であるとの指摘につながってい

る。 
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家庭科教育における生活認識は、村田によれば「『生活』を客観的に、また科学的に把握

できるような認識」であり、「問題の本質や因果関係を捨象して、個人の心がけや注意を促

すことは『教科』の『学習』ではない」（1978）とされる。しかし、家庭科教育の対象とな

る「生活世界を認識する場合には、科学的認識といわれている共通了解の成立しうる領域

と、個人の独自な生き方の自由を認める部分がそれぞれ存在することも理解できる」（福田，

2004）。したがって、生活認識には事実認識を中心とした科学的認識の一面があるが、科学

的認識によらない個人の生活者としての自己認識といった側面も含むといえる。「生活は、

単に知的なものでも、また、単に情的なものでもなく、すべてを含む過程なのである」

（Dewey,J．松野訳，1975）。 

これまでの知見から、生活認識形成プロセスをとらえる視点として「行為との関連」「3

段階」という点に整理された。これらの点に着目すると、生活認識が、ただ単に生活問題

についての認識ではなく、自分を他者や社会から把握しようとする意欲や態度、能力にか

かわっているという局面が浮かび上がる。生活認識はある静的な現象でとらえられるもの

ではなく、価値観の形成にまで発展していく動的な過程－すなわち「価値認識」としてと

らえることが重要となる。 

また、そのような意欲や態度、能力の発達を支援する家庭科教育への転換が求められる。 

 

2-3 家庭科教育において生活認識を高めるための視点 

生活問題を解決していくことのできる行為主体を育成するためには、「複雑な生活の諸関

係を自覚」することが考えられるが、生活は「経験していても、概念化されない限り自覚

されない」（福田,2005）。そのため「生活はトータルな営みであり、生活問題の解決には、

トータルな視点が不可欠である」（赤塚，2003）と指摘があるように、生活のトータルな把

握、概念の関係性での捉え直しが求められる。したがって問題をとらえる視点に着目する

必要がある。 

2-1で検討したように、生活問題を Brown,M.は価値領域と技術的行為、コミュニケーシ

ョン的行為、解放的行為といった家族の行為との関係から整理したが、中間は個人、家族・

地域、社会といった生活の場の拡がりからとらえた。吉野（1980）は「生活主体の要求を

どう実現するか」を生活問題の中心視点とし「生理的生存的生活要求」「社会的生活要求」

「自己実現要求」の三水準に整理した。生活の構成要素とそれらにかかわる要因をとらえ

る、つまりその関係性を Brown,M.は「価値領域」、中間は「問題解決の主体」、吉野は「生
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活要求」からとらえたといえる。 

さらに生活問題の把握の段階をあらわしたものとして、Suojanen,U.の消費者教育におけ

る熟考の段階（1994）がある。これは Habermas,J.の認識理論を援用し、技術的な熟考、

解釈的な熟考、批判的な熟考の 3段階で示し、「自覚している消費者」を創造することを目

標としている（大原，2003）。家庭科教育における消費者教育を実践する立場から鶴田・福

留（1991）はその思考過程を 3 つのステップで提示している。1 ステップとしては現状か

ら諸生活課題・消費者問題を把握する過程、2 ステップとしてはその現状、問題点を価値

判断できるための基礎知識を習得する過程、3 ステップとしては自己の生活管理・社会参

加という 2 面への意思決定の過程があり、そのうちの社会参加の側面を「環境醸成の意思

決定」として、目標に位置づけている。Suojanen,U.は「自覚している消費者」を、鶴田・

福留は「環境醸成の意思決定」を生活問題の把握の最終目標とし、社会までに視野を拡大

して問題の解決を目指す生活者像を求めている。 

若者にとっての生活認識の意義は「矛盾・疎外の状況とそこにおける人間性の回復の可

能性と、人間的生活の展望をみいだすこと」にあり、その目的は「常に生活変革のために、

したがって生活主体の確立のためにある」(真下，1986)ととらえられる。生活問題を「価

値領域」「問題解決の主体」「生活要求」により把握し、その関係性から解決をめざすこと

で生活認識を高めることとなる。すなわちそれは家庭科教育の目標であると考える。家庭

科教育における生活認識とは「生活そのものをたえず自己点検し、問題を発見し、問題を

解決しながら生活要求を実現していく」(吉野，1980)プロセスであり、そのためには「生

活は結果で見るのではなく生活形成のプロセスとしてみる」（宮本，2003）という視角もま

た、必要である。「生活している人間が、どのような要求をもち、どのように行動している

かという、『生活の主体性』からとらえること」(住田，1977)、つまり生活主体の価値観が

生活問題の分析の基盤といえる。 
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第4章  若者の生活認識形成プロセスに関する質的研究 

 

1 M－GTA によるプロセスのとらえ方 

本研究は若者が自身の生活問題をどのように捉え、生活を認識しているのかを探るため

に、個々の若者に焦点を当てることで、より彼らの生活現実の本質に迫ろうとするもので

ある。生活認識の形成プロセスは個人によって異なり、極めて複雑で多様性を有するので、

より現実に迫って捉えるには、従来の視点によらない、多元的な視角を明らかにする必要

がある。未知のものを知るための手法は発想法的推論、つまり個別のデータを関連づける

ような全体的パターンや中核的カテゴリーの発見に働く方法が適していると考える。ただ

し、ある若者個人の生活認識を深く掘り下げていくだけではなく、多様に思われる状況の

なかでも若者に共通してある生活認識として取り上げることが必要である。 

したがって、若者の生活認識という内面の変化を読み解いていくための方法として、解

釈による意味の探索を重視する質的研究の立場をとる。なかでも具体的フィールドと事例

に密着し、絶えず変化している社会的現象の解釈に侜拠する割合が高いとされるグラウン

デッド・セオリー・アプローチである。グラウンデッド・セオリー・アプローチとは 1960

年代に社会学者の Glaser,B.＆Strauss, A.L.により、「理論と調査のギャップを埋めよう

とする試み」として「社会調査において体系的に獲得され分析されたデータからの理論の

発見」（1996） を示した方法である。 

グラウンデッド・セオリー・アプローチはデータの切片化を行い、それぞれにコードを

つけカテゴリー化を試みる方法をとる。しかし、木下は切片化に疑問を抱き、「人間と人間

の複雑な相互作用がプロセスとして進行するわけであるから、その全体の流れを読み取る

ことが重要である」（木下，2003）と考えデータの切片化は行わずに、分析ワークシートを

作成しながらデータに密着した概念生成を行う M-GTA を提案した。 

そこで本章第 2 節「二十歳の学生の生活認識形成プロセス」［調査 1］および第 3 節

「高校一年生の生活認識形成プロセス」［調査 2］では、社会的相互作用による過程を捉

えるための具体的手順が明示化された、M-GTA を用いて分析をすることにした。得られ

た研究結果を教育現場に戻し、「能動的忚用が検証になっていく」（木下，2003・2006）こ

とも、この方法の特徴とされるところである。今回得られた知見は、若者の生活現実から

捉えた生活認識の育成を目指す家庭科の授業内容の検討資料となると考える。 
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2 二十歳の学生の生活認識形成プロセス 

2-1 目的 

生活者として生活を創造していくためには、体験的・実践的な活動を通して生活と切り

結んだ学びが必要である。しかし、体験的・実践的な学びは、個々の生徒によりその様相

が異なり、体験したところからどのように学びへと結びついたのかわかりにくいという問

題点が挙げられる。また、従来の衣食住の領域から知識や技能・技術の定着に重きが置か

れた家庭科教育における生活の捉え方は、学習者の生活現実と遊離しているのではないか

という指摘もある。 

現代に限らず、ひとつの時代においてそのときの若者は自身の生活を特有の視角からみ

つめていると考えられる。若者の生活を認識する視角を明確化することで、彼らの生活現

実に結びついた家庭科教育を構築できると考える。 

以上のことから、本研究の目的は、若者がどのようなプロセスをたどりながら生活認識

を形成していくのかを探り、ある状況のなかの若者に共通の生活認識を浮き彫りにするこ

とである。本研究では生活認識を「問題を自分自身の生活現実から解決の方向をもってと

らえること」とし、若者が生活をみつめ、問題に気づき、自身の課題として捉えるように

なるまでのプロセスの提示をめざす。そこで、生活認識が形成されるという内面の変化を

扱うためには、環境や他者との相互作用を取り上げることが必要となる。また、若者の生

活認識形成プロセスを明らかにし、形成にかかわる共通の要因を読み解くことで、生活諸

課題の解決に実践的に取り組む能力を育む家庭科教育への示唆を得たいと考えている。 

 

2-2 方法 

2-2-1 分析対象者 

本分析の対象者は、高校生のときに筆者の家庭一般の授業を履修した、二十歳の学生男

女 20 人である。筆者が授業担当者で、対象者は教え子にあたるため連絡のとれる範囲で

協力を募り、2005 年 1 月～8 月にかけて、面接調査を行った。なお二十歳の学生を対象者

に選んだ理由は、二十歳という発達段階が社会通念上、成人として認められており、生活

者として自立の入り口に立つ時期であると考えたためである。 

 

2-2-2 資料と資料の収集 

データ収集は一定の質問に従い進めながらも、対象者の語りに沿って情報を得ることが
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可能である半構造化面接（保坂，2000）とした。聞き取り時間は 60～100分で、現在の生

活を中心に、高校時代と変わったと感じること、家庭科の授業で役に立っていること、将

来への考えについて自由に語ってもらった。その際、対象者自身が高校時代に記述した、

年間を通しての授業感想記入用紙 2 枚を当時の家庭科の授業を想起するための材料として

提示した。すべての面接は許可を得て録音し、筆者がトランスクリプトに起こし、これを

データとした。M-GTA ではデータから概念を生成するのにあたりデータに密着した分析

を進めるため、分析テーマを設定し、その体験の主体を分析焦点者とする。本研究では分

析テーマを「若者が生活問題を自身の生活課題として認識していくプロセス」とし、分析

焦点者を「家庭一般を履修した二十歳の学生」と設定した。 

 

2-2-3 分析手順 

M‐GTA の分析手順を Fig.4-1に示した。ただし、分析作業は、同時並行的にデータ解

釈、概念生成、カテゴリー生成を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-1 M‐GTAの分析手順 

 

 

以下に分析手順の概略を述べる。はじめにディテールが豊富であると判断された一人分

のデータから、上記分析テーマに沿って着目した箇所を分析ワークシート(Tab.4-1)のヴァ

リエーション欄、解釈の可能性については理論的メモ欄に記入した。 

次に他の部分や他のデータについて具体例がないか検討し、類似例が見つかればヴァリ

エーション欄に随時追加した。具体例が豊富にでなければ、その概念は有効でないと判断

した。さらに、類似例と反対の現象は何かを考え、対極例の有無を確認し、類似例と対極 
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例で比較分析をすることで精緻化し（木下，2003）、解釈が恣意的になるになるのを防い

だ。また、具体例（ヴァリエーション）の背後にある意味の流れを読み取り、分析焦点 

者の立場からどのような意味をもつのか検討し、採用した解釈案を定義とした。そして、

この内容を最も的確に表現できる言葉を、概念名（木下，1999）とした。 

 

Tab. 4-1 概念生成ワークシート 

 

概念 1 モノから思い出せる情景 

定義 形として残らない体験や人との係わり合いから生まれる感情を、あるモノに託すこと。そしてそのモノを拠り所

とすること。 

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

A 自分自身モノ作るのがスゴイ好きなんで作品として残るのはスゴイ印象に残りますね。ダメならダメなりに。

いいものならいいものなりに。 

O 目に見えるものをやりたいんですよ。自分が何かしたことで、なにかができたみたな。 

 長く残るっていうのは自分で作ったりとか 

G コースターかと思っていた。覚えているというより、そのものを見て思い出せるものならとっておきたいん

ですよ。小学校 1 年のときに消防車が来て、消防車の絵を描いたんですよ。それが賞もらったんですよ。でもそ

のときの思い出っていうか、書いてたときの思い出はどことなく残っているんですよ。風景というか、自分が書

いているときの、春ぐらいだったと思うんですよ。感覚的に、日差しが暖かくて、風のない、いい天気。その日

の天気とかおもいだせるような思い出が強く残っている。 

G ちくちく。買ったときのこと覚えてます。たぶん鈎針どっかにあると思います。買うときにも百円均一行っ

て。一人で行って、どういうものか、よくわかんなかった。全くできない人もいて、できる人とか、経験のある

人とか教えてあげたりして。あとになってから思い出となるから。その時は大切じゃなくても後になると捨てら

れなくなる。もうそこらへんぽーーんと。作ることは作ることで楽しい。 

I 使ってないんですけど。汚したくないなって思って。もってます。難しいなって思ったけど楽しくなって。家

庭科の教科書はとってある。数学は捨てちゃったけど、音楽と英語の文法。中学時代の吹奏楽のファイル。自分

が好きだったし、がんばってたし捨てられないってどうしても思います。 

I 自分が好きだったし、がんばってたし捨てられないってどうしても思います。高校に入ってやめちゃったけど、

まだやりたいって気持ちがあるから。続けたい気持ちがあるからとって置いたんですけど。フルート。音楽にず

っとかかわっていたいって気持ちがあるから。 

Q 帽子を作った。選んだ記憶があります。どのデザインにするかっていうので。飾ったのも記憶あります。実

物は残ってないですけど、変なのつくったの覚えてます。ニット帽の皮バージョン、布バージョンみたいなの。

作った系とか、やった系は覚えてます、授業は。授業内容はわかんないすけど。なにかをやった、成し遂げたみ

たいな。 

U ポテトサラダのほうがよっぽど印象にのこってるし。残ってはいるんですけど、全部を総合して残っている

かとうそで。これもこんなこと考えてたんだって。でも今覚えれるのはポテトサラダとおでんだし。エコクッキ

ングってポテトサラダだったから覚えてるんですよ。おでんは時間が短くてもおいしくできるんだって言うくら

い。それにつながる何かは覚えていなくても、目標じゃないな、ポイントだけ覚えてた。 

理
論
的
メ
モ 

・ その時の思いを形としてのこしておきたい。 

・ そのときの様子を思い出せるものはとっておきたい。 

・ 対極例 G パチンコを作ったときの記憶は残ってない。そのときのことは全くのこってない。 

→ＴＶのＣＭで「モノより思い出」というコピーがある。 

・ 人や作業が絡んだことは覚えている。 

・ 対極例 D 消費者問題について調べたり、発表したことは覚えているけれど、なにについてやったのかは全

然忘れちゃってて。 

・ 当時の自分の姿や感情をいつまでも残しておくツールとしてモノがある。 

・ とってきたいものは頑張っていた自分、ヒトとともにいた自分 
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概念を生成するときには同時にそれと関係しそうな概念の可能性をも考えるという、同

時平行の多重作業をすることで相互の関連性を検討した（木下，2003）。このように複数

の概念の関係から現象として説明できるものをカテゴリーとして収束化し、概念やカテゴ

リーの相互関係から現象としての動き、すなわち質的変化のプロセスを結果図に集約した。 

なお、質的研究においては信頼性が問題視されているため、ここで確実性を担保するため

の手立てについて述べる。M-GTA では第一に継続的比較分析法、第二に理論的サンプリ

ング（木下，2003）によって対処している。 

本研究においても比較分析を継続して行い、すべての概念が出揃ってからカテゴリー生

成を始めるのではなく、概念生成の際に同時並行でカテゴリーやプロセスをも推測的、包

括的に思考した。また、分析にあたり質的研究の熟練者からスーパーヴァイズをうけ、さ

らに実践的グラウンデッド・セオリー・アプローチ研究会において、多様な専門分野の研

究者に対しての説得了解性を高めるための検討を重ねた。 

 

2-3 結果および考察 

M-GTA 分析の性質上、分析は量的調査のように段階的ではなく、継続的なデータの解

釈が中心となるため、結果と考察は相重ねながら示していくこととする。 

実際の分析では同時並行でデータ解釈、概念生成、カテゴリー生成を行ったがここでは、

Fig.4-1 に示したとおりに、概念生成→カテゴリー生成→結果図の作成の順で報告ことと

する。 

 

2-3-1 概念生成 

分析の最小単位である概念の生成過程の一例を示す。まず、対象者男子大学生Ｆが以下

のように語った箇所に着目した。 

 

「元々自分でも薄っぺらい土台があって、家で仕込まれていたものとかあったんですけど、大したこ

とではなくて、基本的なことだけ。で家庭科の授業で例えば編物やったり調理実習とか、インスタント

シニア体験とか、そういうの通して、組んでもらった。自分の経験とかだけだと狭いけど、親からしか

今まで無かったんで、違う人から違う角度で不えられるわけじゃないですか。自分がやってきたことも

こういうことだったんだってふと気づいたり、あっおもしろいなって再認識したりとか。そういうふうに広

がっていく感じですかね。人間性豊かにするのって家庭科が大きかったかもしれないですね。」 
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また、類似例としては以下の男子学生Ｂのデータがあった。 

 

「当時は自分が形成されていなくって、自然に形成されていくものかと当時は思ってて、でも今も

確立されてないなあ。(家庭科の)授業をうけたことで意識するようになったんじゃないですかねえ。

何がやりたいんだろう、何がやりたいんだろうって。ずっと思っていたんですよ、高校時代とか。これを

うけて、意識してずっと思って今になった。自然に人にうめこまれていることが、知識として自分が得

て、意識できればいいんじゃないですか。」 

 

無意識のまま生活していた者が、あることを契機として課題意識を持つようになると、

自分の中にすでに存在している部分を認識し、自己概念を構築するために、さらに意識化

を強めて生活を送ると解釈した。学生Ｂは触発されて出現してきたものを「知識」と呼ん

でいる。このように分析焦点者にとってどのような意味があるかを複数の解釈で検討した

結果、学生ＦやＢに代表されるデータから、彼らが自立にむかって自己概念を積極的に組

み立てている状態にあると分析した。そこで【ある刺激をきっかけに、自分の能力・資質

に気づくこと】を定義としてまとめ、‘薄っぺらな土台の発見’と命名し、概念 1 とした。 

 

2-3-2 カテゴリー生成 

以上のような手法で、概念を生成するとともに、同時に概念相互の関係を検討し、複数

の概念の関係からカテゴリーを生成した。その結果、3つのカテゴリー・2つのサブカテゴ

リー・26個の概念が生成された。概念を‘  ’、カテゴリーを〈  〉、サブカテゴリ

ーを〔  〕とし概念と概念間の関係からカテゴリー･サブカテゴリーを説明する。 

   

2-3-2-1 〈生活の可視化〉カテゴリー 

このカテゴリーは以下の 4個の概念‘コミュニケーションを生産する空間’‘形から思い

出せる情景’‘身体から知る’‘日常の刷り込み’の関係から解釈し生成した。 

まず、‘コミュニケーションを生産する空間’の元となったヴァリエーション（具体例）

をあげながらその関係性を明らかにする。対象者はＲをはじめとして自身の生活の中で決

まりきった行動以外の体験、別の視点を見つけられる空間を探す。 
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「せっかく大学行ったんだから、実験して論文とかの、そういう被験者なったりするの、おもしろくない

ですか。・・・中略・・・水泳ばっかりやってるから、そういうのがあるんだったら、積極的にいこうかなっ

てのはある。」（Ｒ） 

  

R は体育系学へ通っており、体育会系の水泳部に所属しているので、一日の大半を水泳に

つぎ込んでいる。だからこそわずかな時間でも水泳以外の体験を強く望み、別の視点から

生活を見つめ直そうと試みる。 

 

「１年生から寮に入りたくなかった。ほんとは１年生から寮に入っちゃえば楽なんだけど、通えるっての

もあったし、それだけの世界になっちゃうと思ったから。」（Ｉ） 

 

Ｉは寮生活ではなく、長時間の通学時間になるにもかかわらずあえて自宅からの通学を選

んでいる理由に、生活世界が限定されることを挙げている。通学に要する時間を差し引い

ても、学校以外の人間関係や生活空間の確保を重要視するのである。また、充実していた

と実感できたその時間を再び作り出すために、ある空間を見つけ出し、さらに増やそうと

しているのがＭである。 

 

「高校までバスケやってたんですけど。大学入ってぱったりやる場所がなくなってしまって。バスケや

ってたときってすごい生活充実してたんですよ。またバスケやってるんですけど、そのおかげで充実し

てるんじゃないかと。バスケのやる場所増やそうと思いまして・・・。」（Ｍ） 

 

充実したという経験が原動力となり、次の目標を持つといえる。バスケットボールによっ

て他者との関係性を見出し、生活構成要素をみつめている。 

なぜ対象者が‘コミュニケーションを生産する空間’を意識する傾向にあるのかといえ

ば、それを通して過去や未来の生活世界を認識しているからであると、考えた。その感覚

はモノによっても思い起こされる。‘形から思い出せる情景’と概念化した、次のヴァリエ

ーションは高校時代に家庭科で作ったアクリルたわしをまだ持っているというエピソード

について語っている場面である。 

 

「コースターかと思っていた。覚えているというより、そのものを見て思い出せるものならとっておきた
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いんですよ。小学校 1 年のときに消防車が来て、消防車の絵を描いたんですよ。それが賞もらった

んですよ。でもそのときの思い出っていうか、書いてたときの思い出はどことなく残っているんですよ。

風景というか、自分が書いているときの、春ぐらいだったと思うんですよ。感覚的に、日差しが暖かく

て、風のない、いい天気。その日の天気とかおもいだせるような思い出が強く残っている。パチンコを

作ったときの記憶は残ってない。そのときのことは全くのこってない。ちくちく。（鈎針を）買ったときのこ

と覚えてます。たぶん鈎針どっかにあると思います。買うときにも百円均一行って。一人で行って、ど

ういうものか、よくわかんなかった。全くできない人もいて。できる人とか、経験のある人とか教えてあ

げたりして。あとになってから思い出となるから。その時は大切じゃなくても後になると捨てられなくな

る。」（Ｇ） 

  

家庭科の課題で製作したアクリルたわしそのものは、誤って記憶されていたり、それほど

重要なものとして認識されていたわけではないが、それにまつわるヒト・モノ・コトが次々

と披露されている。一般的に記憶は忘却曲線を描き、時間の経過と共に薄れていく。しか

し上記のような、1 回しか起きていないことを保持している高度な記憶に分類される、い

わゆるエピソード記憶の場合、それの発達を支える要因として、情報源への気づきがあげ

られる。つまり、自分の気持ちをメタ認知することで他人もこう考えているだろうと推測

することができるようになる、というものである。‘身体から知る’経験である。  

 

「理論だけいわれても、いまいち説得力がない。ほかのこともいえるんじゃないかなあ。イメージでや

なことってありますよね。」（Ｂ） 

 

実際に体験し、身体を通してのみ知りうることがある。内田樹は「身体感受性」という言

葉を使って「身体の内側におこっている出来事に対する感度」の重要性について触れ、現

在の教育システムにおいては育つべくもないという。「身体的経験を通じて心身の総合的な

能力を高めてゆくことができる、という考え方を日本社会は明治維新以来 150 年かかって

潰してきた」（2006）と独自の論を展開している。カリキュラムに、具体的に組み込まれ

ていなくても、対象者は身体的レベルでメッセージを受け止める説得力を感じている。 

その積み重ねが‘日常への刷り込み’となる。また、このように獲得した能力が役に立

っているかどうかは、生活現実において実際に使われる力かどうかで判断する。Ｄは「環

境を配慮した調理」を視点として扱った授業を思い出し、次のように語っている。 
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「水、石鹸をあんまり使うと良くないとか意識したりして。マヨネーズとかふき取って生ごみとして捨て

るとか、一時あったりして。そういう意識とか出てくる。」（Ｄ） 

  

現在の価値観の源をたどってみると、授業での体験に基づいていると判断をしている。 

授業を受けてから 3 年経過し、その変化を以下のように表現する対象者もいた。 

 

「無意識的に覚えてるのかもしれないですけど。なにかしら役に立ってるじゃないですか。たとえば調

理実習とか。」（K） 

「家庭科の授業でやったからこうとかじゃなくて、自分の中で消化されて自然とやっているかもしれな

い。」（Ａ） 

  

対象者らは、もはや授業で習ったことの原型は自身の中で確認はできないが、取捨選択さ

れ備わってくる力が生活で生きていることに目を向けている。このように、生活の可視化

はたとえば衣・食・住などに分類ではなく、ヒト・モノ・コトに繋留した要素を複合的に

とらえることで成立する。言葉で説明できる知識、すなわち宣言的知識として生活場面を

とらえ事実を認識するのである。、 

 

2-3-2-2 〈新しい枞組みを重ねていく〉カテゴリー 

このカテゴリーは以下の 5個の概念‘とりあえずやる・今できる’‘薄っぺらな土台の発

見’‘世話したい欲求’‘変革に加わる意思’‘報酬による縛り’の関係から解釈し生成した。 

他者との係わり合いのバランスをとりながら、家族などの他者に時間を奪われるという

環境に置かれていない独身の今こそ、‘とりあえずやる・今できる’ことを実践する。 

 

「今の時点は自分の信念は貫こう。学生時代の間は絶対に自分の心に忠実に生きよう、やりたいこ

とは我慢とか先に延ばしたりせずに、今やんなきゃいけないんだって強く感じる。」（Ｅ） 

 

対象者Ｅは経済的にも時間的にも可能なのは「今」であると判断し、映画、宝塚、運転

免許、スキー、絵画教室、海外旅行と自身への投資を惜しまない。 

それらの経験の積み重ねのなか、‘薄っぺらな土台の発見’をする。「2-3-1 概念生成」



 47 

で取り上げた対象者Ｆのデータ以外には以下のようなヴァリエーションが示された。 

 

「当時は自分が形成されていなくって、自然に形成されていくものかと当時は思ってて、でも今も確

立されてないなあ。授業をうけたことで意識するようになったんじゃないですかねえ。・・・中略・・・自

然に人に埋め込まれていることが、知識として自分が得て、意識できればいいんじゃないですか。」

（Ｂ） 

 

家庭一般の授業で扱った Erikson ,E.H.のアイデンティティについて対象者Ｂが語って

いる場面である。今まで培ってきた基盤を「自然に人に埋め込まれていること」と表現し、

それに気づく重要性を述べている。つまりそれに気づくことから「自分とは何者であるか」

を発見する始まりであると推察している。 

だからといって、簡単にアイデンティティを獲得できるわけでも、明確にできるわけで

もいないのだが、自分のなかに新たな力を備えたとき、‘世話したい欲求’が芽生える。対

象者Ｆは妊娠中の姉が近くに住んでおり、頻繁にＦの家に遊びに来ているという。自分と

は異なる条件をもった者を目の前にしたとき、何かをしてあげなければいけない衝動に駆

られる。 

 

「一人だとカップラーメンでいいかなって。一人だとご飯作る気しないじゃないですか。だから尽くし

てあげるって言うわけでもないけど、時間も余裕があるっちゃ、あるんで、大変だから（妊娠中の姉

を）助けるのが当然。」（Ｆ） 

 

さらに‘変革に加わる意思’が生まれる。 

 

「本気で保育士になるのならそういった給料などの大幅な改善をする側に回る必要があるし」（Ｆ） 

「やりたいことっていうと、漠然とはしているんですけど、今の環境破壊を少しくいとめることができた

らと。」（Ｇ） 

 

対象者ＦもＧも、それぞれ私的領域から公的領域に目を向け、生活を改革する視点が認

められる。私的領域と公的領域は互いに補い合う重要なシステムであるが、そのなかで‘報

酬による縛り’を感じつつ、行動している。 
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「それに好きなことを仕事としてやってしまうと何だか嫌になってしまうような気がして。だから子供

と遊ぶのはあくまでプライベートでやってこうかな。」（Ｆ）   

「でも私はまだそのバイトはしたくないんですよ。バイトのほうが責任重たくなっちゃうし、そっちに踏

み込むのはまだ怖くて。だからボランティアで一歩ひいてっていうか。だからバイトなり実習に入ったと

きにどう変わるかっていうのが怖いですね。一番それが心配です。お客さんじゃなくて資格を持つ人

として扱われる瞬間っていうのがどうなるか。その時の状態で保育所、幼稚園、施設全部印象が変

わっちゃうような気もして。」（Ａ） 

 

労働の対価として金銭を得ることは、自由を引き換えにすることであり、それを行動基

準の判断材料にしていると考えられる。 

以上 5個の概念の関係から、対象者は時と人と社会を意識し、行動することで、自分自

身を再認識しさらに〈新たな枞組みを重ねていく〉、ヒト・モノ・コトの相互関係を把握す

る段階であると解釈した。 

 

2-3-2-3 ［他者とのかかわり］サブカテゴリー 

このサブカテゴリーは以下の 7個の概念‘他者からのまなざし’‘人生のサンプル帳’‘自

分の位置取りを決める他者’‘疎外感を生む装置’‘視野拡大に伴った不安’‘無駄に思える

時間’‘ひとりぼっちの時間のバランス’の関係から解釈し生成した。 

対象者は‘他者からのまなざし’を意識している自己イメージをとらえる。 

 

「僕は傷つきやすい、ナルシストなんですよ。他者の目がすごい気になるんですよ。」（Ｂ） 

 

対象者Ｂのように‘他者からのまなざし’を通して外見に関する自己イメージを捉えなお

している。 

 

「正直Ｅ高のものとつきあい全然ないんですよ。陸上 1本で、きちゃったから、文化祭とかも体育祭と

かも非協力的だったんで。イメージ的には悪いと思うんですよ。だからイメージ的には悪いんですよ。

だけどインターハイとか出てたりしたから、インパクトはあって名前は知ってるよってのはあるんですけ
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ど。イメージ悪いんで。悪役ですよ。」（Ｏ） 

 

また、対象者Ｏのように他者から持たれているであろうイメージを自己評価としている場

合もある。そこで‘人生のサンプル帳’となる先輩の生き様から自己と比較し、生き方の

モデルを探し出している。対象者Ｔの場合は兄弟、対象者０の場合はクラブ顧問教師がそ

れに当たる。 

 

「私はすごい、いいお手本がいたからすごくラッキー。だからもう私はたなぼた人生だと思って。」（Ｔ） 

「一番かえられたのは、高校 3 年間でＩ先生とのふれあい。どうしなきゃいけない、Ｉ先生を見ていると、

今、一番、支部長という高い地位にいるけど、きちんとした礼儀、礼儀作法っていうんですかね、そ

れをみながら先生のまねをするって、言い方変なんですけど。」（Ｏ） 

 

モデルは人生の先輩からだけでなく、自分より年下の場合でも参考となる。対象者 J は

妹の生活をみて、過去の自分を振り返り、将来へむけて現在の自分の生活を考える材料と

している。 

 

「妹は進学しないって、フリーターでいいって。わたしからみれば何も考えてないんじゃないかって、

先のこと。それでいいのって。せっかく、今、まだ考えられる時期なのに。自分が戻りたいですよ。」

（Ｊ） 

さらにモデルだけでなく、日々の生活から‘自分の位置取りとなる他者’を見つけてい

く。小学生時代、友達を信じることが難しくなった対象者Ｊにとって、弟は自分の存在す

る価値を確認できるかけがえのない存在となっていった。 

 

「自分の存在証明、弟を大事だと思ってるから。弟っていうのは自分みたいに兄貴がいないと弟って

いないわけじゃないですか。昔から考えていて、弟がいるってコトは兄の俺がいるし、俺がいるってこ

とは弟がいるってコトだし。それで大事だと思ったし。」（Ｑ） 

 

その他者の存在は重要であるが、それはまた逆に‘疎外感を生む装置’として作用するこ

ともある。 
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「僕の中ではキャンパスライフというのがありまして。誮もが持っているイメージなんですけど。・・・中

略・・・バイトもして。キャンパスライフをエンジョイしようっていう考えてたんですけど。全然ちがくって。

僕夜行ってる時点で違うんですけど。そういうイメージが強くって。そういう固定概念持ってるのがよく

なかったんですけど。友達も持ってた。ドラマでやってた。ツマブキっていいるじゃないですか。オレン

ジデイズ。あれが理想のキャンパスライフ。訊ける機会があったら訊いてみてくださいよ。大学入りた

い人じゃないと、この話はできないと思うんですけど。100人訊いたら 10人は、１割はそう思っている

子いると思います。」（Ｍ） 

 

対象者Ｍのように、多くの者が抱いているだろうと自分が思い込んでいるイメージ通りで

はないと、そのギャップから「なぜ自分だけ」という気持ちを抱き、他者との接点を閉じ

た関係にしてしまいかねない。 

また、閉じた関係に陥らないまでも、対象者Ｌのように他者の存在が‘視界拡大に伴っ

た不安’が増長していく結果となる。 

 

「まだまだだめです。もっと英語しゃべれるようになりたい。まだ甘いな。大学の人まわりすごいんで

すよ。みんなぺらぺらまでいかないけど、圧倒される部分が多々あるみたいな。」（Ｌ） 

 

何も知らないままでいれば、不安を感じることもないであろうが、やればやるほど自分

の不完全部分が見えてくる。 

 

「いろんなことしていかなきゃいけないんで丌安は山積み。」（Ｌ） 

 

そこには終わりの見えない‘無駄に思える時間’が存在する。 

 

「そこからが、人生で一番考えた時期でもあって。一番だらけた時期でもあるかなあと。」（Ｍ） 

 

その不安感から逃れるために‘一人ぼっちの時間のバランス’を保つことで、他者との

関係を修復する機会をうかがう。 

 

「ひとりの時間が欲しくって。高校のときは部活は何もせず、バイトもせず、ＴＶを見て。ひきこもってた
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から。大学に入ってから、いろいろやって、高校のときよりは１人の時間少ない気がします。中学は真

面目に部活やっていました。１人の時間がなきゃ、やってられない。人といるといちいち気を遣う。」

（Ｂ） 

 

他者との境界線とは、自己との違いを知ることで生活を認識するうえで欠かせないが、

それは複雑に入りこみ、曖昧な部分があり、変容するものであることに気づく。境界線は

自己と他者との接点でもあり、若者にとって開閉の可能な扉として生活世界を拡大する重

要な役割を担うことに気づき、その数や形態を変化させることで対処している、と以上の

概念の関係から解釈した。 

 

2-3-2-4［社会的役割の評価］サブカテゴリー 

このカテゴリーは以下の 6個の概念‘就職は恩返し’‘やりたいことで稼ぐ’‘誰かのた

めになる仕事’‘了解済みの雇用関係’‘人生でコマを進める義務感’‘金銭を獲得する労力’

の関係から解釈し生成した。 

対象者は金銭という価値基準で、あるいは他者によって評価をうけることで、対象者は

自分の生活を確認していると、とらえた。 

まずは親に対して経済的に独立した存在になろうとする。金銭において負担をかけなく

なるところから経済的自立をはじめることが、これまで育ててきてもらったことに対する

御礼の第一歩としたいと考えている。職を得るということは社会的にも認められることで

あると捉え、成長の証として‘就職は恩返し’という感覚を持つ。 

 

「就職はしないといけないと思います。これ以上親にすがって生きたくないってのもありますし。」（Ｐ） 

「ちゃんと職を見つけて、自立して、親にちゃんとお金を返すみたいな。・・・中略・・・ちゃんとしなきゃ。

自立しなきゃ。就職したら、ちゃんとなれそうな気がするんで。」（Ｌ） 

 

そのために‘やりたいことで稼ぐ’ことが学生生活後の職業生活を選ぶ基準となる。やり

たいことが、わかっているということは自己像が明確に描けているとも言える。 

 

「面白いと思う仕事につきたいなと。自分で苦痛だとおもったらそれまでだから。」（Ｔ） 

「今はマスコミ。一番行きたいと思ってる。マスコミ少ないけどいます。マスコミにいきたいっていうのも
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あって、大学行こうと思ったんです。やりたいことを考えたときに、一番仕事が面白いかなみたい

な。」（Ｌ） 

 

また、やりたいことを職業選択の基準とする際、職業生活にそれなりの長さのスパンでと

らえているのが対象者Ｎである。 

 

「でも私は自分が好きな仕事じゃないと、続けて行けないかなと思ったんで、好きな分野に就職でき

たらなと思いますし。」（Ｎ） 

 

そして学生生活が終わったあとの生活設計として、‘誰かのためになる仕事’をあげる対

象者が多かった。また、看護師や教師といったヒューマンサービス系の分野をさしていた。

それは対象者Ｈのように、そのような人達に支えられてきた経験が自分にはあるという認

識からくるのではないかと思われる。自分の存在価値を確認できるものかどうかは、ひと

との関わりあいから生じ、それを基準に職業生活を決定していくと解釈できる。 

 

「人の役にたつ仕事人の役にたつ仕事って。何でも人の役にたつ仕事なんですけど。」（Ｉ） 

「教員っていうより、今はその教員にこだわってなくて、どっちかっていうと、一番は教員だけど、第二

位として人の役に立つ仕事、人のためになる仕事。なんでもいいんですけど。」（Ｏ） 

「１年のときなんですけど、聞いてもらって、話をして気持ちがすっきりしたんですよ。自分がそういう

何かを聞いて人の力になれる職業につけたらいいなと思うんですけど。」（H） 

 

対象者０のように学生生活でのアルバイトは、上記のような思いとは全く異なった、割

り切った感覚で経験している対象者も多い。 

 

「1 年以上やってるんで店の中の事情もみえてるんで。それはいやだって言ってるのに改善されない

から。じゃあこんなとこ見切りつけるかなあ、アルバイトだしって。」（Ｏ） 

 

つまり、使用者側も労働者側である対象者たちもお互いに、アルバイトとして働くとい

う‘了解済みの雇用関係’を見極め、アルバイトをきっかけとして正社員へと職業生活へ

移行するような直線形で流れるということを狙っていない。 
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「今いい関係なので。そこで雇用契約を結んで働くのと、バイトで終わるのでは関係性がちがっちゃう

のかなあ。僕はやっぱり、そこはバイトで終わらせて、違うところで働いて、長く続けていきたいっての

はあります。そこで働く気はないんですよね。」（Ｍ） 

 

また、対象者Ｔは将来への希望を持ちながらも、それにこだわりを見せるばかりでもな

く、とりあえず‘人生でコマを進める義務感’を負う。 

 

「栄養士でもし無理だったらば、そんなことなりふりかまわず、何でもいいから働きなさいって言う主義

なんで。仕事はそんな甘いもんじゃないって知ってる。何でもいいから働く。３年我慢する。」（Ｔ） 

  

学業生活から職業生活へ移行しなければいけない理由として、対象者Ｊは労働することは

社会を担う一員として迎えられたことを意味するからとしている。経済的自立をしなけれ

ば、精神的時間が進まないという解釈である。 

 

「正社員になるとまわりから認められてるような気分になる。大人になった気になる。だからちゃんと段

階を踏んでるっていうか。段階を踏んでいかないと先に進めないような気になるんですよ。そこでとまっ

ちゃうっていうか。止まりたくはない。」（Ｊ） 

 

人生の段階を進めるために‘金銭を獲得する労力’を払わなければならないと、対象者

Ｎは解釈している。言い換えれば、対価として獲得する金銭は労働の目的のひとつであり、

自立するための不可欠な要素と捉えている。 

 

「自分がやりたいことできればいいですけど、いつまでも誮かに頼っているわけにいかないから。自分

ひとりで生きていかなきゃいけなくなると思うので、そのためにはお金も必要で。仕事は義務的なこと

になってくる。」（Ｎ） 

 

 募金という善行に映る行為でも、対象者Ｐのように、労働を通じ金銭の価値をを知って

からは、その行為も単純には理解を示さしていない。 
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「最近中学生とかでもおつりを募金箱にいれるやつがいるんですよ。リッチです。そういうやつは親か

らちゃんと金もらってるんですよ、裕福に。考えてないんですよ。その金をうみだすのにどれだけの労

力があるかっていうことを。」（Ｐ） 

 

 そして金銭の重みを知ったがゆえに、自力で生活する価値を見出しているのである。 

 以上 6 個の概念の関係から、若者は金銭を得る労働をする生活が経済的自立をすることで

あると考え、責任を伴った［社会的役割において評価］を得なければならないと感じている

と解釈した。 

 

2-3-2-5 〈未来が見えたとき前進する〉カテゴリー 

このカテゴリーは以下の 4個の概念‘選択肢という迷路’‘見える未来の距離’‘ステッ

プアップスパイラル’‘楽しさが決め手’の関係から解釈し生成した。 

同じ長さの人生を送ってきたとしても、価値観の違いや判断材料の量にも差があり、個

人によって将来をイメージする力、つまり‘見える未来の距離’は異なる。 

 

「勉強して、もっと自分の事、先のこととか考えればよかったのに。そのときとかちょっと先のことしか

考えてなかったから。もっと自分の将来ですね。自分の見える範囲しか考えてなくって。」（Ｊ） 

 

目の前の未来、それより尐し先の未来、もっと先の未来というように射程距離が延びる

ほど、現在の生活を充実させようと努めるという体験から対象者Ｊは発言している。また、

‘見える未来の距離’は、対象者Ａのようにヒト・モノ・コトによって延長される。 

 

「今年の１年間は充実していました。ほとんど家にいなかった。高校のときは弓道で充実してた。・・・

中略・・・圧迫っていうか押された気持ちもある分、１日１日が終わったっていう気持ちがあったんで。

今は１日って言う単位よりかは学校だったら前期後期だったり、ボランティアだったら合宿ごとだった

り単位が広くなっているんで。１年間通してみると外に出ていた回数だとか、逢った人の数だとか。広

がっているんで。」（Ａ） 

 

その距離は‘選択肢という迷路’に影響を受ける。対象者 J のように「これしか」ない

と「狭い道」にこだわりをもつところが、若者特有の生活認識であるともいえる。ところ
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が選択肢がなければ未来を見据えることはむずかしいことにＪは現在気づき、もがいてい

る。 

 

「いろいろ他のことにも興味を持つようにとか、それだけじゃない道がある、実際に働いている人とか

にあうとか、職業体験とか、そうゆうのがあったらなあって。可能性がもっと広がるんじゃないか

な。・・・中略・・・最初から狭い道から入ってちゃった。これしかってなっちゃたところがダメだったなっ

て。」（Ｊ） 

 

一方で対象者Ｔのように多種多様の選択肢に、混乱することもある。 

 

「道があまりにありすぎるから、ここで 1個選択違ったらどんな人生だったんだろうって。」（Ｔ） 

 

「多様な可能な選択肢のなかから一つの選択をすることが、次の選択肢を大幅に増大さ

せてしまう」（河本，1995）こともある。 

混沌とした状況の中でも、何かをきっかけに一度成功体験をすると、またその快感を求

め、さらなる満足感をあげるために、まるで階段を上昇していくように、別件においても

再び自分ん緒思い描いたような結果を出すことができるようになる。その状況を‘ステッ

プアップ・スパイラル’と概念化した。 

 

「そこで気づいたのは、自分が大学に満足していないなら、満足できるところまで自分であげれば

いいんじゃないかなって。・・・中略・・・生活の満足感っていうのは。やってみればいいんじゃないか

な。やっていくうちにかなり充実していますね。」（Ｍ） 

「よりよい明日を楽しむために。明日もっといいことあるんだろうな。明日も今日ぐらい楽しくいたい、そ

の積み重ね。楽しみをみつける、やりたいことを見つける。自然にみつかる。」（Ｅ） 

 

段階はまっすぐ上に伸びるようなものではなく、‘無駄に思える時間’（前出）を溜め込

むことのできるような、寄り道部分のある曲がりながらも上がっていくルートとなる。 

階段を上るか上らないかは対象者Ｊのように‘楽しさが決め手’となる。 

 

「だからやっぱり楽しいしって思えたから決心ができて、寮にも入ろうと思ったし」（Ｉ） 
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「２年の後期からサークルに入りまして、そうしたらだんだん、今まで横のつながりしかなかったんです

けど、先輩、縦のつながりできまして。そしたら大学楽しくなってきて。それで試験おちちゃったんです

けど。そんときはなぜか、Ｈ大にいようと思って。ここで腹くくって、最後卒業しちゃおうって思って。」

（Ｍ） 

 

一つに決めるということは、他を全部捨てることでもある。意思決定した結果、対象者

は次のステージに進み、生活の質という点で段階をあげていく。 

以上の 4 つの概念の関係は、若者は未来を確信することができたとき生活を実感し、新

たな目標を持つ、〈未来が見えたとき前進する〉といえる。 

 

2-3-3 結果図の作成 

以上のような手法で概念生成をするとともに、概念間相互の関係を検討し、複数の概念

からカテゴリーを生成した。その結果、26個の概念と 3個のカテゴリーと 2個のサブカテ

ゴリー（Tab.4-2）を生成した。これらの概念とカテゴリーの関係を分析結果として図示し

たものが結果図（Fig.4-2）である。この際、理論的メモに記入された別の解釈や概念との

関連を参考に、分析テーマに照らした現象の動きは矢印を用いて表した。なお、修正版

M-GTA の構築されている手順に基づき、分析結果である若者の生活認識形成プロセス全

体の流れを概念とカテゴリーだけで簡潔に文章化した、ストーリーラインを以下に示す。

概念を‘ ’、カテゴリーを〈 〉、サブカテゴリーを[ ]で表してある。  
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Tab.4-2 カテゴリー別概念一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概念 カテゴリー（斜体はサブカテゴリー） 

1 形から思い出せる情景  

生活の可視化 2 日常への刷り込み 

3 コミュニケーションを生産する空間 

4 身体から知る 

5 とりあえずやる・今できる  

 

新しい枠組みを重ねていく 

6 薄っぺらな土台の発見 

7 世話したい欲求 

8 変革に加わる意思 

9 報酬による縛り 

10 他者からのまなざし  

 

 

他者とのかかわり 

 

 

 

11 人生のサンプル帳 

12 自分の位置取りを決める他者 

13 疎外感を生む装置 

14 視野拡大に伴った不安 

15 無駄に思える時間 

16 ひとりぼっちの時間のバランス 

17 金銭を獲得する労力  

 

社会的役割の評価 

 

 

 

18 就職は恩返し 

19 やりたいことで稼ぐ 

20 誰かのためになる仕事 

21 了解済みの雇用関係 

22 人生でコマを進める義務感 

23 選択肢という迷路  

未来がみえたとき前進する 24 見える未来の距離 

25 ステップアップスパイラル 

26 楽しさが決め手 
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Fig.4-2 若者の生活認識形成プロセス 
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ストーリーライン 

若者はモノを単なる道具ではなく、何気なく流れていく出来事を‘形から思い出せる情

景’ととらえる。さらに ‘身体から知る’ことを繰り返し‘日常への刷り込み’が行われ、

自己の中に取り入れられ、再構築される。ヒトとのかかわりから、‘コミュニケーションを

生産する空間’を見出すことで、〈生活の可視化〉を始める。 

若者は、‘とりあえずやる・今できる’ことを行動に起こし、自分の中に今まで気づかな

かった‘薄っぺらな土台の発見’をする。このように自分の中に新たな力を見出すことが

できたとき、他者に対し‘世話したい欲求’を感じる余裕も生まれる。また、新たな視点

から自分の価値観に照らし合わせ、異質に感じるものに対しては‘変革に関わる意思’を

持って臨もうとする。しかしそれも、金銭を得て働くということになると、‘報酬による縛

り’が見え隠れし、責任と不安が入り混じり、ためらいが生じる。その迷いがふりきれた

とき、新しい何かに挑戦することで、自分の過去に〈新しい枞組みを重ねていく〉ことと

なり、生活の輪郭を深めていく。 

また、若者は枞組みを重ねていくことで、‘他者からのまなざし’を受ける自分を意識し、

自己を再構築するために‘人生のサンプル帳’からモデルを探し、‘自分の位置取りを決め

る他者’を見つけていく。他者によって自己の存在を確認しようとするのだが、同時に他

者が‘疎外感を生む装置’にもなり、‘視界拡大に伴った不安’が増長していく結果となる。

不安に包まれた終わりなき‘無駄に思える時間’が存在しているように思え、他者との距

離を一定にとりながら、‘ひとりぼっちの時間のバランス’を微妙に保つ。このように若者

は［他者とのかかわり］から認識が変わる。 

一方、‘金銭を獲得する労力’を知り、‘就職は恩返し’と考えるものの、できれば‘や

りたいことで稼ぐ’ことを望み、‘誰かのためになる仕事’をしてみたい願いが現れる。や

りたいことではない、あるいはやりたいことがない場合でも、労使お互いに割り切った‘了

解済みの雇用関係’と心得て、アルバイトから正社員へと線形で流れて職業生活を始めよ

うとは思っていない。それでも‘人生で駒を進める義務感’にかられて学生生活の後には

働かなければと感じている。若者は、このような就業意識のパラドックスのなか、自分は

役に立つ人間かどうか［社会的役割の評価］をうけ続けることでも、認識は変わる。 

若者が生活を営むなかで、‘選択肢という迷路’に陥ることもある。今まで気づかずに進

めたことに対してまでも、見えてきてしまったがゆえに迷い込むためと考えられる。未来

の射程距離は選択肢の質と量に影響を受けるため、個人によって‘見える未来の距離’は
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異なる。若者が目標に向かって‘ステップアップ・スパイラル’を始め、その階段を昇り

続けるか止めるかは‘楽しさが決め手’である。〈未来が見えたとき前進する〉若者たちは、

個人的な価値基準から生活をみつめ生活の現象を解釈し、いかにして生活の質を高めてい

くかを考える。 

 

2-4 まとめと今後の展望 

データに密着して分析する質的方法を用いたことで、現代に生きる多様な若者がどのよ

うに生活現実を認識していくのか、若者の実感を生かしてそのプロセスを明らかにするこ

とができた。得られた知見を以下のようにまとめる。 

若者は〈生活の可視化〉という現象の認識の段階から、背景や規範との関係把握による

〈新しい枞組みを重ねていく〉段階に至り、〈未来がみえたとき前進する〉といった意思決

定をするための価値を認識していくプロセスのなかで、生活認識を形成させていった。ま

た、［他者とのかかわり］を組み替えていくことや［社会的役割の評価］を受けることが、

プロセスを促進させていた。 

〈生活の可視化〉、〈新しい枞組みを重ねていく〉、〈未来が見えたとき前進する〉の 3つ

のカテゴリーはこの順で生活認識の形成が進む段階を表している。したがって、この３つ

のカテゴリーが生活認識形成プロセスの中核をなすと考えられる。また、生活認識が形成

されていく過程ににおいて［他者とのかかわり］及び［社会的役割の評価］の 2つのサブ

カテゴリーがかかわることが示唆された。[他者とのかかわり]サブカテゴリーにおいて、

他者との差異を感じるだけでなく、他者との接点を感じることから若者は自己を再構築す

るにより、多様な関係把握を試み、価値認識が形成されると解釈した。さらに、［社会的役

割の評価］サブカテゴリーをみると、若者は金銭を得る労働をする生活を経済的自立と捉

え、責任を伴った社会的役割における評価を受けなければならないと考えていた。評価を

受けることで、新たな関係把握を試み、価値認識が形成されると解釈した。 

そこで、次に若者の学業生活から職業生活への移行に着目し、生活認識がどのように形

成されていくのかを明らかにしていきたい。若者の生活において、［社会的役割の評価］を

受けるという体験は様々な機会があるが、中でも「働く」「就職」という重要な人生の選択

に着目し、現代の若者の生活問題とのかかわり合いの中から若者の生活認識とらえ直す必

要がある。理論の発展の方向性としては生活認識の中で、家族、社会とのつながりになか

から生活認識の発達を促す教育のあり方を指標としていきたいと考えている。今後は、本
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研究で明らかになった知見を高等学校家庭科授業に活かし、若者の生活認識の育成を模索

したい。 

 

3 アルバイトを経験した高校一年生の生活認識形成プロセス 

3-1 目的 

 1990年代以降、高校生の進路の変化として大学・短大への進学率の上昇、就職率の低下、

および無業者の増加が挙げられる（高梨他，2000）。産業・経済の構造的変化、雇用形態の

多様化・流動化により 2009年 10月時点の高卒就業内定率は 55.2％と下落幅は過去最大と

なった。そこで、高校生の就業意識を啓発することを目的とし、2003年より「若者自立・

挑戦プラン」においてインターンシップをはじめとするキャリア教育の推進が求められて

いる。 

生活全体に大きな影響を与える高校生の職業観をとらえることで、学生生活から職業生

活の移行過程を視野に入れた、家庭科教育における課題を把握することができると考える。

高校生の間にはアルバイトという形ですでに就業経験をもつ者がかなりの比重で存在して

いるが、本調査ではそうした経験について焦点化し、アルバイト経験が生活認識にどのよ

うな影響を及ぼしているのか明らかにすることを目的とする。 

 

3-2 方法 

3-2-1 分析対象者 

東京都立Ｋ高等学校 1年生 22名（男子 8名・女子 14名）を対象とした。筆者が担任で

あったクラスの生徒である。対象者の通う学校は、調査 1のＥ高校と同じ区にある下町の

学校である。平成 11年度学習指導要領に基づき「家庭総合」が必修科目とされているが、

2.3学年に 2単位ずつ設置されているので、まだ対象者は筆者の授業を受けてはいない。 

前出の高校と比較すると、クラブ活動や生徒会活動が自主的に営まれるという状況には

なく、放課後は多くの生徒たちがアルバイトに時間を費やしている。その平均アルバイト

収入月額は、日本労働研究機構の発表による 5 万円前後よりはるかに高い 7 万～9 万円に

もなる。特殊なライフヒストリーを抱え、複雑な家庭環境で暮らしているものも尐なくな

い。基本的な生活習慣ができていないものも一定数おり、毎日の生活指導は細やかに、か

つ厳しく行われている。進学が大学・短大 2割、専門学校等 3割弱、就職が 3割、いわゆ

るフリーターが 2割という進路状況である。早期離職する傾向も見られる。 
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3-2-2 資料と資料の収集 

アルバイトの採用は 16歳からが多いため、高校 1年の夏休み前後からアルバイトを始め

るものが増える状況にある。そこで、調査の実施時期は 2005 年 9 月とし、15～30 分の面

接を、Ｋ高校被朋準備室にて行った。主な質問は「なぜアルバイトを始めたのですか」「初

めての給料をもらったときの気持ちはどうでしたか」とし、それらから派生して自由に語

ってもらった。一定の質問に従い進めながらも、対象者の状況や回答に忚じて臨機忚変に

変える事のできる半構造化面接にした。全ての面接は本人の許可を得て録音し、そこから

トランスクリプトをおこし、データとした。 

分析焦点者は「アルバイトを初めて経験した高校一年生」とする。労働の対価として金

銭を獲得する初めての体験であろうアルバイトが生活認識に与える影響について分析する。

労働体験がない段階からアルバイトという経験を経ることで就業意識について、本節では

職業生活についての認識がどのように形成されるのかを調査する。 

したがって、分析テーマを「アルバイトで働く意義をとらえるまでのプロセス」として、

「働く意義」という視点から生活認識形成プロセスを分析することにする。 

 

3-2-3 分析手順 

調査 1 と同様に、質的研究の中でも、木下康仁の M‐GTA を用いて分析する。分析の

手順は 2-2-3で述べたとおり、分析焦点者の観点からデータを解釈し、分析テーマに沿っ

て概念を生成した。 

 

3-3 結果および考察 

M‐GTA はデータとの確認を継続的に行いながら解釈を確定していくので、質問票調査

による量的分析とは根本的に異なる流れとなり、「結果」と「考察」は分けずに述べる。こ

こでは、調査 1と同様に、概念生成→カテゴリー生成→結果図の作成の順で報告こととす

る。 

 

3-3-1 概念生成 

本分析における概念生成の一例を示す。 

対象者である高校生はアルバイトを始めた理由をとくに意識して考えたことはなかった
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ようであり、なぜそんな質問をするのか不可解といった対象者が多く、生徒ａは以下のよ

うに日頃、家庭や友人から刷り込まれているようである。 

「高校生になったのだからアルバイトぐらい始めるのが当たりまえ」（ａ） 

加えて、対象者の即答はなく、あやふやな回答が多い中、 

「あんまほしいもんないから。とりあえず貯めとく。」（ｃ） 

といったデータに着目した。これはアルバイトに限ったことでもないようであるが、何

かを始める際、特定の目的をもってではなく、何となく自分の意思で決めたものの、みえ

ない「お約束」（ｇ）により事態が動いていったと分析し、‘とりあえずカネ’という概念名に

した。類似例に 

「お金が入るからじゃない？生活できない。ご飯とかは大丈夫だけど。携帯代とか払わなきゃいけ

ないのもあるし。遊びにいったり。」（ｅ） 

「金はとりあえず貯めておきたいんだよね。」（ｍ） 

といったデータをみつけ、分析焦点者の観点からこれらの意味するものは何かを検討し

た。 

このように最初の比較材料を自分でつくり、問題関心をトータルでとらえてデータに向

かっていくことを繰り返す。すなわち同時並行で多重作業としてすすめていく継続的比較

分析で、概念を 12 個生成した（Fig.4-3）。 

 これら概念間の関係からカテゴリーを生成する前に、12 個の概念を時系列にまとめてみ

た。左から順に、アルバイトを始めた理由・動機、始めてみて感じたこと、最近感じるこ

と、とした。 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-3「アルバイトで働く意義を捉えるまでのプロセス」概念一覧 

 

 

 

とりあえずカネ 

同調バイアス 

目的探し 

カネのためなら我慢 

カネより人間関係 

満足基準 

居場所 

务等感の上塗り 

成長した自分 

金の魔力 

未来の体感 

社会の一員 
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3-3-2 カテゴリー生成 

以上のような手法で、概念を生成するとともに、同時に概念相互の関係を検討し、複数

の概念の関係からカテゴリーを生成した。その結果、3つのカテゴリー・2つのサブカテゴ

リー・12個の概念が生成された。概念を‘  ’、カテゴリーを〈  〉、サブカテゴリ

ーを〔  〕とし概念と概念間の関係からカテゴリー･サブカテゴリーを説明する。 

Fig.4-3 は、概念間の関係性からまとめたものではなく、時系列に並べたものである。分析

の結果、関係性から構成したカテゴリー･サブカテゴリーによる結果図は Fig.4-4 に示す。 

 

3-3-2-1〈カネを手にする喜び〉カテゴリー 

アルバイトを始めた、もしくは続けている理由として、短いながらもこれまでの経験か

ら得た、かつ人間の根底にある共通の欲求があげられた。このカテゴリーは以下の 3 個の

概念‘とりあえずカネ’ ‘カネのためなら我慢’ ‘金の魔力’の関係から生成し、物質

的な欲求を満たすためのツールとして不可欠なものを獲得した事実から生じる感情を認識

したものである。 

高校へ入学し、それまでの生活とは異なり空間的に行動範囲は拡大し、人間関係にも変

化が生じた。義務教育だった中学時代とは比較にならないほどの自由を得て、髪を茶色に

染色したり、化粧を始めたり外見上にもはっきりと変化が見える。アルバイトの求人は 16

歳からが多いため、夏休み以降、アルバイトを始めるものが増加する。 

「あんま、ほしいもんないから。とりあえず貯めとく。なんかほしいものあったときに、（買うことができ

るようにアルバイト代を）貯めておく。」（ｃ） 

と切実な理由でもなく、 

「時給がよければなんでもいい。」（ｌ） 

と、‘とりあえずカネ’のため、下校後の時間はアルバイトに充てられていく。そして次第

に携帯電話や化粧品といった彼らにとって生活に欠かせないモノが増えていく。 

「お金だよお金。ほしいものがありすぎる。」（ｌ） 

それまで親に支払ってもらっていた携帯電話使用料も自分で賄うようになる。支払者と

なることは自分から言い出す場合もあれば、親の意見によって否忚なくという場合もある。

そのあたりの諸事情は様々ではあるが、 

「お金ってあって悪いものじゃないジャン。」（ｆ） 

と‘カネのためなら我慢’する。 
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「知らないうちに消えてた、っていうのもあるしね。」（ｇ） 

「ちょくちょくおろして、お財布入れるとなくなっちゃう。千円札とかいつ使ってんだろうって。」（ｐ） 

と‘金の魔力’に徐々に取り付かれていくかのようである。 

一方で、次から次へと購買意欲を刺激するような時代がゆえに、それを危険視する者い

たが、 

「すごいうれしかった。はじめは全部使っちゃった。」（ｊ） 

と単純に金を手に入れた喜びを実感し、 

「お年玉で生きてきた」（ｅ）り、 

「貧乏生活してた」（ｂ） 

と感じるつい最近までの過去とは異なる自分を発見する。 

人間にとって様々な喜びが考えられるが、金銭を獲得することはどの時代どの地域でも

不変の喜びの一つを実感できる体験といえる。 

 

3-3-2-2 ［金銭という尺度］サブカテゴリー 

対象者は自身の生活を認識する視点に［金銭という尺度］を持っていると考えられる。

これは以下の 2 個の概念‘カネより人間関係’‘満足基準’の関係から生成されたもので

ある。 

「やっぱ時給がよくても人がやだったら続けられないジャン。」（ａ） 

と‘カネより人間関係’を重視し、人間関係がもとでアルバイトをやめるなど、アルバイ

トを継続するかどうかの要因となる。 

「働いた量と給料あわないなと」（ｈ） 

と労働の対価としての金銭を自己の規準と照らし合わせている。また、 

「一杯働いて 750円とサボって 750円は、やった気するのは働いたほうだから。」（ｓ） 

と働いた内容とのつりあいを金銭で捉え、金銭で評価されている立場に気づき、自己の

‘満足基準’に言及している。 

どちらも金銭を比較材料にし、数値化されたものを基準にして判断することで自分にと

っての優先順位づけをする、と解釈した。金銭という物差しで、自尊心を育んでいるので

ある。これは金銭が自立を判定する社会的基準である、と対象者が考えていることの現れ

である。したがって対象者は［金銭という尺度］を持っているといえる。  
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3-3-2-3 ［他者の視線］サブカテゴリー 

高校生という身分をもちながら、パートタイム労働者としての側面をもつ対象者にとっ

て、労働の持つ意味を考えたところ、以下 3 個の概念‘同調バイアス’‘务等感の上塗り’

‘社会の一員’の関係性からできたのは［他者の視線］というサブカテゴリーである。自

らの意思が発端ではなく決め、思いもよらず頼りにされて自己を捉え直す、というもので

ある。 

アルバイトを始める理由として、 

「友達がやってるから」(ｑ) 

をあげる。化粧にしても、腰パンにしてもそうなのであるが自分固有の理由があってとい

うよりは‘同調バイアス’に流されている。仲間がアルバイトをしていると、その時間一

緒に過ごすこともできなくなるし、経済的状況に大きな差がでると同じ遊びをするのには

無理が出る。結果、周りと同じような生活スタイルが行動を共にするには都合がよく、結

果同調行動が選択される。 

初めてのことなので心細いため同じところでアルバイトを探すという対象者もいた。 

「友達と一緒にやれるとこで探してた。」(ｎ) 

あるいはアルバイト先からも友達を誘うように言われることもある。  

クラブ活動をせず、自宅学習０時間のＫ高校生にとって、自分で使い方を決めてよい時

間はかなりあるが、携帯電話やプリクラ、カラオケなど、金銭のかからない時間を過ごす

ことはない。 

また、 

「高校生になったんだからアルバイトくらいやんなさいって言われたから」（ｃ） 

と親の勧めで、そういうものかなと始めている。動機としては主体性を欠いた内容では

ある。保護者の経済的事情によりアルバイト代で高校生活の費用をまかなっている者や、

毎月一定額を保護者に渡している者もいる。アルバイト先も保護者の紹介によるものであ

ったり、兄弟姉妹と同じところを選んで働く対象者もいる。 

一方で、 

「俺、もの覚え悪いのに、一生懸命物覚えのよさを追求する。炭火だから客きたら炭火作る。昨日

それを遅いって、がみがみ言われて」（ｋ） 

といった‘务等感の上塗り’になってしまうこともある。中学生のころから、これといっ

て褒められたことのないまま過ごし、何かと引け目を感じて生活してきた対象者にとって、
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事業者が先入観をもって指摘したことではなくても、自己評価を低く捉え、やる気を失う

傾向がある。いわゆる自己効力感は低い。 

「Ｋ高校の子だからＪ高校の子のようにできないんだって思われたくない」（ｒ） 

と精一杯、頑張っては見るものの、現実とその思いには差があって 

「それはできない、そこまでうまくない」（ｋ） 

という事実を突きつけられることもある。 

それとは対照的に、アルバイトでの仕事ぶりが認められ、自分の存在価値を認められ、

照れながらも充実感を味わうものもいる。 

「一員になった。うれしいけど、恥ずかしいみたいな。」（ｔ） 

その職場においての立場、‘社会の一員’としての役割を果たしている実感を得る。 

他人が自分をどう受け止めているかは、働くか決める際に前出の［金銭という尺度］同

様、重要な要因となり、その後も続けるかどうかにおいて影響を及ぼす。 

 

3-3-2-4〈自尊心と务等感のふり幅〉カテゴリー 

 2 つのサブカテゴリーの関係から、〈自尊心と务等感のふり幅〉のなかで揺れ動くカテゴ

リーを位置づけた。 

高校生になり、働いた対価として金銭を手にした喜びに浸っていたときから時がたつに

つれ［金銭という尺度］や［他者の視線］といった準拠枞から自尊心を持つことができた

り、あるいは务等感を感じるといった両極の大きなふり幅をもつ。原因と結果の関係は相

互に入れ替わり、行きつ戻りつの状態を他者との関係、金銭による関係から認識する段階

である。 

 

3-3-2-5 ［意味ある場所］カテゴリー 

以下 4 個の概念‘居場所’‘目的探し’‘未来の体感’‘成長した自分’の関係から、対

象者は［意味ある場所］を発見するというカテゴリーを構成した。 

自己と生活の関係の再構築の中で、可能性の手忚えを感じたとしても直線的に就業生活

へと移行していくわけではないが、帰属意識が満たされる場所のひとつにアルバイト先を

選んでいるものも尐なくない。自分の存在理由を求められる場所は何も職場だけに限らな

いが、自己像が安定していない青年期には多くの求める場所が必要と思われる。できるだ

け開かれた環境に身をおくことで、選択的に摩擦は解消されていく。 
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「家にいても暇だっていうのもあるし」（ｄ） 

という理由で、アルバイトを始めた対象者は一見何も目的をもたずに働いているようにも

考えられる。ところが、自由な時間のまま何もしないという選択肢もあるにもかかわらず、

働くことを選んだということは能動的に暇つぶしをしていると考えられる。目的を求めて

暇つぶしを選択していると解釈した。キャリアガイダンスをはじめとして対象者の通う高

校のカリキュラムの中には、仕事とは何か、何になりたいのか、働く意義について考えさ

せられる時間が設定されている。すぐに答の出る問いではないし、時間をかけさえすれば

回答が見つかるわけでもないが、‘目的探し’に時間を費やしているとも言える。 

そのうちに 

「面接とかめんどくさい。（アルバイトしてよかったことは）あんまない」（ｍ） 

と感じながらも惰性で働く。 

「5月からやってっからね。もうすぐ半年だね。やめれねえもん」（ｅ） 

と続くうちにアルバイトのシフトシステムにしっかり組み込まれしがらみとなる。これま

でに頼られる体験を多くはしていなかったので、それはある種の自尊心をくすぐられるこ

とでもあり、‘居場所’をみつける。 

また、 

「（家にいると）ストレスたまるっていうのもあるじゃん」（ｆ） 

と職場に‘居場所’を求めている。不満や不安を解消できるところは家庭でも、学校でも

ない。家庭は勿論のこと、学校も簡単には所属を変えることはできない。しかしアルバイ

トという立場ゆえ、気軽に勤務先を辞めてしまうことも可能である。過剰な責任を求めら

れたり、固定的な人間関係のもとでは、耐え切れない現代の若者の弱さを包み隠してくれ

るところとしても機能する。その緩やかさが居心地のよさになるのかもしれない。したが

って、アルバイト先でも家庭や学校と同じような条件になってしまえば、当然‘居場所’

にはなりえない。 

暇つぶしで始めたにすぎずとも、 

「高校卒業したら就職するんでよろしくっていったら、楽しみにしてるよって」（ｓ） 

と、あてにされることで、思わぬ自信がつくこともある。雇い主にしてみれば、軽い気持

ちでの一言かもしれないが、対象者にとっては現在の自分が職場において認められた上に、

将来の自分を必要としてくれる空間を見つけ出す。現在の自己評価を上げ、さらには未来

の自己像を描くといった、時間を先までつないで安堵感を得ることができる経験となる。 
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アルバイト先のもうひとつの心地よさは 

「はじめて自分が働いてもらったお金」（n） 

を意識することで、自己評価を再確認できるからである。この金銭の授受により 

「（社会の）一員になった」(t) 

自分を認識し、社会への帰属意識をも高めている。 

｢自分の知らない世界が見えるっていうか。今まで体験したことがない。」(a) 

「いろんな人達に会えたり」(n) 

初めての職業生活とも言える時間を過ごし、金銭を獲得することは勿論、それ以前に職

業体験そのものが新鮮な環境であり、初期の段階では 

｢うれしい。楽しい。」（ｒ） 

「人の役に立ちたいから」(b) 

と純粋に労働経験を喜んでいるものもいる。まるでごっこ遊びの延長から、以前からなっ

てみたかった業種のアルバイトを試み、期待通りの経験に満足できたようである。 

アルバイトにも慣れてくるうちに 

｢人と接するのが好きになった」(j) 

「人見知りがそうでもなくなった」(e) 

など自分自身の内面の変化を肯定的に捉えるものもいる。前項で対象者たちは自己効力

感が低い、と述べたが、それは言い換えれば、自己理解が深くできていないということで

ある。その対象者がプラスイメージの自己洞察をしていることは注目すべき点であり、対

象者は‘成長した自分’を発見しているのである。 

さらに 

「使いそうになるけど、将来のこととか。ちょっと我慢しつつ、貯金もちゃんとして」(r) 

と数年後の自分に視線は注がれている。現在の将来をイメージし、現在の行動を選択する、

すなわち‘未来の体感’を志向している。想像力を働かせて、自分の未来を先取りして実

現できるように行動できることは、これらの概念から過去と現在、そして未来と連続させ

て自分の生活を捉え、その中で就労意欲を手にしていると分析し、若者は［意味ある場所］

を見つけたところで、就業意識が育まれていく、と解釈した。 

 

3-3-3 結果図の作成 

以上のような手法で、概念を生成するとともに、同時に概念相互の関係を検討し、複数
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の概念の関係からカテゴリーを生成した。その結果、3 つのカテゴリー・2 つのサブカテ

ゴリー・12 個の概念が生成された。概念を‘  ’、カテゴリーを〈  〉、サブカテゴリ

ーを〔  〕として、全体的な流れであるストーリーラインを示す。 

 

ストーリーライン 

高校生が始めてのアルバイトをしたきっかけは‘とりあえずカネ’にある。特にこれと

いった理由があるわけではないのだが、つぎからつぎへと購買意欲を刺激するような環境

にいる彼らは‘カネのためなら我慢’もいとわず労働する。その結果‘金の魔力’に取り

付かれ、その一方でそれを警戒する気持ちもあるが、〈カネを手にする喜び〉を感じる。 

それでも‘カネより人間関係’を重視して、アルバイトを変えている。1,2 ヶ月、早い

場合は 1,2週間でやめるのは、金銭の問題ではなく、職場でのヒトとの関係からである。

もっとも、時給の金額により自分が評価されている立場に気づき、仕事内容と対価との関

係から自己の‘満足基準’をもち、自尊心も育まれる。金銭という数値が、自立を判定す

る社会的基準であるという認識、〔金銭という尺度〕を持っている。 

金銭以外のアルバイトを始めた理由としては主体的なものでもなく、‘同調バイアス’が

伺える。友達がやっているので自分もその気になったり、親が始めるように働きかけてき

たということである。その後アルバイト先を替えたくても、しがらみでそうもできないこ

ともある。アルバイト先で自分が短所と日頃から感じている部分を指摘され、落ち込むと

いった‘务等感の上塗り’となることもある。一方、アルバイトを順調にこなしていくう

ちに、‘社会の一員’として認められたような気がする。そこで、働き続けるか決める際に、

他人が自分をどう受け止めているか〔他者の視線〕は重要な要因となっている。〈カネを手

にする喜び〉を感じていただけの段階から〈自尊心と务等感のふり幅〉の中で揺れ動く。 

 アルバイトによって‘目的探し’をすることで‘成長した自分’に気づいたことをあげ、

さらに‘居場所’としてアルバイトを位置づけて‘未来の体感’を志向し将来の自己像を

描く。 

働く意義として［意味ある場所］を見つけることが重要であると考えられる。暇つぶし

で始めたにせよ、あてにされていることが伝わってくると、そこに自分の存在理由を見つ

ける。しがらみや惰性で働くのであっても、自己像が安定していない青年期には、いくつ

ものその役割を担った空間を持つことが必要なのである。 

 



 71 

〈カネを手にする喜び〉 

とりあえずカネ   カネのためなら我慢 

金の魔力 

〈自尊心と劣等感のふり幅〉 

以上、「高校生がアルバイトで働く意義を捉えるまでのプロセス」の全体的な流れをまと

め、高校一年生の生活認識に与えるアルバイト経験の影響について以下のように解釈し、

図示した(Fig.4-4)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4-4 高校生がアルバイトで働く意義を捉えるまでのプロセス 

〈意味ある場所〉 

成長した自分 未来の体感 居場所 目的探し 

他者の視線 

同調バイアス  

社会の一員   

劣等感の上塗り 

 

金銭という尺度 

カネより人間関係  

満足基準 
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3-4 まとめと今後の展望 

アルバイトをしたことで、単純に〈カネを手にする喜び〉を味わう段階、労働すること

で報酬を得るという経済社会の仕組みを体験的に事実として認識する。次第に〈自尊心と

务等感のふり幅〉のなかで、［金銭という尺度］や［他者の視線］から相互主観的にものど

とをとらえ、自己を再構成していく。 

そのふり幅の中で、職業生活を意識したり、未来に向けて可能性の手忚えを感じ、価値

認識を形成していく。そこで、〈カネを手にする喜び〉という第一段階から、〈意味ある場

所〉という最終段階へ進む。 

つまり「働く意義を捉える」プロセスは「職業生活の認識を形成する」プロセスとも言

える。また、生活認識にアルバイトという労働行為そのものが影響するというより、その

周辺にあるヒト・カネ・コトとの多数の関係性が影響することが明らかとなった。つまり、

アルバイトをすることが直接、就業意識を高めるのではなく、むしろその周辺の体験が就

労意欲を支えている。金銭を得ることは働く動機にはなりえるが、そこからもう一歩踏み

込んで、金銭を尺度とした価値観を伴わばければ、働く意義を見出せない。 

アルバイトをはじめとする労働は、カネという経済的自立を判定するわかりやすい指標

を持っている。ところが、働く意義として、対価としての金の獲得それだけでは経済的自

立を促すどころか、妨げかねず、就労意欲もそぐ可能性がある。厚生労働省の若年者の就

業意識についての調査によれば、「自分の能力をためす生き方」や「経済的にゆたかな生活

を送りたい」は減尐傾向に、「楽しい生活をしたい」は上昇傾向にある（2005）。さらに、

この分析結果を生活認識形成に返してみたとき、〈カネを手にする喜び〉は単発的な指標に

過ぎず、それのみでは概念を互いに結びつけるとはいえない。したがって、生活を多面的

にとらえる視角、つまりばらばらで捉えていた働く意義を結びつないで、質的に新しいレ

ベルにする力こそが生活認識形成には必要と思われる。 

学校現場においても、1999 年に中央教育審議会が提言した「望ましい職業観・勤労観お

よび職業に関する知識や技能を身につけるとともに、自己の個性を発揮し、主体的に進路

を選択する能力・態度を育てる教育」、いわゆるキャリア教育を取り入れ始めた。 

そこで、生活認識の育成を目指す家庭科では、経済的自立を射程に入れ、より高校生の

生活現実につなげる授業にするためには、生活を多面的に捉える視角を育む内容が不可欠

といえる。アルバイトを含めた就業体験や将来のキャリアやライフイベントを想定して、
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家庭科の授業と有効に関連させ、展開していくことが一つの方略であると考える。 

4 生活認識形成プロセスにおける生活創発 

2 つの調査から得られた知見をどのようにこれからの家庭科教育に生かすことができる

かについて立ち戻る。本研究では、生活認識形成プロセスにおける現象の変化に着目し、

その変化のある現象を「生活創発」と定義し、家庭科教育の教育課題として提案する。創

発という概念は、Luhman,N.によれば個の自発性が全体の秩序を生み出す、「質的に新しい

秩序レベルの出現」とされる。創発とは「複雑系に特有な現象、すなわち予期せぬ組織化

や構造化やパターンの出現」（吉永，1996）であり、80 年代の複雑系の基礎研究において

重要なキーワードのひとつとなった。複雑系とは「無数の構成要素からなる一まとまりの

集団で、各要素が他の要素とたえず相互作用を行っている結果、全体としてみれば部分の

働きの総和以上の何らかの独自のふるまいを示すもの」であり、生活は複雑系の研究対象

であると考えられる。 

創発を本質概念として Luhman,N.は「もろもろの構成要素が一つの循環過程のなかで相

互に作用し合って、その際にシステムの維持のために必要な構成要素が不断に生み出され

る」（Kneer・Nassehi ,1995）という「自己創出」理論を主張した。「積極的に自己を反省

しつつコミュニケーションや行為を展開」し、「外部との差異を自らの内部に再導入する働

きとして捉え直す。・・・中略・・・その差異をてがかりにして今までとは異なる意識が生

じることになる」（石戸,2000）。「その差異」を認めることができたとき、「自己に再導入す

るプロセスにおいて独自な解釈を与えられた自己像」が形成される。以前の自分とは異な

る視点から生活目標や生活問題を認識し、実現・解決に向けて自発的に行動することで、

新しい生活をうみだす。 

自己創出は「自律性」「個体性」「境界の自己決定」「入力と出力の不在」の 4 つの特徴

があるとされる（河本，1995）。生活主体は自分自身の生活の構成要素を連続的にたえず新

しく創りだし、生活を維持したり、変化させたりしている。生活主体が生活の構成要素で

あるヒト・モノ・コトを相互に関連させることで、新たな構成要素が生み出される。生活

の構成要素ひとつひとつはそれぞれに外的な刺激や環境条件の下で形態を変えることはあ

っても、生活者にとってその同一性は保たれている。生活主体は生活の構成要素を産出す

るプロセスを通じて生活を営み、そのシステムの境界を自己決定する。そして生活主体は

結果として外的条件によって生活の構成要素の産出に影響を受けることはあっても、何ら

かの要請によって構成要素を産出するという循環をしているのではなく、自らそれを繰り
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返している。 

生活を営む過程において、ヒト･モノ･コトとのつながりが新たに認識された結果、生活

に新たな価値を生み出す現象、つまり質的に新しい生活が創造されることを「生活創発」

ととらえる。新たな認識があったとき、自身の生活問題としてそれが見出され、それの解

決を目指して、生活行為として対忚し新しい自分に気がつく。具体的には、今回の二十歳

の学生を対象とした調査結果で提示された「生活創発」は以下の点である。 

「そこで気づいたのは、自分が大学に満足していないなら、満足できるところまで自分であげれば

いいんじゃないかなって。・・・中略・・・生活の満足感っていうのは。やってみればいいんじゃないか

な。やっていくうちにかなり充実していますね。」 

対象者は現在の生活に対し満足を感じられないならば自分の力で満足いくように生活を

変えればよいと語り、満足がいくように生活を変える方法について理解していると確信が

ある状態と解釈した。 

したがって、「生活主体が新しい生活を創造し、新しい自分を発見すること」を「生活

創発」と定義する。生活認識形成は、家庭科教育の目指すことの一つであるとし、本研究

では、生活認識が形成されるプロセスにおいておこるこの現象、すなわち「生活創発」を

家庭科教育の方向性の一つとして提案する。複雑に絡み合う生活の構成要素、ヒト･モノ･

コトを認識し、生活を創造していく、つまり質的に新しい生活が出現することは「生活創

発」と考えられる。生活認識が形成されていくプロセスにおいて、生活を構成する単純要

素が局所的に相互作用し、新しいレベルの生活を生み出す。生活認識プロセスにおける「生

活創発」は構成要素の相互作用により新しい価値を偶発的に発生するものと考えられるが、

本研究では、生活認識においてその構成要素のつながりが起こりやすい条件はどのような

ものか検討する。 
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第 5 章 若者の生活認識と生活行為に関する量的研究 

 

1 目的 

本研究で生活認識を「問題を自分自身の生活現実のとの関係から解決の方向をもってと

らえること」と定義し、第 3 章で家庭科教育の先行研究から、「価値認識」「行為との関連」

「3 段階」という視点を得た。 

第 4 章では若者が自身の生活問題をどのように捉え、生活を認識しているのかを探るた

めに、個々の若者に焦点を当て、M-GTA により彼らの生活認識形成プロセスを探索的に

読み解いた。分析の結果から、以下の 2 点が明らかになった。1 つは生活認識の形成プロ

セス最終段階は未来に向かって目標を持ち、生活者として生活問題についての取り組みに

対する主観的な認識を持つ段階である。2つには「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」

という意識が生活認識形成にかかわるということである。 

加えて、第 4章で明らかになった生活認識形成プロセスにおいて、ヒト･モノ･コトとの

つながりが認識された結果、生活に予期せぬ結果が起こり新たな価値を生み出す現象がお

きていた。そこで、「生活主体が新しい生活を創造して新しい自分を発見すること」を「生

活創発」と定義した。生活は「よりよく生きるという目的に向かって展開される複雑な体

系」（松原，1971）、「環境への働きかけを通して、自己を更新していく過程」（Dewey、松野

訳，1975）であり、生活認識形成の最終的な段階は意思決定をするための本質的・究極的

な価値を認識し、具体的な生活行為と結びつく過程である。どのような生活にしていきた

いのか認識し、創造的な段階に至る変容の現象を生活創発とした。自己認識および他者と

の対話の相互作用を通して家族や社会を吟味し、熟考し、その結果を批判することを含む。

主体的な行為により生活問題が認識された段階に至り、自発的に生活を変化させたとき、

生活創発が起きたとする。 

そこで本章では、生活認識の形成プロセス全体ではなく、この最終段階に至る過程を焦

点化して、生活創発に必要な要因を行為から明らかにすることを目的とする。Marx,K.や

Engels,F.らによれば「認識と実践」の関係を「実践→認識→再実践→再認識」というサイ

クルとしてとらえられていたように、「動的な相互関連的なシステム」（福田，2005）とし

て若者の生活認識と行為の関係を明らかにする。 

したがって、本章では生活認識形成プロセスの最終段階に至るには何が関わるのか、生
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活行為から分析を試みることとする。生活は「過程としての人間の行為の全体」（佐々木，

1975）であり、生活行為との関係をを明らかにすることが重要となる。Brown,M.は家族の

複雑な行為全体を明確にするために、Habermas,J.の理論に侜拠した家族の行為体系（1980）

を表した。Brown,M.の理論は 3つの行為類型を中心に行為と思考過程の関係から生活問題

を解決する能力の育成をめざすものといえる。そこで、若者の生活行為を整理し、「生活行

為」がどのような関係があるのかを明らかにすることを目的とする。 

さらに、学校段階による生活認識や「生活行為」の発達を比較検討し、そこから高等学

校家庭科における学習内容や展開方法を追求する示唆を得たい。なお本論では、生活認識

に関しては、調査 1で析出された若者の生活認識の最終段階〈未来が見えたとき前進する〉

を焦点化し、分析する。また、生活認識形成プロセスのそのほかの段階「生活の可視化」

「新しい枞組みを重ねていく」については本章では扱わない。 

そこで、以下の 2つの視点から研究を進めた。 

① 生活認識にどのような「生活行為」が、どのようにかかわるのか 

② 生活認識および「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」「生活行為」は学校段

階・性により差があるのか 

これらの視点に基づき、質問紙調査を通して検討を試みる。 

 

2 方法 

2-1 調査の概要 

本論では「生活行為」を計るための尺度を作成し、その尺度を用いた調査結果を学校段

階差・性差から分析して、彼らの「生活行為」を明らかにしていく。そして生活認識に関

しては形成プロセス最終段階である「未来が見えたとき前進する」、およびそれにかかわる

「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」について尺度を作成し、学校段階差・性差から

分析検討する。さらに「未来が見えたとき前進する」を従属変数とし、「生活行為」「社会

的役割の評価」「他者とのかかわり」を独立変数として分析し、「未来が見えたとき前進す

る」にどのように影響するのか明らかにしていく。 

調査対象は東京都および千葉県の公立高校 2校の 2年生 575名、関東近県の国立及び私

立大学４校の学生 498 名、合計 1073 名である（Tab.5-1）。4 つの大学は総合大学であり、

学生は教育学部、教育人間科学部及び人文学部所属である。東京都および千葉県の公立高

校はともに、現役進学率約 8割の傾向にある進学校である。なお 16～25歳の高校生及び大
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学生を対象者に選んだ理由は、生活者として自立の入り口に立つ時期であると考えたため

である。「これまでの日本社会においては、学校から職業生活へスムーズに移行することに

よって、家族、住宅、福祉などの問題も同時に解決されてきた」（堀他，2006）が、長引く

不況のなか、急速な変化が起こり若者の問題が複合化している。職業生活への移行が不安

定であり、役割猶予期間中と考えられる青年中・後期（柴野，1995）の若者全般を対象と

することで、彼らに必要な家庭科教育活動を探る。質問紙調査を高校では家庭科担当教諭

に、大学では教員に実施を侜頼した。調査実施時期は 2008年 5～7月である。 

 

2-2 調査項目の作成 

調査項目は対象者の属性（学校段階・性・年齢・家族との居住状態）（Tab.1）、生活行為、

生活認識の最終段階「未来が見えたとき前進する」、社会的役割の評価、他者とのかかわり

を問う内容とした。 

「生活行為」33項目、「未来志向性生活認識」12項目、「社会的役割の評価」12項目、「他

者とのかかわり」12項目の予備調査問題を作成し、2008年 1月に予備調査を実施した。項

目分析および因子分析の結果から分布に偏りのある項目、複数のカテゴリーにまたがった

項目、あるいは意味が不明瞭などの指摘を受けた項目については、削除または高校生や大

学生の意見をもとに表現を修正した。高校教諭と大学教員により項目の内容が現状の若者

に合致しているか検討し、必要な項目の追加を行うことで内容的妥当性を確認した。最終

的に「生活行為」23項目、「未来志向性生活認識」7項目、「社会的役割の評価」7項目、「他

者とのかかわり」5項目となった。 

回答方法は頻度の強さなどを評価する項目を分析するため、多くの統計処理法を用いる

ことができる 5段階評定尺度とした。 
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Tab.5-1 対象者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
高校

(575) 

大学

(498) 

性 男性 292 161 

 女性 283 337 

年齢 16歳 457  

 17歳 118  

 18歳  99 

 19歳  205 

 20歳  109 

 21歳  54 

 22歳  15 

 23歳  10 

 24歳  2 

 25歳  4 

家族との居住状態 同居 575 297 

 別居  201 
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2-2-1 「生活行為」の調査項目 

生活行為」の調査項目としては、Tab.2に示したとおりでBrown，M.の行為体系（1980）

の理論に基づき、「日常生活上の基本的要求を満たすための行為」・「家族構成員や他者と相

互主体的な人間関係」・「自己変革と社会醸成にかかわる」についての認識の3型（林，2002）

が含まれるように設問を選択した。また、若者の生活にとって消費行動は社会とつながる

重要な生活行為（宮坂，1989）であり、社会的課題のなかでも、環境問題は消費行動と密

接な関係にあるので調査項目に組み込むこととする。「子ども生活実態基本調査」（齋

藤,2005）の問6の中から2項目、「国民生活選好度調査」（内閣府国民生活局,2007a）の問5

の中から7項目及び問8の中から4項目「国民生活モニター調査結果―環境に配慮した日常生

活に関する国民の意識・行動調査―」（内閣府国民生局,2007b）の問2の中から8項目を選ん

だ。項目選定には日本家庭科教育学会の「家庭生活についての全国調査」（牧野，2002）お

よび「高校生の消費に関する調査―日本・アメリカ・中国・韓国の比較―」（日本青尐年研

究所，2008）の調査結果を参考にした。設問の内容に合わせて「毎日ある」「ある程度あ

る（週に5、6回）」「ときどきある（週に3、4回）」「めったにない（週に1、2回）」「全

くない（該当なし）」の5段階、「必ずする」「ある程度する」「ときどきする」「めった

にしない」「全くしない」の5段階、「日常的にある（毎日～週に数回程度）」「ある程度

ある（週に1回～月に数回程度）」「ときどきある（月に1回～年に数回程度）」「めった

にない（年に1回～数年に1回程度）」「全くない（該当無し）」の選択肢を設定した。な

お分析に当たっては、それぞれ肯定の傾向が強い回答から順に5点、4点、3点、2点、1点を

与え統計処理を行った。 
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Tab.5-2 生活行為尺度の因子分析結果

   因子負荷量   

調査項目 平均 標準偏差 第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 共通性 α 係数 

エコマーク等の環境ラベル（マーク） が付いたものを選ぶ 2.15  1.04  0.80     0.68  

0.87 

再生紙を使用したトイレットペーパーなど、リサイクル商品

（再生した原料を使用した商品）を選ぶ 
2.37  1.15  0.79     0.65  

環境配慮に取り組んでいる店舗や企業の商品を買う 2.11  1.02  0.76     0.63  

包装ができるだけ少ない商品を選ぶ 2.11  1.05  0.74     0.58  

ビンなど繰り返し使える容器に入ったものを選ぶ 2.30  1.16  0.70     0.53  

「地元産」「旬」のものを選ぶ 2.40  1.12  0.51     0.34  

レジ袋は断り、マイバッグを使う 2.36  1.22  0.48     0.27  

シャンプーや洗剤などは、詰め替え用の商品を選ぶ 3.37  1.35  0.43     0.23  

家族との会話（日常の出来事を話したり、悩み事を相談したりする） 3.97  1.20   0.85    0.58  

0.75 

家族との団らん（テレビを一緒に見る等） 3.87  1.24   0.76    0.73  

家族との食事 4.06  1.23   0.70    0.50  

家族の誕生日のお祝い 3.85  1.30   0.35    0.23  

家族へのクリスマス・バレンタインデーなどのプレゼント 2.99  1.49   0.33    0.27  

みそ汁を作る 1.64  0.97    0.68   0.54  

0.77 

アイロンがけをする 1.71  0.96    0.65   0.46  

果物の皮を包丁でむく 2.08  1.15    0.64   0.46  

洗濯をしたり、洗濯物をたたんだりする 2.40  1.01    0.57   0.38  

自分の部屋（一番長時間使うところ）の掃除をする 2.48  1.01    0.45   0.22  

乳幼児とのふれあい 1.84  1.04     0.58  0.38  

0.65 

高齢者とのふれあい  2.44  1.33     0.54  0.31  

親戚とのつきあい 2.73  0.93     0.47  0.26  

ＮＰＯなどのボランティア・市民活動（まちづくり、高齢者・障

害者福祉や子育て、美化、防犯・防災等） 
1.75  1.01     0.46  0.30  

隣近所の人とのつきあい 2.66  1.25     0.42  0.25  

寄与率（％）      23.4      9.1    6.2  3.8   
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2-2-2 「生活認識」にかかわる調査項目 

生活認識としては、生活認識の形成プロセス最終段階である「未来が見えたとき前進す

る」と生活認識にかかわる「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」を測る尺度を作成す

るために以下の視点で先行調査を選択した。 

「未来が見えたとき前進する」とは生活者として生活問題についての取り組みに対する

価値認識であり、生活者とは「自覚した個人が、主体的に、積極的に日常生活を創造する

者」（中間,2002）、「それぞれの時代の支配的な価値から自律的な、いいかえれば『対抗的』

（オールタナティヴ）な『生活』を、隣あって生きる他者との協同行為によって共に創ろ

うとする個人」（天野，1996）であるととらえる。生活問題に対する認識を高めるためには

「社会的課題を視野に入れ、それを要求し、発言していける能力」（鶴田,2000）が必要で

あると考え、社会的価値行動や意識の現状を把握することを目的としている先行調査とし

た。さらに若者の近い将来に対する考え方が反映する、学業生活から就業生活への移行過

程を包括的に把握することを目的とした先行調査を選択することにした。「未来が見えたと

き前進する」の調査項目としては、「高校生の進路決定に関する調査」（高梨ほか，2000）

の問 22から 1項目、「大都市の若者の就業行動と意識」（小杉ほか,2001）の問 1の中から

1 項目、「新入社員の「働くことの意識」調査」（社会経済生産性本部,2007）の問 1の中か

ら 1項目及び問 30の中から 1項目、「高校生の進路と生活に関する調査」（尾嶋,2001）問

18から 1項目を選んだ。項目選定にあたっては、「平成 19年度版青尐年白書」（内閣府,2007）

の調査結果を参考にして、若者が生活設計する際に、大きな比重を占める職業生活の価値

観を尋ねる項目とした。 

「社会的役割の評価」の調査項目としては、「高校生の進路決定に関する調査」（高梨ほ

か,2000）の問 22から 1項目、「新入社員の「働くことの意識」調査」（社会経済生産性本

部,2007）の問 11 の中から 2 項目、「高校生の進路と生活に関する調査」（尾嶋,2001）問

18 から 1項目、「職業価値観尺度」(菰田,2006)の問 11から 1項目、問 14 から 1項目及び

問 16から 1項目を選んだ。また、項目選定にあたっては、「平成 19年度版青尐年白書」（内

閣府,2007）の調査結果を参考にし、社会とのかかわりを職業生活における意識から問う項

目とした。「他者とのかかわり」の調査項目としては、「社会生活に関するアンケート調査」

（日本総合研究所,2008）の問 1の中から 2項目、「高校生の進路と生活に関する調査」（尾

嶋,2001）問 18 から 1 項目、「職業価値観尺度」(菰田,2006)の問 21 から 1 項目及び問 32

から 1 項目を選んだ。また、項目選定にあたっては、「平成 19 年度版青尐年白書」（内閣
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府,2007）の調査結果を参考に、他者に対する信頼感や水平的な関係性に対する意識を問う

項目とした。「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」につ

いての回答方法は「非常にそう思う」「尐しそう思う」「どちらとも言えない」「あまり

そう思わない」「全くそう思わない」の 5段階評定尺度を用いた。なお分析に当たり肯定

の傾向が強い回答から順に 5点、4点、3点、2 点、1点を与え、統計処理を行った。「未来

が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」についてそれぞれの項

目得点の総和を項目数で除し、3つの尺度とした。なお、Cronbachのα係数はそれぞれ 0.67、

0.79、0.71であり、3つの尺度は内的整合性を持つことが確認された（Tab.3）。 

 

Tab.5-3 「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」に関する調査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未
来
が
見
え
た
と
き
前
進
す
る 

自分の消費行動が社会の仕組みを変えると思う 

主義や信念などの心のよりどころをしっかり持った人間になりたい 

職業生活に役立つ資格を取りたい 

企業は経済的な利益よりも環境保全を優先すべきだ 

インターンシップを利用したい 

自分の能力・個性を活かしたい 

専門的な知識や技術を磨きたい 

 
 
 
 
 

社
会
的
役
割
の
評
価 

仕事を通じて社会に貢献したい 

人の役に立つ仕事をしたい 

やりたい仕事で働きたい 

自分の仕事に関して自他共に認める実力人間になりたい 

地域社会や人から感謝される仕事がしたい 

他人から尊敬される仕事がしたい 

仕事を生きがいとしたい 

他
者
と
の
か
か
わ
り 

一般的に人は信頼できる 

「旅先」や「見知らぬ土地」で出会う人は信用できる 

周囲の人との信頼関係を築くことは重要である 

周囲の人から頼りにされたい 

多くの人から親しまれ尊敬される人間になりたい 
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3 結果 

3-1 「生活行為」に関する検討 

まず、「生活行為」の質問項目間の関係を整理するために因子分析（重み付けのない最

小2乗法・Varimax回転）を行った。その結果、初期の固有値が１以上の因子として5因子が

抽出されたが、因子負荷量0.30以下の調査項目1項目を分析から外し、再度因子分析を試み、

4因子を得た。Tab.5-2に各変数の因子負荷量を示す。 

第1因子で因子負荷量の高い項目として、「エコマーク等の環境ラベル（マーク）がつい

たものを選ぶ」「再生紙を使用したトイレットペーパーなど、リサイクル商品（再生した原

料を使用した商品）を選ぶ」などがあり、商品の購入選択時の条件として環境への配慮を

重視するかどうかに関する項目内容であったことから、「環境重視の購買スタイル」とした。

因子負荷量の高い8項目のα係数は0.87で、信頼性は確認されたので因子負荷量の高いそれ

らの平均点を下位尺度として用いる。第2因子は因子負荷量の高い項目として、「家族との

会話（日常の出来事を話したり、悩み事を相談したりする）」「家族の誕生日のお祝い」な

ど家族との日常および非日常のかかわりに関する内容項目がであったことから、「家族との

アクティブコミュニケーション」とした。第3因子は因子負荷量の高い項目として、「みそ

汁を作る」「アイロンがけをする」など、生活を維持する活動をどれほどしているかに関

する内容項目であったことから、「生活スキルの活用」とした。第4因子は因子負荷量の高

い項目として、「隣近所とのつきあい」「NPOなどのボランティア・市民活動(まちづくり、

高齢者・障害者福祉や子育て、美化、防犯・防災等)」など、地域での他者とのかかわりに

関する内容項目であったことから、「地域でのつながり」とした。なおCronbachのα係数

を求めたところ、第1因子＝0.87、第2因子＝0.75、第3因子＝0.77、第4因子＝0.65と、あ

る程度の内的整合性を持つことが確認されたため、本分析における「生活行為」の下位尺

度とする。各下位尺度の項目得点の総和を項目数で除した値はそれぞれの下位尺度得点と

して用いる。 

また、4 つの下位尺度の関連性を検討するために Pearson の相関係数を求めた結果を

Tab.4 に示す。それぞれ弱い正の相関がみられる（p＜0.001）が、そのなかで「環境重視

の購買スタイル」と「生活スキルの活用」の相関係数は 0.41と比較的高くなっていた。 
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Tab.5-4 生活行為下位尺度の相関係数 

*p＜0.05、**ｐ＜0.01、***ｐ＜0.001 

 

 

次に、学校段階別・性別について検討するため、学校段階×性の 2要因の分散分析を行

った。結果を Tab.5-5 に示す。「環境重視の購買スタイル」については学校段階の主効果（F

（3,1069）＝9.65、p＜0.01）、性の主効果は有意であった（F（3,1069）＝65.16、p＜0.001）

が、学校段階×性の交互作用は有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定を行った結

果、高校生よりも大学生が有意に高く、男子よりも女子が有意に高かった。つまり、「環境

重視の購買スタイル」は性差が維持されたまま発達することがわかった。 

 

Tab.5-5 生活行為の下位尺度分散分析結果 

 学校段階 F値 性 F値 学校段階＊性 F値 

環境重視の購買スタイル 9.65**  65.16*** 1.75 n.s. 

家族とのアクティブコミュニケーション 12.84*** 119.61*** 0.31 n.s. 

生活スキルの活用   45.61*** 60.00*** 2.03 n.s. 

地域でのつながり 9.98* 23.60*** 0.53 n.s. 

*p＜0.05、**ｐ＜0.01、***ｐ＜0.001 

 

 

「生活スキルの活用」については学校段階の主効果（F（3,1069）＝45.61、p＜0.001）、

性の主効果は有意であった（F（3,1069）＝59.98、p＜0.001）が、学校段階×性の交互作用

は有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定を行った結果、高校生よりも大学生が有

 
環境重視の購買ス

タイル 

家族とのアクティブコミ

ュニケーション 

生活スキルの活

用 

地域でのつながり 

環境重視の購買スタイル 1 0.25** 0.41* 0.32** 

家族とのアクティブコミュニケーション 0.25** 1 0.17* 0.27** 

生活スキルの活用 0.41** 0.17** 1 0.33** 

地域でのつながり 0.32** 0.27* 0.33** 1 
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意に高く、男子よりも女子が有意に高かった。つまり、「生活スキルの活用」は性差が維持

されたまま発達することがわかった。 

「地域でのつながり」については学校段階の主効果（F（3,1069）＝9.98、p＜0.01）、性

の主効果は有意であった（F（3,1069）＝23.60、p＜0.001）が、学校段階×性の交互作用は

有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定を行った結果、高校生よりも大学生が有意

に高く、男子よりも女子が有意に高かった。つまり、「地域でのつながり」は性差が維持さ

れたまま発達することがわかった。 

「家族とのアクティブコミュニケーション」については学校段階の主効果（F（3,1069）

＝12.84、p＜0.001）および性の主効果は有意であった（F（3,1069）＝119.61、p＜0.001）

が、学校段階×性の交互作用は有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定行った結果、

大学生よりも高校生が有意に高く、男子よりも女子が有意に高かった。これについての考

察は後述する。 

 

3-2 「生活認識」に関する検討 

生活認識についてその最終段階である「未来が見えたとき前進する」およびそれにかか

わる「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」に関する結果を見ていくことにする。 

「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」についてそれ

ぞれの平均を算出し、3つの尺度とした。なお、尺度としての信頼性を示すα係数はそれ

ぞれ 0.67、0.79、0.71 であった。次に、学校段階別・性別について検討するため、学校段

階×性の 2要因の分散分析を行った。結果を Tab.5-6に示す。「未来が見えたとき前進する」

については学校段階の主効果（F（3,1069）＝5.92、p＜0.05）、性の主効果は有意であった

（F（3,1069）＝61.30、p＜0.001）が、学校段階×性の交互作用は有意でなかった。それぞ

れの主効果の下位検定を行った結果、高校生よりも大学生が有意に高く、男子よりも女子

が有意に高かった。つまり、「未来が見えたとき前進する」は性差が維持されたまま発達す

ることがわかった。 

「社会的役割の評価」については、学校段階の主効果（F（3,1069）＝17.82、p＜0.001）、

性の主効果は有意であった（F（3,1069）＝22.13、p＜0.001）が、学校段階×性の交互作用

は有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定を行った結果、高校生よりも大学生が有

意に高く、男子よりも女子が有意に高かった。つまり、「社会的役割の評価」は性差が維持

されたまま得点が高くなっていくことがわかった。 
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「他者とのかかわり」については、学校段階の主効果に有意差がみられ（F（3,1069）＝

7.88、p＜0.01）、性の主効果も有意であった（F（3,1069）＝17.23、p＜0.001）が、学校段

階×性の交互作用は有意でなかった。それぞれの主効果の下位検定を行った結果、高校生

よりも大学生が有意に高く、男子よりも女子が有意に高かった。つまり、「他者とのかかわ

り」は性差が維持されたまま発達することがわかった。 

 

Tab.5-6 生活認識「未来が見えたとき前進する」・社会的役割の評価・他者とのかかわり 分散分析結果 

*p＜0.05、**ｐ＜0.01、***ｐ＜0.001 

 

 

3-3 「未来が見えたとき前進する」の規定因に関する検討 

「生活行為」が生活認識の最終段階「未来が見えたとき前進する」に与える影響を検討する

ために、「未来が見えたとき前進する」を従属変数に、4因子「環境重視の購買スタイル」「家

族とのアクティブコミュニケーション」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」と「社会

的役割の評価」「他者とのかかわり」を独立変数として重回帰分析を行った。その結果を

Tab.5-7に示す。「未来が見えたとき前進する」に対する標準化係数が有意であったものは「環

境重視の購買スタイル」「家族とのアクティブコミュニケーション」「社会的役割の評価」「他

者とのかかわり」であった。標準化係数が最も大きいのは「社会的役割の評価」であり、次

いで「他者とのかかわり」「家族とのアクティブコミュニケーション」「環境重視の購買スタ

イル」であり、認識を規定する要因として示された。「生活スキルの活用」「地域でのつなが

り」は有意ではなかった。「未来が見えたとき前進する」は「環境重視の購買スタイル」が

確立しているほど高くなっているが、それ以上に「他者とのかかわり」「家族とのアクティ

ブコミュニケーション」に影響を受け、中でも「社会的役割の評価」の影響が強いことが示

された。 

 

 学校段階 F値  性 F値 学校段階＊性 F値 

未来が見えたとき前進する 5.92* 61.30*** 1.38 n.s. 

社会的役割の評価 17.82*** 22.13*** 3.14 n.s. 

他者とのかかわり 7.88** 17.23*** 0.01 n.s. 
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Tab.5-7 「未来が見えたとき前進する」を従属変数とした回帰分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p＜0.05、**ｐ＜0.01、***ｐ＜0.001 

 

 

4 考察 

 以上の生活認識と生活行為の関係を分析した結果から、社会とのつながりを重視した家庭

科教育の視点について考察する。 

 

4-1 生活問題の解決に導く「生活行為」 

「生活行為」について、「環境重視の購買行動」「家族とのアクティブコミュニケーション」

「生活スキルの活用」「地域でのつながり」という4因子構造が明らかになり、生活問題をと

らえる4つの視点として解決の方法を自分の生活と結びつけて探る可能性が示唆された。な

かでも「環境重視の購買行動」と「生活スキルの活用」の相関係数は比較的高い数値であり、

生活を維持するための基本的な活動と、環境問題への配慮をした行動には関係があるといえ

る。尐子化・核家族化、加えて社会化の進んだ生活では生活スキルを獲得する機会が減尐す

る。それゆえ家庭に代わって教育活動において「生活スキルの活用」を促す動機を生み出す

内容、あるいは生活スキルを活用した授業内容を取り入れることは重要となる。「生活スキ

ルの活用」を視野に入れた教育活動が持続可能な社会の構築に向けて具体的行動のひとつに

つながると考えられる。 

 

    β  

環境重視の購買スタイル 0.11*** 

家族とのアクティブコミュニケーション 0.13*** 

生活スキルの活用 －0.01 n.s. 

地域でのつながり 0.01 n.s. 

社会的役割の評価 0.48*** 

他者とのかかわり 0.13*** 

調整済みＲ2 0.40 

Ｆ値 120.60*** 
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4-2 社会とつながる「未来が見えたとき前進する」 

生活認識形成プロセスにおいて、その最終段階とした「未来が見えたとき前進する」に

焦点化し、「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」との関係をみたところ、やや強い正

の相関が示され、なかでも「未来が見えたとき前進する」と「社会的役割の評価」との相

関係数の数値が高かった。すなわち「社会的役割の評価」を望む傾向が強ければ、「未来が

見えたとき前進する」が高い傾向にある。家庭科教育において生活認識の形成を目標とす

るとき、「社会的役割の評価」を受けたいという意識を高めることは有効と考えられる。「社

会的役割の評価」についての本調査における質問項目は「貢献」「人の役に立つ」「感謝」

「実力を認められる」「尊敬」「生きがい」といったキーワードから成る。若者の私的生活

への極域化（有末，2006）が指摘される一方で、若者は社会における自分の位置を重視し

ており、社会とのつながりにおいて自己の存在価値を確認しているといえる。 

 

4-3 「生活行為」「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」

の学校段階差および性差 

「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」のいずれについ

ても高校生に比べ大学生が有意に高くなっている。有意な交互作用は認められず、性差は維

持されたままその傾向が続くことが示された。また、「生活行為」に関しても、「家族とのア

クティブコミュニケーション」を除いて同様の結果となった。大学生は高校生より、「環境

重視の購買スタイル」を実践しており、「生活スキルの活用」が多く、「地域でのつながり」

があることが示された。 

学校段階があがるにつれ生活認識が高まるだけでなく、「他者とのかかわり」や「社会に

おける評価」も高まることから、教育課題の方向性が提示されたと考える。すなわち、「未

来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」を一人の生活者とし

て発達段階に忚じた課題ととらえることができる。さらに生活行為もまた、学校段階があ

がることで実践が高まったということは生活者として自立していく過程は環境への配慮し

た購買行動や乳幼児･高齢者とのふれあい、ボランティアといった生活行為によってとらえ

ることができるといえる。唯一大学生よりも高校生が有意に高い結果となった「家族との

アクティブコミュニケーション」については学校段階に伴い、本項目内容とは異なる家族

とのかかわりに移行するのではないかと推察される。 

加えて、男子より女子がすべての項目について有意に高いことから、ジェンダーバイア
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スの存在が窺える。男子と女子の差を縮めるためには、生活者としての一人ひとりの個が

尊重されることが大前提となり、家庭科教育において取り上げていかなければならない課

題の 1つである。これらの点に関しては、今後の課題として自由記述あるいはインタビュ

ー等による個に沿った調査と組み合わせての詳細な分析が必要である。 

 

4-4 生活認識を高める要因 

「未来が見えたとき前進する」と「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」「家族との

アクティブコミュニケーション」「環境重視の購買スタイル」「生活スキルの活用」「地域で

のつながり」とのかかわりを検討した結果、「社会的役割の評価」の影響が最も強いことが

示された。次いで、「他者とのかかわり」「家族とのアクティブコミュニケーション」が「未

来が見えたとき前進する」に影響を与えていた。すなわち、「人の役に立つ」「自他共に認

められる」という評価をうけることから相互主観的に自己を再構築する、あるいは「信頼

関係」といった家族や学校・地域における相互理解、同意や共感を目指すことが未来を見

つめ、生活を一歩前進させる。また家族や社会に立ちふさがる矛盾を解決するためになさ

れる行為、ここでは環境問題の解決を意識した行為により、生活認識は高まるといえる。 

 

4-5今後の課題 

本論は以下のような課題を残している。 

第一に、高校および大学に通学している若者に対象を限って調査を行ったため、無業者

や社会的ひきこもりといった若者と比較してみなければその特質を浮かび上がらせること

はできない。また、高校・大学についても多様な層が存在し、ほかのサンプルでの調査を

行う必要がある。 

第二に、これらの結果を踏まえ生活認識形成を目標とした授業実践を展開する際には、政

治的・経済的・文化的な条件を考慮しなければならない。したがって、生活認識と生活行為

の関係性において個人の価値認識を超えたところでの、諸条件との対立や矛盾による意思決

定に関与する動機・関心・感情・意欲等の影響についての検討が課題となる。経済・社会の

激動の中で若者が生活者として生活問題についての取り組みに対する価値認識に高め、生活

を創造していくための情意面のかかわりを明らかにし、多角的な視点から知見を蓄積してい

きたい。 

第三に、社会とのつながりを考えた生活行為として、交友、教養娯楽・趣味などの活動
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などを含めて今後検討する必要がある。 

これらの結果を踏まえ、今後の課題としては生活認識形成を目標とした授業実践の方法論

を検討していく。家庭科教育において生活行為と相互に関連して生活認識を形成していくこ

とは、経済・社会の激動の中で育った若者が生活者として価値観を築き、生活を創造してい 

くために不可欠な家庭科教育の視点であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5-1 生活認識と生活行為の関係 

 

 

他者とのかかわり 

生活行為 

生活認識 

 

 

未来が見えたとき前進する 環境重視の購買スタイル 

家族とのアクティブコミュニ

ケーション 

生活スキルの活用 

地域でのつながり 

0.25** 

生活の可視化 

新しい枞組を重ねていく 

0.17** 0.32** 

0.41** 

0.27** 

0.33** 

0.４８*** 
0.１３*** 

0.１３*** 

0.１1*** 

相関係数 

 

標準化係数 

 

社会的役割の評価 

標準化係数 

 *p＜0.05、**ｐ＜0.01、***ｐ＜0.001 
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第6章 高等学校家庭科における生活創発モデルの構想 

 

1 高等学校家庭科における授業実践 

本章第 1 節では第 4 章から、第 2 節では第 4 章および第 5 章から得られた生活認識形成

プロセスについて、その考察に基づいた授業実践を行い、生活認識の変容がみられるか検

証を試み、高等学校家庭科カリキュラムの視点を検討する。 

「生活創発」とは、「生活主体が新しい生活を創造して新しい自分を発見すること」と

定義する。生活認識が形成されていくプロセスにおいて、ヒト・モノ・コトが相互作用し、

新しいレベルの生活を生み出すものと考えられるが、生活創発を促すために高等学校家庭

科の授業でどのような支援が可能か検討し、生活創発モデルを提示する。 

 

1-1 2007年 4月～2008年 1月東京都立 K高等学校 

1-1-1 目的 

若者－とりわけ青年中期にある高校生はその発達段階の流れにおいて自立に向けた課題

に取り組んでいく時期（柴野，1995）とされる。高校生にとって問題を明確化する資質を

身につけることは、自分自身の生活の現状を見据え、社会の課題に対しての関心を高め、

社会に働きかけようとする姿勢につながる。生活問題の解決をめざす過程において、ヒト･

モノ･コトとのつながりが認識された結果、生活に新たな価値を生み出す現象―生活創発に

着目して、家庭科教育における学習過程について考察を加える。 

現代の生活は、尐子高齢化・グローバル化、情報化が進展するなか、消費生活などの問

題は多岐にわたるが、高校生にとって問題解決に対する欲求は希薄といえる。日々の生活

の中で購買行動をとらない日はほとんどなく、本節では諸問題の中で比較的、高校生が直

接経験の多い消費生活から生活認識の形成について検討する。ここでは生活問題を購買行

動から生じる消費者問題としてとらえ、家庭科教育における消費者教育という視点に立っ

て分析する。 

日本の高校生の消費に関する現状を「高校生の消費に関する調査－日本・アメリカ・中

国・韓国の比較―」（日本青尐年研究所，2008）からみると、購買の選択基準については「デ

ザインや色」89.2％、「自分に合う」74.8％、「値段が安い」71.2％である。それに対し、

米国と中国は第1、第2まで日本と同じであったが、第3の基準として「品質がよい」をあげ

た。また、「食品を買う時に安全性などをチェックして買うほうだ」という設問に対しては
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4件法で「全くそう」と答えた比率が日本13.0％、米国17.5％、中国41.6％、韓国19.9％と

なった。日本の高校生の購買行動における意思決定には、解決すべき現代社会の課題への

認識は見出しにくく、社会への関心が希薄といえる。 

毎日行われる購買行動が経済的投票（Wilhelms、Heimerl、Jelly，1969）として、経済

社会への決定権をもち、購買行動という「経済的投票権の行使」は社会への参加のひとつ

の形であるという認識を高校生に確立させることが不可欠である。社会と自己のかかわり

から生活問題を認識するためには、「問題の構造を明らかにすることが出発点となり、・・

中略・・その問題がさらにどのような結果をもたらしているかを把握できる力」（天野，

2004）が必要である。したがって高等学校家庭科においては消費生活を対象としながら生

活問題に切り込むことで、再び自分の生活を捉え直す学びを実現するために、「問題を発

見して、解を探して、解を評価して、解決あるいは行動に移すという流れ」（楠見，2005）

をつくる支援が重要となる。 

本節では、「生活問題を自分自身の生活現実から解決の方向をもってとらえること」とし

た、生徒の生活認識の変容を分析し、家庭科における生活創発モデルの検討材料を提供す

ることを目的とする。 

 

1-1-2 方法 

1-1-2-1 授業実践の概要 

研究対象となる授業は 2007 年 4 月から 2008 年 1 月にかけて東京都立 K 高校第 3 学年 4

クラスおいて、本研究者が担当した家庭総合である。この 2007年度の家庭総合は 1年を通

して食生活と消費生活から、生活認識の形成を目指したものである。 

「よりよく生きることのできる社会の形成者を育てるところに教育の目標が置かれなけ

ればならない」（西村，1999）とすれば、「消費者の意思決定と行動によってその生活の

質が決まるということについて、新しい思考方法を身につけさせること」（中原，1994）

が、重要な課題となる。単に知識を伝授するだけでは不十分であり、生活認識の変容、自

己形成を目指すための主体的学習を援助する視点が欠かせない。「物事を生活向上の立場

で総合的に考え、その総合関連を分析する」（武藤，1992）学習過程は有効な手立てとな

ると考える。「『社会的意思決定』に関する内容を独立した要素として消費者教育の体系

のなかで展開」（中原，1995）することを視野にいれ、スパイラル・カリキュラム（Bruner，

J.S.1961）に侜拠し、年間指導計画を構成した(Tab.6-1)。重要な概念は一回だけの機会に
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おいてではなく、多様な文脈において学習する機会をもつべきであるという考えに基づき、

その効果を分析し、生活認識を育成するための題材について検討する。 

本節では、１年間の授業の中から消費者問題を扱った 3回において、それぞれに関する

生徒の自由記述による感想・意見を分析対象とした。授業プリントを配布し、各授業(２時

間連続)の終了近くの整理の時間に感想・意見を記入させ回収した。自由記述のため字数に

関しての規定はないが、100～200文字程度である。3回の授業参加者は不二家消費期限切

れ原料使用問題について男子 56名・女子 61名、合計 117名、ミートホープ社牛肉偽装問

題について男子 51名・女子 52名、合計 103名、マクドナルド集団訴訟問題について男子

64 名・女子 74名、合計 138名であった。また、各授業実施の導入部分で、3つの消費者問

題についての認知率を把握するために「この問題・事件を聞いたことがあるか」という問

いかけをした。「知っている」「聞いたことがある」と回答したものの割合は、不二家消費

期限切れ原料使用問題は 100％、ミートホープ社牛肉偽装問題は 88.3％、マクドナルド集

団訴訟問題は 33.3％であった。 

 

Tab.6-1 2007年度家庭総合年間授業計画 

タイトル 消費者問題からの視点 方法 

1不二家「安全宣言」!? 森永砒素ミルク事件 消費者基本法  NIE 

2「いただきます」って誰に言いますか？  食生活の記録 食生活指針  調査 

3食中毒をやっつけろ  環境家計簿 エコクッキング 水質汚濁  NIE 

4めんそーれ。沖縄  スローフード 食料自給率  実習 

5朝ごはん食べようＤＡＹ  無洗米 合成・天然甘味料 ノンカロリー表示  実験 

6牛丼復活祭の裏側  ＢＳＥ 食品安全基本法 トレーサビリティ ＪＡＳ法 

偽装問題（ミートホープ・白い恋人・赤福・比内鶏）           

NIE 

7 ミシュランを超える牛丼  実習 

8開店！牛丼屋  原産地表示 ユニットプライス 意思決定 ゲーム 

9たっぷりの野菜と毎日の果物  5 A DAY 運動 有機農産物 ポストハーベスト 

フードマイレージ バーチャルウォーター  

実習 

10食塩や脂肪は控えめに  ＢＭＩ 体脂肪率 3 A DAY運動  実習 

11「スーパーサイズミー」誕生のきっかけ ファーストフード ロビー団体 広告費  

刷り込み効果 外食率 学校給食  

視聴 
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1-1-2-2 分析方法 

2007年 4月に不二家消費期限切れ原料使用問題（Tab.6-1タイトル No1）、2007年 9月

にミートホープ牛肉偽装問題（Tab.6-1タイトル No6）、2008年 1月にマクドナルド集団

訴訟問題 Ttab.6-1タイトル No11）を題材とした授業に関する自由記述による感想・意見

を生活認識形成プロセスの段階によって類型化し、分析した。 

ただし、生徒の感想･意見では本研究で定義した生活認識に至らぬ段階ととらえられる

「個人的感情」やそれ以前の段階である「無関心」の状態にあるものがあった。そこで、

「無関心」を 0段階とし、「個人的感情」は諦め、不安、怒りといった感情から抜け出せ

ず、生活の問題を解決する方向を認識に至らない段階で、これを第 1の段階とする。「生

活の可視化」は現状の問題をより客観的に把握する第 2の段階である。｢買う｣「買わない」

といった「経済的投票権の行使」のみについての認識にあるものの、その意思決定が社会

参加の出発点ととらえ、第 1・第 2の段階とする。「新しい枞組みを重ねていく」はある

現状や事実をその社会的背景や規範との関係から相互主観的に認識する第 3の段階である。

「未来が見えたとき前進する」は意思決定するための本質的・究極的な価値を認識し、具

体的な生活行為と結びつく第 4の段階である。したがって本分析では「個人的感情」「生

活の可視化」「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」の 4段階で分

析することとする。 

また、意思決定は個人のライフスタイルを形成していく個人的意思決定、すなわち「生

活環境適忚の意思決定」と、望ましい社会のライフスタイルの形成を目指し、市民として

社会的問題解を解決するための社会的意思決定、すなわち「生活環境醸成の意思決定」が

ある（今井 1994）。したがって、本章において「個人的感情」「生活の可視化」は環境適忚

の意思決定、「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」は環境醸成の意

思決定に相当すると考えられ(fig.6-1)、その順に生活認識が高まると判断した。「因果関

係をさまざまな視点から追究し、根拠をもってつながりが理解できたとき、その事象の構

造がみえてくる」（福田，2008）ことを生活認識が高まるととらえ、これを学習目標として

授業実践した。 
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1-1-3 結果 

分析結果全体の概要について、消費者問題に対する感想･意見を「問題を認識するレベル」

で分類した生徒数の推移を Fig.6-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「問題を認識するレベル」を「個人的感情」「生活の可視化」「新しい枞組みを重ねていく」

Fig6-2 認識レベルの変化 

 

 

な関係把握 

生活の可視化 

個人的感情 

新しい枠組みを重ねていく 

未来が見えたとき前進する 

環境醸成の意思決定 

環境適応の意思決定 

Fig.6-1 認識レベルの段階 
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「未来が見えたとき前進する」の 4つの水準でとらえ、それぞれ 1点、2 点、3点、4点の

得点を与え、得点の総和をサンプル数で除した値を 3 つの消費者問題（不二家消費期限切

れ原料使用問題、ミートホープ社牛肉偽装問題、マクドナルド集団訴訟問題）の「問題を

認識するレベル」の得点平均として比較した。3 つの消費者問題に関するサンプルサイズ

が異なるうえに、等分散性の検定を行ったところ群間の分散が等しくなかった（ｐ＜0.05）

ので、平均値同等性の耐久検定により判断することにした。その結果 Brown-Forsythe と

Welch のいずれにおいても、3 つの消費者問題における問題認識レベルの平均値に有意差

がある（ｐ＜0.001）と判断され、「消費者問題の種類」によって得点平均値に有意な差が

あると認められた。さらに、Dunnett C による多重比較の結果、不二家消費期限切れ原料

使用問題に比べて、ミートホープ社牛肉偽装問題とマクドナルド集団訴訟問題の認識レベ

ルが有意に上昇したことが認められた（p＜0.05）が、ミートホープ社牛肉偽装問題とマ

クドナルド集団訴訟問題の認識レベルには有意差が認められなかった。 

3回の授業ごとの分析結果について以下に述べる。 

 

1-1-3-1 不二家消費期限切れ原料使用問題 

2007年度の一学期開始の直前、3月 23日に不二家が消費期限切れ原料使用問題から立ち

直り、商品の販売を再開することになった。高校生にとって不二家は身近な企業であるた

め、問題を捉える視点をもつための題材としてはふさわしいと考え授業を実施した。古く

なった牛乳を原料にしたことから発生したともいえる森永ヒ素ミルク事件を導入とし、不

二家問題との同異を探るところから始め、意見をきいた。117名の記述を分析した結果、「個

人的感情」66.7％（78名）、「生活の可視化」4.3％（5名）、「新しい枞組みを重ねていく」

22.2％（26名）、「未来が見えたとき前進する」0.8％（1名）であった（Tab.6-2）。 

記述例としては 

「ぺこちゃんかわいそう」 

といった「個人的感情」のみを記述するものが7割近くにのぼった。 

「消費期限がきれているものを出すとか、売る側のものとして最悪」 

というデータは、事件の問題点の真偽について述べた「生活の可視化」の段階であると分

析した。しかし、消費期限切れの真の問題点を指摘するものの、企業あるいは行政に向け

た意見に終始し、自己に向けた問題認識までには深まっておらず、「個人的感情」の段階と

合わせて「環境適忚の意思決定」が7割強を占めた。また、 
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「死亡したりとかおなかこわしたりとかの被害者がでなかっただけよかった。失った信用を取り

戻すのは大変だけど衛生面を見直して頑張ってほしいと思う。」 

というデータは、「被害死者を出した事件を起こした企業の社会的信用は失われる」という

正当な規範に従った「新しい枞組みを重ねていく」段階であると分析した。 

「この手の問題についてもっと勉強しようと思った。ちゃんとものを見て安いからいいなんて思

って買わないようにしたい」 

というデータは自己の内面を誠実に自己表出し、かつ価値観を述べた「未来が見えたとき

前進ずる」段階と分析した。 

今回の授業においては、社会の一員としての自覚を持たない、生活環境適忚の意思決定

の段階の生徒がほとんどであったといえる。 

 

 

 記述例 N=117 

0 無関心 今まで不二家に行った事がなく、食べようと思ったことがないからどうでもい

い。 

6.0％ 

1 個人的感情 

（諦め・不安・怒り） 

不二家は一生買いません。ぺこちゃんかわいそう。 

虫が入っていたなんて気持ち悪すぎ。 

66.7％ 

2 生活の可視化 消費期限がきれているものを出すとか、売る側のものとして最悪。 

製造をトップの人間がみているわけではなく、現場の人間の判断に任されてい

て「このくらい、いいか」という気のゆるみからくるものだと思う。やっぱり

売る側が買う側の立場になって製造してほしい。品質管理をちゃんとしてほし

い。 

4.3％ 

3 新しい枞組みを重ねていく 

消費者ができることはどんなことがあるのか考えていきたい。 

死亡したりとかおなかこわしたりとかの被害者がでなかっただけよかった。失

った信用を取り戻すのは大変だけど衛生面を見直して頑張ってほしいと思う。 

22.2％ 

4 未来が見えたとき前進する この手の問題についてもっと勉強しようと思った。ちゃんとものを見て安いか

らいいなんて思って買わないようにしたいです。 

0.8％ 

 

 

Tab.6-2 「不二家問題」認識レベル別記述例 
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1-1-3-2 ミートホープ社牛肉偽装問題 

続いて 2007年 6月下旬には、ミートホープ社牛肉偽装問題が発覚し、その後も「白い恋

人」「赤福餅」「比内地鶏」「吉兆」等と題材に欠く事のない一年となった。 

新聞報道による事件の概要を把握するだけでなく、管轄の異なる法律が、食品衛生法・

ＪＡＳ法・不正競争防止法等と存在すること、そして食の安全に関する行政についての動

向から事件を捉えた。103名の記述を分析した結果、「個人的感情」48.5％（50名）、「生活

の可視化」8.7％（9名）、「新しい枞組みを重ねていく」35.0％（36名）、「未来が見えたと

き前進する」2.9％（3名）であった(Tab.6-3)。 

 

 

 

「みんなばれなきゃいいと思っているから、しょうがない。」 

といった諦めや、 

「なにを信じてなにを選んでたべたらいいかわからないです。」 

といった不安を募らせるだけの個人的感情を訴える生徒は 5割弱と多い。 

「ブランド名を載せれば売れるかもしれない」 

といったブランド信仰による偽装事件が後をたたない事実をとらえた段階は「生活の可視

 記述例 N=103 

0 無関心 肉きらいだからどうでもよい。興味ない。 4.9％ 

1 個人的感情 

（諦め・不安・怒り） 

みんなばれなきゃいいと思っているから、しょうがない。 

なにを信じてなにを選んでたべたらいいかわからないです。 

48.5％ 

2 生活の可視化 ブランド名を載せれば売れるかもしれないけど、ほかの方法がいくらでもあると

思う。 

8.7％ 

3 新しい枞組みを重ねていく 

社会や生活していくうえでお金は必要だし、尐ないよりは誰でも多いほうがいい。

だからお金や自分の利益を尐しでも多くほしいと思うのは当たり前。だけど、身体

に入るものは命も問題につながってきたりするからそこはありえない。 

35.0％ 

4 未来が見えたとき前進する 自分が口にするものは、自分で見極めなくてはならない。自分の味覚だけ信じる。 

尐し高くても安全性の高いものを買っていくしかない。 

気になるからよくニュースとか見るようになった。 

2.9％ 

Tab.6-3 「牛肉偽装問題」認識レベル別記述例 
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化」と分析した。 

「お金や自分の利益を少しでも多くほしいと思うのは当たり前。だけど、身体に入るものは命

も問題につながってきたりするからそこはありえない。」 

といった、正当的な価値基準から企業に対する批判の視点を持ち、その姿勢の改善を望む

声をあげる「新しい枞組みを重ねていく」段階の生徒は 35％に上った。 

「自分が口にするものは、自分で見極めなくてはならない」 

 「自分の味覚だけを信じる」 

といった自己の内面の価値基準が表出したものは「未来が見えたとき前進する」段階であ

ると分析した。自分で見極めるための知識・技術を身につけていくことが今後の課題でも

ある。 

「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」をあわせた「生活環境醸成

の意思決定」が 4割弱となった。 

 

1-1-3-3 マクドナルド集団訴訟問題 

1年を通して食生活から消費者問題について取り組んだまとめとして最後に、「スーパー

サイズミー」を視聴した。この映画は、アメリカで肥満の原因としてマクドナルド社を相 

手取り起こした裁判の判決が、2002年にマクドナルド側勝訴と下りたことに疑問を感じた

M.Spurlockによって制作されたものである。映画そのものの感想だけでなく、映画製作の

きっかけとなった裁判についてどう感じたか意見を記述させた。 

今回の授業参加者で、マクドナルド商品を一度も口にしたことのない生徒はおらず、マ

クドナルド社は、高校生のアルバイト先としても人気の高い企業のひとつである。1.2学期

に実施した2例の消費者問題を扱った授業後の記述から「無関心」と判断したものはそれぞ

れ、6.0％（7名）、4.9％（5名）であったが、今回は0.0％であった。これほどマクドナル

ド社の知名度は高く、映画視聴後においても無関心を示すものはなかったが、裁判に関す

る認知度は低いものであった。 

138名の記述を分析した結果、「個人的感情」34.1％（47名）、「生活の可視化」26.1％（36

名）、「新しい枞組みを重ねていく」35.5％（49 名）、「未来が見えたとき前進する」4.3％

（6名）であった(Tab.6-4)。 
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映画の製作理由のひとつとなった 

「マックを食べていると肥満になるかも」 

という事実や 

 「自己責任が大事」 

といた原告側のみの責任から事実を記述したものが半数以上を占めた。しかし、生徒の記

述は、単にマクドナルドの商品が人体に与える影響に関心を持つのではなく、その背景に

まで視点は広がっている。 

「CMの力は強いと思う。」 

「資本主義の弊害。国がファーストフードの言いなりになっている。」 

企業と行政のあり方にまで正当な規範に基づき相互主観的に課題が認識されるようになっ

たのは、4割弱に至った。 

さらに、自分の消費行動をして 

「マックを食べる人は株主になる感じ」 

を表現し、 

「一概に業者がわるいとはいえないのも現実で・・消費者が安いものをという考えがあるからこ

そこういう問題がおきたともいえるわけで」 

 記述例 N=138 

0 無関心  0.0％ 

1 個人的感情 

（諦め・不安・怒り） 

自己責任が大事だと思う。 

自分で考えて食えよと思う。 

34.1％ 

2 生活の可視化 マックだけでなく、体に悪い食べ物はすきでも怖い。 26.1％ 

3 新しい枞組みを重ねていく 

マックにも尐しは責任があるということがわかった。 

CMの力は強いと思う。 

資本主義の弊害。国がファーストフードの言いなりになっている。 

35.5％ 

4 未来が見えたとき前進する マックを食べる人は株主になる感じ。 

一概に業者がわるいとはいえないのも現実で・・消費者が安いものをとい

う考えがあるからこそこういう問題がおきたともいえるわけで。 

4.3％ 

Tab.6-4 「マクドナルド集団訴訟」認識レベル別記述例 
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ととらえていた。社会を吟味し、熟考し、その結果を批判的にとらえ問題を認識した段階

と分析した。自己だけでなく、社会に対する課題の両面から捉えるようになった、すなわ

ち「未来が見えたとき前進する」段階に至った生徒は4.5％となった。「新しい枞組みを重

ねていく」段階の生徒を合わせると、約4割の生徒が生活環境醸成の意思決定に至ったとい

える。 

 

1-1-4 考察 

以上、授業プリントの自由記述による意見・感想の分析から、第3回の授業時のデータに

よれば「未来が見えたとき前進する」段階に至った生徒は4.3％となった。「個人的感情」

および「生活の可視化」の段階である生活環境適忚の意思決定に留まった生徒は6割弱と半

数以上を占める結果となったが、「新しい枞組みを重ねていく」および「未来が見えたとき

前進する」段階である生活環境醸成の意思決定に至った生徒は増加した。 

第3回で第2段階である「生活の可視化」の段階であった生徒のデータは、第1回の消費者

問題と比較して第1回の約6倍に増加した。マクドナルド商品の購買経験は100％であったた

め、個人的経験と重ねて把握しやすかったと分析した。「未来が見えたとき前進する」段階

は4.3％と低い数値ではあるが第1回に比すと約5.4倍と大きく増加の傾向にある。すなわち、

生活認識が高まった生徒が増加したととらえられ、本実践により生活認識が育成されたと

いえる。高校生の生活の中で無意識のうちに流れていってしまうことの多い消費者問題を

断続的に授業においてとりあげていくことで、新たな視点、思考方法を持つようになった

と考えられる。ただし、単に回数を積み重ねればよいというものではなく、3回の消費者問

題の授業から、以下の3点が示唆された。 

第一に、3回の授業に共通していることは高校生にとって身近な食品の問題を選択した点

である。高校生にとって菓子類、ミートボール等対象がイメージできるものは、自分の意

思決定のプロセスを把握しやすいだけでなく、他者との意見交換がたやすく、直接解決は

できなくても行動に生かすことができる方向を探らせることができた。自分の生活に引き

寄せて考えられる題材を設定することで、消費者問題の本質、その真相の理解を深めるこ

とができるといえる。第3回の授業マクドナルド集団訴訟問題で「生活環境醸成の意思決定」

に至った生徒が増加した理由としては「無関心」が全くいかなかったことが第一にあげら

れる。マクドナルド商品は誰もが一度は口にしたことのあるもので、生徒にとって授業の

テーマとなる生活問題はイメージしやすいこと、あるいは興味のあることが生活認識を高
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めることになる。 

第二に、ミートホープ牛肉偽装問題の授業では、食の安全に関する法律の内容、行政の

動向を知ることで、基礎知識の習得を図った。その直前の授業では、BSEについてその背

景を新聞記事から探り、その直後の授業では、各自で牛肉を購入させてきたうえで、調理

実習を行った。日常の消費行動において、肉などの生鮮食品を購入する場面をもたない生

徒たちではあるが、事実の認識やその背景を知った上での実習は調理に関する「切るのが

難しい」、「おいしくできた」などの感想だけではなく、事件と関連付けて考える意見「表

示を気にして買ってきたけど」等が現れた。事件そのものを追体験するわけではないが、

事件の対象である肉に関わる情報を得た上で、調理実習において実物の肉に触れ味わい、

そこから生じる実感は問題に対する関心を深め、生活に尐なからず影響を与える。 

奥村らは高校生に消費行動の社会的責任感を実感させるためには体験を通して感性に訴

える教材が有効であること明らかにしている(1996)。授業ではとかく、実生活から隔離され

た環境になりがちであるが、家庭科では「生活のものやことにじかに触れ、手や体を動か

し五感を鋭敏にして、実感を伴って気づき、わかる学習」（荒井，2007）よって、自分の生

活と地域や社会の問題とのつながりを実感させることが重要と考える。問題解決に必要で

適切な基礎知識・情報をある程度提示し、実習･実験などを取り入れて実感を伴った理解を

深めることで主体的学習を援助し、自分なりの価値観を形成させることができると考える。 

第三に、マクドナルド集団訴訟裁判について意見を求める際、たばこ PL訴訟、BSE、広

告費といった関連がないように見える問題や事実を示すことで、物事の相互関係を認識・

分析させた。問題はひとつにとどめるのではなく、複数示すことでそれらの関係性を見出

すことに意味がある。事実をありのままに見るということは、事象の関連から体系的にみ

ることで抽象的に組み立てることができる。そこで、いくつかの社会的問題を提示し、一

見つながりのない課題になんらかの関係性を自ら発見したとき、生活認識のレベルが発展

すると考える。そして単に物事のつながりから事象の構造をとらえるだけでなく、自分の

生活の中に新しい志向性を獲得したことに自分自身が気付くことが重要となる。今回の調

査では「マックを買うことは株主になる感じ。」という意見がこれにあたると考える。食

べる、購入するという行為が経済システムの一端を担っていることに気がつき、今後の行

動に影響を与えている。 

しかし、今回の調査は授業中に生徒が記述したプリントを対象としたため、授業中に持

っていた生活問題に対する認識が実際の行為とどのように結びついたのか、結びつかなか
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ったのかを把握することができなかった。そこで今後生活認識と生活行為のかかわりを明

らかにし、その関係から生活創発をめざした家庭科教育の実践を試みる必要がある。生活

認識の形成に欠かせない条件は、意思決定能力の育成であり、生活実践力を伴った家庭科

だからこそできる点でもあるといえる。すなわち、生活認識の形成から生活行為につなが

ることが生活創発であると考える。 

以上3点の基盤になるのが事実を客観的に認識することである。この「生活の可視化」な

くしては、次の段階「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」が形成さ

れることはない。また、全体的傾向としては3回の授業の中で生活認識が形成されていった

生徒数が増加したととらえることができる。その際、授業内に事実を正確にとらえること

ができたかどうか生徒が自己確認できるよう、教師からの指示が必要となる。「生活の可視

化」が形成されて「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」段階の記述

や発表をしているのか、いないのか判断する具体的な方法としては、「事件・問題からわか

ったこと」を別項目にして感想・意見を記述や発表させると、生徒教師双方にとって明確

になると思われる。 

 

1-2 2009 年 4 月～2010 年 3 月東京都立 S 高等学校 

1-2-1 目的 

本項では、生活認識形成の理論に立った家庭科教育実践における教育的効果を明らかに

し、高等学校家庭科カリキュラム構想の視点－生活創発モデルを探ることを目的とする。

したがって、「社会とのつながりに重点をおいた家庭科学習によって高校生の生活認識は高

められる」という仮説を授業実践により検証することで、その教育的効果を検討すること

になる。 

本実践では調査 3 の結果に基づいて、家庭基礎の年間授業計画を立てた。調査 3 の結果

によれば、生活認識形成プロセスの最終段階である「未来が見えたとき前進する」に最も

強い影響があったのは「社会的役割の評価」であり、次いで、「他者とのかかわり」「家族

とのアクティブコミュニケーション」そして｢環境重視の購買スタイル｣であることが示さ

れた。また、｢未来が見えたとき前進する｣と「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」と

の関係をみたところ、やや強い正の相関が示され、なかでも「未来が見えたとき前進する」

と「社会的役割の評価」との相関係数の数値が高かった。すなわち「社会的役割の評価」

を望む傾向が強ければ、「未来が見えたとき前進する」傾向が高いことが示唆された。家庭
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科教育において生活認識を高めることを目標とするならば、「社会的役割の評価」を受けた

いという意識を高めることは有効と考えられる。生活問題が複雑化した現代では、その改

善･解決をめざすには個人･家族の問題が地域や社会の問題とつながっていることに気づく

ことから始まり、社会とのつながりを再認識することで自己を再構築する。調査 3の結果

より自己と他者、自己と社会とのかかわりを促す教育方法を探る方向性が導かれたと考え

る。そこで、「社会とのつながり」の視点を重視した内容の授業を構成した。この授業計画

に基づいた家庭基礎を学んだ生徒が、どのように生活認識の変容をおこすのか、さらには

授業におけるどのような要素が変容に影響を及ぼすのか探索的に検討することを目的とす

る。 

また、本項においてカリキュラムを構成する上で欠かせない視点は、学習対象の生活を

衣・食・住といった各領域の生活事象が複合的に相互関連しながら営まれているという点

から把握することである。学習内容の融合をはかり総合的に問題を追求することで、生活

の複雑な事象を明確にしていくことができると考える。問題となっている生活事象が不自

然なところで切断されず、本質的なところへ深めることができるからである。 

そこで本実践では、家庭基礎における年間授業計画は「人の一生」という時間軸を設定

し、各ライフステージにおける課題との関係から生活をとらえることとした。青年期を生

きる現在を中心点とし、乳幼児期から自分の成長を振り返り、その発達の様子から自己を

再構築する。特に食の安全と環境とのかかわりから、経済的、社会的、環境的問題のバラ

ンスのとれた持続可能な社会の構築という地球規模の生活問題をとりあげ、その実現に向

けて個人の消費行動におけるライフスタイルの見直しとそれに伴う意思決定能力を核とし

た問題解決能力を養うことをねらいとした。 

環境問題や貧困問題は人々の日々の消費行動によってもたらされているという事実を確

認し、その消費行動は経済的投票行動であるという経済の構造への気づきを通して、生活

者としての社会的責任を自覚し、責任ある行動を起こすことへと発展させたい。一人ひと

りの小さな行動が持続可能な社会の構築とどのように関連していくのか、個々人の生活か

ら社会とのつながりを意識した視点を持つことが重要となる。発展のためにどうつながっ

ていくのか体験的に学ぶことにより、人・モノ・社会について科学的に認識し、疑問や関

心を明確にしたうえで問題点を分析的に考えさせることができると考える。指導計画を

Tab.6-5 に示す。 
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タイトル 生徒の活動/学習方法 「社会とのつながり」の視点 

１ きみたちはリッチだ ライフコース作成・発表 自分の将来を家族・地域から考える 

２ 激変時代の働き方改革－イクメ

ンの出現 

新聞記事 性役割分業意識や職業労働・家事労働から共に生きるこ

とを考える 

３ ヒトはいつ人になるのか ＶＴＲ 保育人形 自分の育ち方を振り返り、絆について考える 

４ 三つ子の魂百までも ＶＴＲ 子どもの発達から、他者との関係性の重要性を考える 

5君は誮ですか 椎名林檎ＣＤ 半神 

ネクタイ着装実習 

自分とは何かを考えるのにあたり、他者の存在に着目する 

服装は個人的文化であると同時に社会的文化である 

6 ミニスカートが教えるもの ＶＴＲ その時代を象徴する流行現象から、社会とのつながりを考

える。流行が後に伝統となりえることから、過去・現在・未

来を見通すものの見方を考える 

7ベストジーニストになる デニム 14・8比較 

ディベート「腰パン」 

8染みじみしみる江戸の粋 小袖文様構成実習 日本の伝統文化と外国の文化を比較する 

社会的機能を目的として着るため、服装は時代や地域に

より、また個人により多様であることを考える 

9 KIMINO,KIMONA, à la Japanois 1/10ひとえ長着製作 

浴衣・サリー着装実習 

10「いただきます」って誮に言いま

すか？  

食事調査  

食事バランスガイド        

食糧自給率の向上や生活習慣病対策としての情報をど

のように活用し、政策に対応するか考える 

11熱々を召し上がれ 食中毒予防法 

エコクッキング 

環境に配慮した調理から社会のサステナビリティについて

考える 

12朝ごはん食べようＤＡＹ 糖度実験 食品表示から企業・社会の仕組みを考える 

13食塩や脂肪は控えめに＊① 塩分比較 BMI計算 

調理実習 

食生活の問題点を世界の傾向と日本の傾向から考える 

14たっぷりの野菜と毎日の果物 栽培方法・地域の違いによ

る食品比較 

環境に配慮した農作物から社会のサステナビリティについ

て考える 

１5牛が農水省を飛び越えた ＊② 新聞記事 

調理実習 

BSE問題から食の安全について考える 

１6めんそーれ。沖縄 vsやーれん

そーらん北海道 ＊③ 

スローフード 

調理実習 

スローフードから食の安全や社会のサスティナビリティにつ

いて考える 

17 コドモ以上大人未満 新聞記事 NEETなど若者を中心とした労働問題から社会とのかかわ

Tab.6-5「家庭基礎」年間指導計画 
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りを考える 

１8見知らぬ人の視点に立つ インスタントシニア 自分とは状況のことなる人を想像して社会のあり方を考え

る 

19起きて半畳寝て一畳 人間工学設計 誮にとっても居心地のよい空間の条件を考える 

20 耐震強度偽装事件の裏側に

あるもの 

広告によるマンション選び 消費者問題から社会における消費者としての役割を考え

る 

21 ズバリ！私のどこがいけなかっ

たの 

VTR 

22 こんなとき君ならどーする？ 東京都消費生活総合セン

ターＨＰ 

23お金の使い方で世界を変える＊

④ 

DVD「おいしいコーヒーの真

実」 

調理実習 

フェアトレードから途上国の立場の弱い人々の自立と環境

保護について考える 

 

 

1-2-2 方法 

1-2-2-1 授業実践の概要 

研究対象となる授業は 2009 年 4 月～2010 年 3 月にかけて東京都立Ｓ高校普通科第 1 学

年 2クラスにおいて、本研究者が担当した家庭基礎である。 

Ｓ高校は下町にある単位制高校であり、「家庭基礎」 2 単位を実施している。また、尐

人数の展開授業を行っているため、１クラスを半分に分割し、受講者は 20 名程度で構成

されている。対象クラスは男子 4 名・女子 16 名（合計 20 名）および男子 6 名・女子 12

名（合計 18名）の総合計 38名である。 

高校生は気軽に牛肉やチョコレートを常食し、それはほかの食品についても同様の状況

ではあるが、その生産の過程や背景を彼らは通常知る機会をもたない。青年中期に当たる

高校生は自分なりの価値観を模索する時期にあるといわれるが、食生活に対する指向性と

して基本的欲求を満たすことを重視し、自己閉鎖的な傾向（矢野，2000）がみられ、大変

身近な存在の食品ではあっても、その生産にまつわる問題について興味を示す様子はみう

けられない。 

第 15 回の授業で取り上げた BSE は、2001 年に日本で初発牛が発見され大騒動となり、
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2003年には米国で BSEの牛が初めて確認され、同国からの牛等とその肉製品等の輸入停止

の状態が 2006年まで続いていた。食品の安全を脅かす事件に焦点をあて、問題の本質がど

こにあるのか探ることは、高校生にとって社会とのつながりを自覚する手がかりになり、

生活者として自立の第一歩になると考える。しかし、高校一年生にとって、BSE は遠い過

去の出来事であり、事件当時小学低学年だった彼らにとっては、それほど印象深い出来事

ではないようである。それでも、調理実習等の実践的・体験的学習を取り入れることで関

心喚起し、ケーススダディやワークショップ等の実践的・体験的学習により問題解決能力

や意思決定能力を養うことに結びつくと考えられる。武藤らによれば、生徒同士を結びつ

ける社会関係が要求される調理実習では、「評価の共有行動がコミュニケーションを高める

だけでなく、自己肯定観形成にも有効である」（2003）とされる。 

一方、最終回の授業で視聴した「おいしいコーヒーの真実」(原題 BLACK GOLD)は 2008

年日本で公開された。この映画はコーヒー原産国エチオピアで、貧困に苦しむ農家を救

おうと公正な取引を求めて奔走する一人の男の活動を追うドキュメンタリーである。世

界中で日常的な飲み物として、1日あたり約 20億杯も消費されているコーヒーは石油に

次ぐ巨大な国際的貿易商品である。映画は何気なく飲んでいるコーヒーがどのように生

産され、どのように価格が決定されていくのか、コーヒー産業の実態を伝える。コーヒ

ーだけでなく、穀物（小麦）、大豆、植物油（パーム油）など途上国から輸入している農

産物に共通する問題点、すなわち私たちが食べているモノ、使っているモノの価格が先

進国主導で決められている、今の経済の仕組みそのものについての問題を提起している。 

 

1-2-2-2 分析方法 

家庭基礎における第1回目と最終回の授業で実施した2度の質問紙調査により生徒の生

活認識にかかわる変容をとらえる。なお、調査票は第5章で作成したものを用い、生活認

識・他者とのかかわり・社会的役割の評価・生活行為に関する項目からなる。最終回に同

じ調査票を用いて調査を実施し、その得点の変化により生活認識が高まったかどうかにつ

いて分析する。「生活行為」の調査項目では、全部で23項目の設問を作成したものを因子

分析（重み付けのない最小2乗法・バリマックス回転）の結果、得られた4因子－「環境重

視の購買スタイル」「家族とのアクティブコミュニケーション」「生活スキルの活用」「地

域でのつながり」を本分析における下位尺度とする。回答方法は5段階評定尺度を用いた。

設問の内容に合わせて「毎日ある」「ある程度ある（週に5、6回）」「ときどきある（週
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に3、4回）」「めったにない（週に1、2回）」「全くない（該当なし）」の5段階、ある

いは「必ずする」「ある程度する」「ときどきする」「めったにしない」「全くしない」

の5段階の選択肢を設定した。なお分析に当たっては、それぞれ肯定の傾向が強い回答の

ほうから5に5点、4点、3点、2点、1点を与え統計処理を行った。 

生活認識については、調査 3において実施済みの、「未来が見えたとき前進する」とそ

れにかかわる「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」を測る尺度を用いた。「未来が見

えたとき前進する」の調査項目は全部で 7項目、「社会的役割の評価」の調査項目としては、

7 項目、「他者とのかかわり」の調査項目としては、5項目からなる。回答方法は「非常に

そう思う」「尐しそう思う」「どちらとも言えない」「あまりそう思わない」「全くそう

思わない」の 5段階評定尺度である。なお分析に当たっては、それぞれ肯定の傾向が強い

回答のほうから順に 5点、4点、3点、2点、1 点を与え、統計処理を行った。 

さらに授業で使用したプリントに記述された生徒の意見・感想も分析の対象とする。調

査の実施時期は 2009 年 4月～2010年 3 月で、第 4章の調査 1・2 と同様に、M-GTA を用

いて分析する。第 15回では BSEの問題、最終回では途上国から輸入される農作物の経済シ

ステムから生じる貧困問題を扱った授業である。共に世界的規模の問題をどのように自分

の課題とし、解決を目指した方向で思考･行為が進んでいくのか明らかにする。 

分析焦点者は「生活認識が高まった高校一年生」とする。家庭基礎の授業が生活認識に

与える影響について分析する。なお、分析テーマを「価値を認識し、具体的な生活行為と

結びつくプロセス」とする。分析テーマとした過程は生活認識形成プロセスの最終段階と

捉え、どのような生活にしていきたいのか、創造的な段階となる。Brown,M.の家族の行為

体系によるところの「すなわち社会の単位としての家族が伝統的な考えを批判的に討議す

る場となりえるとし、家族や社会における特定の思想・世論・意識・行動へ誘導する権威、

独断的信念、ごまかし、偏見、抑圧などを明らかにし、それらのコトを解決する行為を中

心とした認識」の段階である。自己認識および他者との対話の相互作用を通して家族や社

会を吟味し、熟考し、その結果を批判することを含む。家族や社会に立ちふさがる矛盾を

解決するためになされる行為により、生活問題が認識される段階とする。この段階の現象

の詳細を分析することによって、生活創発についてどのような体験をしたのか明らかにし、

生活創発にかかわる教育内容の検討を行う。 

 ここで、家庭科教育における生活認識形成の最終段階の形についてのひとつであるアド

ボカシーについて述べる。世界的規模で取り組まなければならない、貧困や環境問題につ
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いて政府や国際社会の取り決めが貧困や環境にどのように影響しているのか、「貧困を生み

出す仕組み」「環境を悪化させる仕組み」を考える必要がある。貧困を解消するアプローチ

には、直接支援型とアドボカシー型がある（今田，2007）。直接支援型は実際に金銭や物資

を現地に届けたり、現地が自立できるようにプロジェクトによる支援を展開するタイプ、

チャリティー型である。一方、アドボカシー型は従来のチャリティー型では貧困をとめる

ほどの大きな力にはならないという新認識から始まった。直接投資として直接現地に送る

のではなく、市民社会の代表の活動、研究、政策提言、ロビーングといった、他の人たち

に働きかける資金にする。貧困を生み出す仕組みを変えるために、広範な層の市民を巻き

込み、声を上げる。 

集められた寄付を啓発情報発信に使い、世論形成し、政策変更を果たす手段である。「知

ることを広める運動」であるアドボカシーキャンペーンは高校生の生活認識形成プロセス

の最終段階のひとつと考える。私たちの日々の生活で何を買い、どこにお金を預け、だれ

に投票するかといったすべての生活行為は貧困問題をはじめとする世界的規模の問題につ

ながっていく。自分の生活といかにかかわっているのかという視点で問題を生み出す原因

について探ることができるように、授業展開する。 

なお、得点の変化が認められる生徒についてはインタビュー調査を実施し、生徒の語る

データに密着して授業との関連の可能性を探り、授業によって生活認識が高まったかどう

か分析する。最終回の授業のあとの 2010 年 2～3 月に 15 分～30 分の半構造化面接を行っ

た。全ての面接は本人の許可を得て録音し、そこからトランスクリプトをおこし、データ

とした。加えて、毎回の授業で使用したプリントに書かれた意見・感想もデータとした。

半構造化面接法の形を採用し、そのスクリプトの分析方法は第 4 章で扱った M-GTA で行

った。 

 

1-2-3 質問紙調査による結果 

ここでは、調査票を用いて実施した第1回と最終回の授業の得点の変化の結果について論

じる。M-GTAによる分析についてはその特質上、結果と考察を分けることができないため

1-2-4で述べることにする。 

家庭基礎学習開始第1回目の授業と最終回授業での生活認識にかかわる項目の平均点に

ついて示したものがTab.6-6である。第1回目の授業と最終回の授業の生活認識にかかわる

変化を質問項目および下位尺度の平均得点でみると、生活行為の下位尺度である「環境へ



 110 

の配慮」「家族とのアクティブコミュニケーション」「生活スキルの活用」「地域でのつなが

り」および「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」のす

べての項目において、有意に得点が高くなっていた。以上のことから、家庭基礎学習の効

果として、高校生の生活認識は高くなることが示された。 

 

Tab.6-6 生活認識・生活行為の第一回授業と最終回授業における変化 

*  p＜0.05、**  ｐ＜0.01、***  ｐ＜0.001 

（ ）内は標準偏差 

 

1-2-4 M-GTA による結果および考察 

「価値を認識し、具体的な生活行為と結びつくプロセス」についての M‐GTA による

分析結果を報告する。なお、調査 1 と調査 2 と同様の分析方法で、質的データの解釈をし

ながら分析を進めるため、M‐GTA による分析については結果と考察を合わせて論じる。

ただし、本分析はプロセスの解明よりもプロセスにかかわる要因の解明に重点を置く。 

分析対象は「なぜそうしようと思ったのか」「自分が変わったのはどういう点か」の 2

つを主な質問とし、授業用プリントに記述された文章、あるいはインタビューに回答して

もらったプロトコルである。 

授業を受けて、ある事実に対する考えがどのように変わったのか記述した内容で、 

「中学校で〔ワシと少女〕の写真を見たことがあるけど、そっちもひどかった。日本の当たり前とあっ

ちの当たり前の違いの大きさにも驚いた。」 

といったデータに着目した。これは貧困による飢餓のため瀕死の状態にある 3 歳の女児の

 第1回授業 最終回授業 ｔ値 

環境への配慮 2.51（0.83） 2.73（0.81） -5.27＊＊＊ 

家族とのアクティブコミュニケーション 3.93（0.87） 4.11（0.79） -3.53＊＊ 

生活スキルの活用 2.42（0.89） 2.52（0.87） -3.26＊＊ 

地域でのつながり 2.81（0.75） 2.93（0.74） -3.37＊＊ 

未来が見えたとき前進する 3.80（0.51） 4.00（0.48） -6.68＊＊＊ 

社会的役割の評価 3.81（0.68） 4.13（0.98） -3.05＊＊ 

他者とのかかわり 3.66（0.65） 3.88（0.55） -6.07＊＊＊ 
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写真を見て、大きな仕組みが原因となっている問題に出会ったとき、視点が揺さぶられた

ことを述べている。以前学習した戦争による飢餓状態の事実を思い起こし、今回の写真と

結び付ける視点が生まれていることを示唆している。そこで‘良心の目覚め’という概念

名とした。 

類似例に 

「先進国と途上国の人の生活の差が大きすぎることってとてつもない問題だと思います。」 

「WHOの人の話し合いもフェアじゃない。」 

といったデータをみつけ、分析焦点者の観点からこれらの意味するものは何かを検討し

た。 

このように最初の比較材料を自分でつくり、問題関心をトータルでとらえてデータに向

かっていくことを繰り返す。同時並行で多重作業としてすすめていく継続的比較分析で、

生活創発プロセスを説明する概念を 6 個、カテゴリーを 3 個生成した。 

 

1-2-4-1 〈社会的な問題への接近〉カテゴリー 

貧困や環境問題は自然発生的に生じた問題ではない。いくつかの事実の羅列から導き出

した解として生徒は次のように述べている。 

「このアフリカの貧困は私たち先進諸国がつくりだしてしまったと考える。私たちが昔からフェアトレ

ードを行っていればこんなことにはならなったはずだと思う。」 

また、多くは感情的にとらえ、驚きを隠せない。 

「私たちにとって、今のこの暮らしが普通で、なにげなく食べているチョコレートもこんなに小さい子

どもたちが、大変な生活をしつつ、働かされて作られているとは思わなかった。」 

「同じ地球に住んでいて同じように食べて生きられないことは、とても残酷だと思う。」 

「貧しい人のことはすべてをわかってあげられないけど、とても胸が苦しくなってくる。」 

と、厳しい現実を自身に内在する社会規範意識に照らし、‘良心の目覚め’をもっ

て問題の断片を自分なりに読みとる。 

さらにここでの学習経験と前述したケビン・カーター氏によるピュリッツァー賞「ハゲ

ワシと尐女」の写真を見たときの衝撃と結びつけ、印象をより深めている。だが、 

「発展途上国のために先進国がもっとがんばらないと。借金の利子をなくし、借りた額だけを返

す。」 

という政策提言をするために、あるいは 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A
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「自分よりも年下の子どもたちが学校にも行かずに過酷な労働をしていると知って驚いた。学校

に行かせてあげたい」 

という思いを叶えるために、自分たちは何ができるのかはわかってはいないけれども、 

‘意思表示を始める’段階にあり、〈社会的な問題への接近〉をし、解決の道を模索する。 

 

1-2-4-2 〈生活主体としての自覚〉カテゴリー 

「豊かさってなんじゃろな。自分の生活に疑問がでてきたような。」 

「知らないままの自分とそういうのを知った自分では何かが違う。学祭で（チョコを)売ることに一緒

に参加しようって行動できると思う。チョコのことが大事だって知っているから。でも知らなかったら興

味は持っても行動に移しづらい気がする。行動する可能性はあがると思う」 

と、問題を通して‘自己への関心’を高め、今後の動きの予測を立てている。 

まずは、 

「何かしようと考える。なにができるか考えて行動に移してみる。」 

すぐに思いつくこととしては 

「フェアトレードのチョコレートとかを買う」。 

「早く貧困がなくなればいい。かわいそうだけではだめなのです。だからチョコレートを買うのです。」

など、個人でとり組むことのできる‘自分の方法を持つ’段階に至り、具体的行動を示す

ものもいる。 

「何をすればいいのか思いつかないけど、このことで社会や大人たちは現在どんな取り組みをし

ていることがあるのか調べる」 

ある現状や事実をその社会的背景や規範との関係から相互主観的に認識し、自分の力で

できることはないか、〈生活主体としての自覚〉をもち始める。 

 

1-2-4-3〈情報・体験の共有〉カテゴリー 

現状の問題をできるだけ客観的に把握した情報と、自分の生活を‘リアルな実感’をも

ってつなぐことで自分の中に変化が起きたことを知る。 

「人は他人の中にいる自分を感じて、初めて生きている実感がもてるんだろうという考えが強まりま

した。」 

自分のことだけでなく、他者との関係から、また他者の立場からもこの問題の扱いにつ

いて述べている。 
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「私たちは今、チョコレートの生産の裏側で起こっていることについて知ることができました。です

が、このことを知らない人は世界中でまだいっぱいいると思う。みんなが知ることができればチョコレー

トの値上げの文句も少ないのでは？」 

「お金を不えるのではなく、生きるための技術と知識を伝えるべき」 

と社会の仕組みからの問い直しの声もあった。そのためには自分は誰とどうすればよいの

か。 

できることからはじめるとするならば 

「貧しい国の状況をまずは家族に伝える」。 

それと別のアイディアを組み合わせることで、 

「こういうことが起きているということをまず広めて、それについて学び、フェアトレード商品を買った

ほうがもっといい感じになりそう」 

という 2 段階のアクションが提案される。また、他の団体との協力や別の視点からの提

案もある。 

「ひどすぎる。できれば大学生と一緒に活動したい。『世界がもし 100人の村だったら』という本も

読んだし、映像も見たことがあったので興味がある。学校をあげてよびかける。」 

まずは文化祭などで、多くの眼が触れるところでの自分たちからのメッセージを発信し、

‘選択の連鎖’を図ることにより、〈情報・体験の共有〉がされ、さらなる〈社会的な問題

への接近〉がみられる。 

 

1-2-5 まとめと今後の展望 

‘  ’は概念、〈  〉はカテゴリーとし、分析の全体的な流れであるストーリーライ

ンを示す。 

 

ストーリーライン 

 調理実習の材料や普段なにげなく口にしている食品からそれにまつわる〈社会的な問題

への接近〉をする。自分とは程遠いと思っていた問題と高校生の自分と何らかのかかわり

に気づいたとき、‘良心の目覚め’がおこり、問題の全体像をとらえたとき、何かできるこ

とはないのか‘意思表示を始める’。できることを考え続け、‘自己への関心’が深まる。

何かやっている大人はいないのかモデルを探す。インターネット情報から検索する。知り

えた情報は僅かであるが、友達の前でその情報を伝える。伝えることは難しいことではあ
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るけれど、事実を知ったものとして伝えるという形で責任を負うという‘自分の方法を持

つ’。友達に同じ意見であるといわれたとき、知るということを広める運動ならできると確

信し、〈生活主体としての自覚〉が芽生える。根本原因の理解が進むほど、その問題は国が

取り組むような大きなことであって自分が手を出せるような話ではないと考える。一方、

調理実習で、それまで気にも留めなかった実物に触れ、味わうと‘リアルな実感’をもち、

今までとは視点が変わることにあらためて気づく。〈情報・体験の共有〉により新しい生活

が創造される。モノとヒト、ヒトとヒト、ヒトとコトの相互作用による‘選択の連鎖’が

確認できたとき、自分の生活の見え方もかわっていく。そして生活の質が変わると、また

事実や〈社会的な問題への接近〉を始める。 

 

以上、「価値を認識し、具体的な生活行為と結びつくプロセス」の全体的な流れのまとめ

である。M-GTA による分析結果図を生活創発モデルとして Fig.6-3に表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6-3 価値を認識し、具体的な生活行為と結びつくプロセス 

 

 

 

 

良心の目覚め 

意思表示を始める 

〈社会的な問題への接近〉 

選択の連鎖 

リアルな実感 

〈情報・体験の共有〉 

自分の方法をもつ 

自己への関心 

〈生活主体としての自覚〉 
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生活創発は〈新しい枞組みを重ねていく〉段階から〈未来が見えたとき前進する〉段階

へと生活認識が形成されていく過程における現象である。 

第 2節の分析結果から生活認識を育む家庭科教育に必要な条件を、生活創発の視点から

以下の 4 点に整理した。 

（1）問題の事実を客観的にとらえる資料を提示し、問題の事実から関心を引き出す。客観

的な事実を示し対立・矛盾を通して‘良心の目覚め’を起こし、‘意思表示を始める’こと

が〈社会的な問題への接近〉となる。ここから価値観を導く。 

（2）生徒一人ひとりのこれまでの経験は異なり、どのような事象と響きあうかは多種多様

ではあるので、オルタナティブな視点から事実を提示することで、‘自分への関心’を深め

る。過去と未来、自己と他者、日本と外国、伝統と流行、環境と経済といった関係からと

らえることのできる資料を選択する。事象の関係をとらえることで、体系的にみると事実

を客観的に認識し、‘自分の方法を持つ’ことを確立する。〈生活主体としての自覚〉によ

り生活認識は形成される。 

（3）実験や実習などの体験を通して‘リアルな実感’を伴った理解を深める。日常生活の

なかで実践することで習得できる技術を実習・実験に組み込むことで、日常生活の中から

ヒト・モノ・コトの〈情報・体験の共有〉を図る。生活問題についての取り組みに対する

価値認識が形成されていくプロセスにおいて、問題の現状や現象の背景・規範とのつなが

りを見出したとき、新しいレベルの生活は出現する。 

（4）生活問題に対して考える時間を設定する、そして自分の考えを発表、あるいは考えを

記述する。意見を言語化すること、他者が理解できるように伝えることや他者からの意見

を聞くことにより、価値観を再構築しやすくなる。一つの意見をきっかけに‘選択の連鎖’

がおこれば、社会を動かす力の一つになる可能性がでる。その結果、授業後にある生活行

為となって現れる。家族や友人に伝える、情報収集をするなどであるが、どのような行為

となるかは見込みが立つものではない。 

以上 4 点は、生徒がこれまで認識してきた現状や事実と新たに授業から得た事実の相互

作用を通じ、価値観を持った生活認識を高めているといえる。松行は「既存の情報は、環

境から多様な情報が新規に加えられ、徐々に累積していくプロセスのなかで、相互に関連

して、複雑な相互関係を生成する」（2001）と説明する。複雑な事実を認識することで価

値観が形成される。それは質的にも量的にも高められ、それまでとはまったく異なる新し

い認識や行為によって新たな質の生活を創造していく。そこで次節において、上記 4 点を
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とりいれた家庭科カリキュラムにおける生活創発を提案する。 

 

2 家庭科カリキュラムにおける生活創発モデル 

第2章では我が国の家庭科教育においてどのような「生活認識」の実態把握がなされ、「生

活認識」に関する授業効果の研究がなされてきたか整理し、生活認識をとらえる有用な視

点を明らかにした。次に、Brown,M.の理論を中心に生活認識をとらえる視点を整理した結

果、Brown,M.の「家族の行為体系」の理論およびHabermas,J.の認識論に侜拠し、生活認識

形成プロセスを当事者の視点と観察者の視点からの3段階から捉えることとした。第2章の

まとめとして、Brown,M.の行為体系理論やHabermas,J.のコミュニケーション的行為理論を

ふまえ、生活認識を「生活問題を自分自身の生活現実の関係からとらえること」と定義し

た。そこで、本研究では「事実認識から生活の総合的な認識」へレベルが上昇していくこ

とを生活認識が形成されていくプロセスとし、このプロセスから資質・能力の育成を捉え

ることにした。第4章での分析の結果、生活認識形成プロセスにおける現象の変化を「生活

創発」とし、「生活主体が新し生活を創造し、新しい自分を発見していくこと」と定義した。

本章では、この生活認識の現象の変化である「生活創発」が、家庭科の授業のなかでどの

ような条件でおこりやすいのかを検討した。 

1-1では、「家庭総合」の授業実践による生徒の生活認識の変容について、生徒の自由記

述による感想・意見を生活認識に至らない段階の「個人的感情」を加え、「生活の可視化」

「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」の 4段階により類型化し分析

した結果、以下の点が生活認識を高める要素として示された。 

①高校生の関心の高い題材の未知の領域を扱い、関心を引く 

②基礎知識の確立をめざすとともに、体験を通して理解を深める 

③物事の相互関係を認識・分析させることから事象の構造をとらえさせ、自分の生活の

中に新しい志向性を獲得したことに自分自身が気付かせる 

以上の点を活かした授業を実践することで、高校生の〈生活の可視化〉の段階から〈新

しい枞組みを重ねていく〉段階に高めることにより、生活創発を起こす条件が整えられる。 

1-2では、「家庭基礎」の授業実践による生徒の生活認識の変容について、質問紙による

生活認識形成にかかわる生活行為の調査、及び生徒のインタビュー調査を分析した結果、

以下の点が生活創発のプロセスとして示された。ある問題に対して偶然の‘良心の目覚め’

から何かできることはないか、‘自己への関心’が深まる。 その変化の過程で問題に対し
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て‘リアルな実感’が沸いてくれば、自分の生活の見え方もかわっていく。そこで、問題

についての‘意思表示を始める’。その検討の中から ‘自分の方法を持つ’。いくつもの方

法から‘選択の連鎖’がおこる。 

このように生活創発の一連のプロセスは‘良心の目覚め’‘ 意思表示を始める’といっ

た事実と自分の経験値を読みかえる〈社会的な問題への接近〉の段階から始まり、‘自己へ

の関心’‘自分の方法を持つ’といった〈生活主体としての自覚〉の段階へと進む。さらに

‘リアルな実感’を伴い、‘選択の連鎖’へと展開し〈情報・体験の共有〉をうむ。このプ

ロセスが生活を質的に新しいレベルへと変化させるととらえた。このプロセスは循環的な

過程ととらえられる。 

そこで 1-2の分析結果から、高等学校家庭科の授業実践における生活創発モデルを示す

（Fig.6-4）。生活創発は〈新しい枞組みを重ねていく〉段階から〈未来が見えたとき前進

する〉段階へと生活認識が形成されていく過程における現象であり、生活認識形成プロセ

スにおける生活創発の現象を示したものが生活創発モデルである。高校生は授業実践のな

かで以下のような生活創発としての現象の変化を体験し、生活認識を高めていたことが明

らかになった。 

まず、生活認識形成プロセスが〈新しい枞組みを重ねていく〉段階に至っていることが

前提条件となる。高校生は未知の世界に出会い、客観的な事実から対立・矛盾を通して‘良

心の目覚め’により〈社会的な問題への接近〉を図る。自分とは程遠いと思っていた問題

と‘リアルな実感’を持ったとき、〈情報・体験の共有〉が始まり、自分でできることを考

え続け、‘自己への関心’を深めていた。事象の関連から体系的にとらえることで、解決策

としての‘自分の方法をもつ’ことができると、〈生活主体としての自覚〉が芽生え、‘選

択の連鎖’から価値観を再構築する。‘意思表示を始める’ことから 自分の生活の質を変

える行為に結びついたときに、〈未来が見えたとき前進する〉段階に至り、社会を動かす力

の一つとなる可能性がでる。生活創発プロセスにおける〈社会的な問題への接近〉カテゴ

リーは生活認識形成プロセスにおける[社会的役割の評価]カテゴリーに「問題を現実の社

会の中に位置づける」という観点からみると相重なる。また、生活創発プロセスにおける

〈情報・体験の共有〉カテゴリーは生活認識形成プロセスにおける[他者とのかかわり]カ

テゴリーに「自己をどのように知るのか」という観点から相重なるととらえられる。そこ

で、生活認識を高める要因となっていた[社会的役割の評価] [他者とのかかわり]は生活創

発プロセスの一部であると考えられる。 
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Fig.6-4 生活創発モデル 
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まとめとして、本章で実践した授業の一例を示す。 

  

題材：食文化と環境・共生 

テーマ名：お金の使い方で世界を変える 

指導時間：4 時間 

指導目標：① チョコレート・コーヒーからフェアトレードの意義を知る 

② 児童労働、環境・貧困問題への関心を高め、世界的規模の問題に個人がどのよ 

うにアプローチすることができるのかを知る 

 

 

 学習内容・活動 生活認識に影響を不える要素 生活創発プロセス 

2

時

間 

・ バレンタインデーのチョコレートはどのように

製造されたのか、カカオ豆やチョコレートの

歴史について知る 

・ フェアトレードと日本のメーカーのチョコレー

トの味と価格を比較する 

・ 原材料や価格の違いの生じる背景を知る 

・ 貧困は自然発生的ものではなく、経済の

仕組みが生み出す人災であることを知る 

肯定的な感情を生む刺激 

 

 

身体的経験 

 

基礎知識の修得 

関係性からの構造化 

 

良心の目覚め 

 

 

リアルな実感 

 

自己への関心 

 

2

時

間 

・ 「おいしいコーヒーの真実」を視聴する 

・ 感想をまとめ、発表する 

 

・ 「知るということを広げる運動」（アドボカシ

ー）の意味を理解する 

・ 「貧困」から始まるイメージマップを作る→

発表 

・ 自分たちにできることはないか、意見交換

をする 

 

意見発表・交換（Ａ） 

 

基礎知識の修得 

 

関係性からの構造化 

意見発表・交換（Ｂ） 

 

意見発表・交換（Ｃ） 

 

 

自分の方法をもつ 

 

 

 

意思表示を始める 

選択の連鎖 

 

 

Tab.6-7 生活創発モデルの授業例 
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高校生にとって身近な食品であるチョコレートから生活問題を取り上げる。授業実施が

2 月でバレンタインデーであったということもあり、チョコレートの製造方法、原料、歴

史について解説をした。それぞれに背景があり、現在もまたカカオ豆が児童労働によって

生産されたり、適正な報酬が支払われないまま取引が行われている事実を伝える。 

チョコレートを食べたことのない生徒は皆無であるが、多くの生徒が初めて認識する事

実である。チョコレート生産国の厳しい状況を知った上で、改善方法としてフェアトレー

ドによるチョコレートの製造販売の形態があることを伝える。さらに、フェアトレードチ

ョコレートについては実際に味わう。普段食べているものと比べて、独特の舌触りと味が

ちがうのは、なぜか考える。その違いと価格との関係や、なぜ異なるのか考える。一つの

授業のおわりに、「貧困」をキーワードにしたイメージマップを作成し、発表する（Ａ 

Tab.6-7）。他者の意見を聞くことで新たな発見をする。 

 チョコレートではないが、同様の地域で栽培されているコーヒー豆を題材にしたドキュ

メンタリー映画「おいしいコーヒーの真実」を視聴する。コーヒー豆を栽培しているエチ

オピアの国の状況や国際経済社会の問題点を知り、感想･意見をまとめる（Ｂ Tab.6-7）。

貧困は自然発生的なものではなく、経済のしくみが生み出す人災であることを伝える。貧

困問題を解決しようとする運動のひとつにチャリティがあるが、もう一つの方法アドボカ

シーについて知る。自分たちにできることはないか、意見交換する（Ｃ Tab.6-7）。ここ

で 3 回の意見記述･発表を設定しているが、生徒の意見を板書する際に 3 つの視点に整理

する。問題を客観的にとらえた視点、問題をある規範や背景に照らし合わせて相互主観的

にとらえた視点、そして問題を解決に向けた主観的な意見や方法を述べた視点から整理す

ることで、自分が見えていなかった視点に気づかせる。Ａでは見えていなかった視点から

Ｂ．Ｃの場面で問題をとらえるように促すことで生活認識を高める。 

 以上、4 時間授業の流れの概略をここでは示したが、1 時間の授業、あるいは長期的な

テーマにおいて数十時間連続した授業でも生活創発を目指した展開は可能である。生活認

識が〈未来が見えたとき前進する〉の段階に変容する現象を生活創発としたが、生活行為

として出現したことをもって、生活創発が起きたと判断する。本実践の場合は、対象生徒

のなかで直接運動に参加するものは確認していないが、それを家族･友人に伝えたという生

活行為に及んだことまでは把握できたが、アドボカシーという一つの方法を知って、そこ

から生じる生徒の生活行為は把握できていないことが課題である。 
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第 7章 研究の総括 

 

1 知見のまとめ 

本研究の第 1の課題は、経済・社会の急激な変化の中で若者が生活者としてどのように

生活を認識しているのか、そのプロセスを明らかにすることであり、第 2の課題は生活認

識と生活行為の関係を明らかにすることである。これらの課題に対して 3 つの調査から質

的データと量的データを分析する Mixed method アプローチにより検討した。 

以下、この 2つの課題別に本研究の知見を集約する。 

 

1-1 若者の生活認識形成プロセス 

 第 1の課題として、若者の生活認識の形成プロセスを個々の若者に焦点を当てより彼ら

の生活現実に迫って明らかにするため、調査 1 と調査 2を実施し分析を試みた。 

調査 1 において、20 名の二十歳の学生を対象として半構造化面接によるインタビュー

調査を実施し、探索的に M-GTA により分析した結果、生活認識の形成プロセスは 3 つの

特徴を持った段階からなるということが示された。第 1段階は現状の問題を客観的に把握

する〈生活の可視化〉、第 2段階は問題解決に向けて価値判断するための情報を複合的に

集約し、ある現状や事実をその社会的背景や規範との関係から相互主観的に認識する〈新

しい枞組みを重ねていく〉、第 3段階は生活問題を主観的にとらえ自己の解決方法を見出

し〈未来が見えたとき前進する〉レベルとなる。 

この 3 段階からなるプロセスは、Brown,M の家族の行為体系による 3 つの行為概念に相

当すると考えられる。第一段階の〈生活の可視化〉は生活問題の事実を認識する過程であ

り、Technical(instrumental、purposiverational) action in the family、すなわち衣・

食・住における基本的要求を満たすためにモノを活用・管理する活動とし、モノを生産し、

目的達成への手段となる行為を中心に認識する段階にあたる。第二段階の〈新しい枞組み

を重ねていく〉は、問題解決にむけて価値判断できる情報を複合的に得た段階であり、

Communicative action in the familyすなわち対話によって個々の意志、意味、目標、価

値等を相互主観的に理解する行為であり、家族や社会を構成する一員として自己や他者の

ライフストリー、異なる伝統文化を解釈するために不可欠な活動を中心とした認識の段階

にあたる。家族や学校・職場・地域においてヒトとの相互理解、同意や共感を目指すもの

である。第三段階の〈未来が見えたとき前進する〉は意思決定をするための価値を認識し、
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具体的な生活行為と結びつく過程であり、どのような生活にしていきたいのか、創造的な

段階となる。Ｅmancipative action in the familyすなわち社会の単位としての家族が伝

統的な考えを批判的に討議する場となりえるとし、家族や社会における問題を明らかにし、

それらのコトを解決する行為を中心とした認識の段階にあたる。自己認識および他者との

対話の相互作用を通して家族や社会を吟味し、熟考し、その結果を批判することを含む。

家族や社会に立ちふさがる矛盾を解決するためになされる行為により、生活問題が認識さ

れる段階である。 

また理論物理学者にして科学思想家の武谷三男は、理論と科学的実践の乖離の克朋を目

指し、科学的認識を現象論的段階（an sich）、実体論的段階（für sich）、本質論的段階（an 

und für sich）の質の異なる 3つの内容と各段階の論理的関係から「三段階論」（武谷，1968）

として主張した。「三段階論」は科学的認識を 3 つの段階の循環的な発展過程としてとらえ

た、新しい科学的実践の指針たるべき論理であり（古田，1960）、科学と認識を結合する認

識理論を構想した点が Habermas,J.と共通している。この「三段階論」と生活認識を相照

らしてみると、現象論的段階は「個別的現象の記述の段階」とされ、すなわち事実を個別

に認識すること、客観的な現状認識であると理解できる。実体論的段階は「現象が起こる

べき実体的な構造を知り、この構造の知識によって現象の記述が整理されて法則性を得る

段階」とされ、現象の背景や規範との関係性から相互主観的に把握される段階であると理

解する。本質論的段階は「諸実体の相互作用の法則の認識に達する段階」とされ、自己認

識と他者との相互作用を通してより高度の貢献をもたらす価値の追求段階であると理解す

る。本研究において明らかにされた若者の生活認識形成に照らし合わせて考えてみると、

生活問題の事実認識である「生活の可視化」は現象論的段階として、相互主観的関係把握

である「新しい枞組みを重ねていく」は実体論的段階として、本質的価値認識である「未

来が見えたとき前進する」は本質論的段階はとしてとらえることができる。 

続く調査 2においては、若者の学業生活から職業生活への移行に着目し、高校生の生活

認識形成について分析した結果、〈カネを手にする喜び〉〈自尊心と务等感のふり幅〉〈意

味ある場所〉というプロセスでとらえていることが析出された。 

そこで、調査 1 および調査 2 から示唆された結果を比較検討したところ、調査 1 では〈生

活の可視化〉〈新しい枞組みを重ねていく〉〈未来が見えたとき前進する〉、調査 2 では〈カ

ネを手にする喜び〉〈自尊心と务等感のふり幅〉〈意味ある場所〉というプロセスを経て漸

成発達することが示された。調査 1 と調査 2 の 2 つのプロセスはともに、生活問題の事実
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認識→相互主観的関係把握→本質的価値認識の流れを形成しているといえる。プロセスの

第 1段階は調査 1では生活はヒト・モノ･コトの関係から構成される、調査 2では契約によ

って労働に対して報酬が支払われるという事実を客観的にとらえる段階である。第 2段階

は調査 1･調査 2ともに個々の意思、意味、目標を相互主観的にとらえる段階であり、最終

段階は調査 1･調査 2ともに本質的な価値を主観的に見出した段階であるといえる。調査 1

では「生活問題の解決」、調査 2では「働く意義の発見」と至るべき目標は異なるが、と

もになんらかの新しい価値を見出すまでのプロセスであり、そのプロセス中に多くの要因

間のつながりができることで、生活認識は形成されていくことが示唆された。 

 

1-2 生活認識と生活行為の関係 

第2の課題として若者の生活認識形成に「生活行為」がかかわっているかどうか明らかに

するために、若者の生活行為を整理し、生活認識の最終段階である「未来が見えたとき前

進する」との関係から検討した。「生活行為」「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の

評価」「他者とのかかわり」を測定するための尺度を作成し、質問紙調査を実施した上で、

学校段階差や性差について検討した。 

「生活行為」については23項目、「未来が見えたとき前進する」については7項目、「社

会的役割の評価」については7項目、「他者とのかかわり」については5項目で構成された

質問紙調査（5段階尺度法）を高校2年生575名、大学生498名、合計1073名を対象に実施し

た。なお、「未来が見えたとき前進する」とは生活者として生活問題についての取り組みに

対する主観的な認識を持つ段階、すなわち生活認識形成プロセスの最終段階を指す。[社会

的役割の評価][他者とのかかわり]は調査1より導かれた生活認識形成プロセスにかかわる

意識である。 

「生活行為」の質問項目間の関係を整理するために因子分析（重み付けのない最小２乗

法・バリマックス回転）を行ったところ、「環境重視の購買スタイル」「家族とのアクティ

ブコミュニケーション」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」の４因子を得た。そ

れぞれいずれも有意な弱い正の相関が見られた。その中で、「環境重視の購買スタイル」と

「生活スキルの活用」の相関係数は比較的高かった。次に学校段階差・性差について検討

するため学校段階×性の 2 要因の分散分析を行ったところ、「環境重視の購買スタイル」

「家族のアクティブコミュニケーション」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」の

下位尺度について学校段階の主効果および性の主効果は有意であった。それぞれの主効果



 124 

の下位検定を行った結果、「環境重視の購買スタイル」「生活スキルの活用」「地域でのつ

ながり」については高校生よりも大学生が有意に高く、男子よりも女子のほうが有意に高

かった。つまり、「環境重視の購買スタイル」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」

は性差が維持されたまま発達することが示された。しかし、「家族のアクティブコミュニ

ケーション」については大学生よりも高校生が有意に高く、男子よりも女子のほうが有意

に高かった。これは学校段階に伴い、本項目内容とは異なる家族とのかかわりに移行する

のではないかと推察される。 

生活認識について形成プロセスの第3段階である「未来が見えたとき前進する」と「社会

的役割の評価」「他者とのかかわり」の相関係数を求めたところ、やや強い正の相関が示さ

れた。「未来が見えたとき前進する」を従属変数に「社会的役割の評価」「他者とのかかわ

り」「家族とのアクティブコミュニケーション」「環境重視の購買スタイル」「生活スキルの

活用」「地域でのつながり」を独立変数として重回帰分析を行ったところ、「社会的役割の

評価」の影響が最も強いことが示された。次いで、「他者とのかかわり」「家族とのアクテ

ィブコミュニケーション」が「未来が見えたとき前進する」に影響を持っていた。つまり、

人間関係などの生活資源や消費などの生活活動にかかわる事柄を相互に関連させる、家

族・家庭生活といった私的側面と地域・社会、職業生活といった公的側面の両面の相互関

係から生活をとらえる意識や「生活行為」が生活認識を高めるといえる。生活認識の形成

に影響を与える要因として「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」「環境重視の購買ス

タイル」「家族とのアクティブコミュニケーション」が確認された。なかでも「社会的役割

の評価」が強く効いているということは、社会とのつながりを意識させることの重要性が

示唆された。以上の分析結果から次の3点が指摘できる。 

第一に、生活スキルの活用が多いほど、環境を重視した行動を取る可能性が高いことであ

る。「生活行為」の下位尺度である「環境重視の購買行動」と「生活スキルの活用」の相関

は比較的高い数値であり、生活を維持するための基本的な活動と、環境問題への配慮をした

行動には関係があるといえる。尐子化・核家族化、加えて社会化の進んだ生活では生活スキ

ルを獲得する機会が減尐する。それゆえ「生活スキルの活用」を視野に入れた教育活動を展

開することによって、持続可能な社会の構築に向けて具体的行動のひとつにつながると考え

られる。また、「生活行為」に関しては、男子より女子、高校生より大学生の実践率が高い

といえる。大学生は高校生より、「環境重視の購買スタイル」を実践しており、「生活スキル

の活用」が多く、「地域でのつながり」があることが示された。なかでも高校生より大学生



 125 

が「地域でのつながり」があるという点が興味深い。 

第二に、生活認識については「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者

とのかかわり」との関係をみたところ、やや強い正の相関が示され、なかでも「未来が見

えたとき前進する」と「社会的役割の評価」との相関係数の数値が高かった。すなわち「社

会的役割の評価」を望む傾向が強ければ、「未来が見えたとき前進する」が高い傾向にある。

また、「未来が見えたとき前進する」「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」のいずれに

ついても高校生に比べ大学生が有意に高くなっている。このことは学校段階があがるにつ

れ、若者の生活認識が高まる過程としてとらえることで、自己と他者、自己と社会とのか

かわりを促す教育的効果を探る方向性が提示されたと考える。加えて、男子より女子がす

べての項目について有意に高いことから、ジェンダーバイアスの存在が窺える。 

第三に、「未来が見えたとき前進する」と「社会的役割の評価」「他者とのかかわり」「生

活行為」の下位尺度である「家族とのアクティブコミュニケーション」「環境重視の購買ス

タイル」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」とのかかわりを検討した結果、「社会的

役割の評価」の影響が最も強いことが示された。次いで、「他者とのかかわり」「家族との

アクティブコミュニケーション」が価値認識に影響を持っていた。すなわち、他者から評

価をうけることで、自己認識を深め、他者との対話の相互作用を通して、意思決定するた

めの本質的な価値を形成させていくと考えられる。 

また、「環境重視の購買スタイル」が形成されているほど「未来が見えたとき前進する」

は高くなっている。環境を重視した行為の種類・回数が増えることで、あらたな気づきが

あり、「未来が見えたとき前進する」を高めるといえる。以上より「家族とのアクティブコ

ミュニケーション」「環境重視の購買スタイル」といった「生活行為」が多く実践されるこ

とで、生活認識の形成が進むことが確認された。「生活スキルの活用」「地域でのつながり」

は有意ではなかったが、「家族とのアクティブコミュニケーション」「環境重視の購買スタ

イル」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」といった「生活行為」は相互に関連性が

認められた。 

 

2 家庭科教育のめざすもの 

家庭科教育の重要な目標のひとつとして生活認識を高めること（宮川，1973）、事実認識

から生活の総合的な認識に広げること（内藤，1997）、生活の科学的認識を育てること（中

間，2004）があげられる。家庭科教育における生活認識は、村田によれば「『生活』を客観
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的に、また科学的に把握できるような認識」である。家庭科教育の教育的効果をあきらか

にするために、ここでは 2 つの目的を設定した。1 つは、高等学校家庭科教育において育

む生活認識とはなにかを明らかにすることである。2 つには、現代の若者の視点からとら

えた生活問題を理解し、若者が生活を創造していくために必要とされる教育的支援の検討

を行うことである。 

まず、多様に認識され、包括的な意味内容をもつ「生活」の解釈を、家庭科教育の研究

と実践にかかわらせて限定していくために、先行研究レビューを行った。「生活」の歴史的・

社会的解釈を経済学、社会学、生活学における生活研究を概観し、家庭科の高等学校学習

指導要領における「生活」はどのようにとらえられてきたか検討した結果、問題解決・目

標実現をめざした「価値」という視点、変化・動きを示す「プロセス」からとらえる視点、

複雑な構造を「相互関係」からとらえる視点、そして「総合的に」とらえる視点の4点に整

理された。 

次に家庭科教育においてどのような「生活認識」の実態把握がなされ、「生活認識」に関

する授業効果に関する研究がなされてきたか整理した。カリキュラムの構造化研究が進ん

でいるアメリカで多くの州がカリキュラム作成の基盤としている、Brown,M.の「家族の行

為体系」（1980）を生活認識についてとらえる有用な視点として援用することとした。 

Brown,M.は従来の家庭科教育における衣・食・住、保育などの領域による家族の行為の

分類では、思考と行為の関係を理解することが困難であるとし、家族の複雑な行為全体を

明確にするために、Habermas,J.の理論に侜拠した家族の行為体系（1980）を表した。家族

の行為体系は、aモノを活用・管理・生産し、目的達成への手段となる行為、bヒトとの相

互理解、対話によって相互主観的に理解する行為、c 生活問題を吟味、熟考しコトを解決

しようとする行為の 3つで構成される。Brown,M.はこの概念を中心に行為と思考過程の関

係から生活問題を解決する能力の育成をめざし、家族の行為にかかわる問題に基づいて家

庭科教育内容を組織するべきとの考えに立っていた。本研究においては、Brown,M.の 3つ

の行為類型を用いて分析することとし、生活認識を「生活問題を自分自身の生活現実から

解決の方向をもってとらえること」と定義した。 

この定義に基づいて、調査 1 と調査 2 より、生活認識形成プロセスにおける変化に着目

し、「生活創発」とし家庭科教育の教育課題として提案した。創発という概念は、Luhman,N.

によれば個の自発性が全体の秩序を生み出す、「質的に新しい秩序レベルの出現」とされる。

創発とは「複雑系に特有な現象、すなわち予期せぬ組織化や構造化やパターンの出現」で
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あり、80 年代の複雑系の基礎研究において重要なキーワードのひとつとなった。そこで

Luhmann，N.の理論に侜拠し、「生活創発」を、「生活主体が新しい生活を創造して新しい自

分を発見すること」と定義した。 

生活認識を形成されることをめざした家庭科教育では、生活創発がおこりうる教育的支

援をすることが必要となる。実践1では、調査1･調査2の知見により、生活認識の形成を目

指した家庭総合の年間授業計画を作成し、高校三年生を対象として授業実践をした。高校

生が直接経験の多い消費生活から生活認識の形成について検討することとし、ここでは生

活問題を購買行動から生じる消費者問題としてとらえ、家庭科教育における消費者教育と

いう視点に立って分析した。１年間の授業の中から消費者問題を扱った3回において、それ

ぞれに関する生徒の自由記述による感想・意見を分析対象とした。本分析では生活認識の3

つのレベルにその前段階となる「個人的感情」を加え、「生活の可視化」「新しい枞組みを

重ねていく」「未来が見えたとき前進する」の4段階とし、「個人的感情」「生活の可視化」

を生活環境適忚の意思決定、「新しい枞組みを重ねていく」「未来が見えたとき前進する」

を生活環境醸成の意思決定として分析した。その結果、生活環境適忚の意思決定に留まっ

た生徒は6割弱と半数以上を占めたが、生活環境醸成の意思決定に至った生徒は増加した。

すなわち、生活問題に対する認識が高まった生徒が増加したと捉えられ、生活認識が育成

されたといえる。 

実践2では、調査3の結果をうけて、社会とのつながりを認識することを目指した内容の

家庭基礎の年間授業計画を作成し、高校一年生を対象に授業を実践した。第1回目の授業中

に調査3で用いた調査票による質問紙調査を行った。最終回授業に同じ調査票を用いて調査

を実施し、その得点の変化により量的調査を用いて、生徒の生活認識の変化をとらえよう

とするものである。分析の結果を、第1回目の授業と最終回の授業の生活認識にかかわる変

化を質問項目および下位尺度の平均得点でみると、「環境への配慮」「家族とのアクティブ

コミュニケーション」「生活スキルの活用」「地域でのつながり」および「未来が見えたと

き前進する」[社会的役割の評価][他者とのかかわり]のすべての項目において、有意に得

点が高くなっていた。以上のことから、家庭基礎における[社会とのつながり]を認識する

学習の効果として、高校生の生活認識は高くなることが示された。 

生活認識に変化が認められる生徒についてはインタビュー調査を実施し、授業との関係

をM-GTAにより明らかにした。生活現実には様々な要素が混在し、生活認識の変化につい

てほかの要因を排除して家庭科の授業効果という側面だけでとらえることは難しいが、生
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徒の語るデータに密着して授業との関連の可能性を探ることにした。さらに授業プリント

に記入された生徒の意見・感想も分析の対象とし、質的分析の結果により生活創発にかか

わる概念として、‘自己への関心’‘自分の方法をもつ’‘良心の目覚め’‘意思表示を始め

る’‘リアルな実感’‘選択の連鎖’の6個の概念と〈生活主体としての自覚〉〈社会的な問

題への接近〉〈情報・体験の共有〉の3つのカテゴリーが析出された（Fig.6-3）。これらの概

念が相互に作用し、生活創発はおこると考えられる。そこで、高等学校家庭科教育におけ

る生活創発を促す視点ついて検討したところ、以下の4点に整理された。 

（1） 問題の事実から関心を引き出す 

（2） オルタナティブな視点を提示する 

（3） 実験や実習などの体験を取り入れる 

（4） 考えを記述する時間や意見交換の時間を設定する 

以上の点をふまえて、生活創発モデルを提示した（Fig.6-3）。生活創発モデルとは高校生

がどのようなプロセスをもって生活認識を形成し、どのような要因がその形成に影響して

いるのかを図示したものである。生活創発は生活認識が形成されていく過程―相互主観的

な関係把握から価値認識へと生活認識が形成されていくときの現象である。生活認識の段

階があがるときに必ずしも生活創発がおこるとは限らないが、「価値を生む」つながりが形

成されたときに生活創発は起こり、具体的な生活行為をもって生活創発がおこったとする。

生活創発とは生活主体が自己組織化を起こす現象であり、生活主体が環境との相互作用の

中で自らの生活を創りかえることである。 
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3本研究の貢献と今後の課題 

本研究の貢献は、第一に「生活認識」に関する先行研究を整理し再定義し、若者の生活

認識形成プロセスを分析した結果、その現象の変化を「生活創発」として定義し、家庭科

教育の課題として提案したことにある。若者が生活をとらえる過程を明らかにしたことで、

経済・社会の激動の中で育った若者が生活者としてどのように価値観を築き、生活を創造

していくのかについて示すことができた。生活は複雑で予測の立たない結果を生み出す過

程であり、その意味では解釈に限界をもつものであるが、創発という概念を与えることで

現象の相互作用に基づく関係性からとらえることが可能となった。本研究で生みだされた

生活創発に関する知見は、これからの家庭科カリキュラムを検討していくうえで貴重な資

料になると思われる。 

第二として、生活認識をとらえる枞組みでは、「プロセス」「相互作用」「価値」という視

点を位置づけ研究を進めたことにより、動態性という本質をとらえることができた。これ

らの視点を位置づけることで生活を漸成的な変化として認識していくプロセス、すなわち

漸次形成され新しい構造に転換してゆく質的変化過程を質的分析により探索的に検討して

いくことができ、単なる変容ではなく、それまでの生活認識の形成を前提として生活認識

の段階は上がっていくという生活認識の形成プロセスを示すことができた。 

そして総合的に生活をとらえる際に必要になるのが生活主体からの視線である。生活は

過程としての人間の行為の全体であり、新しい環境に対して相互関連を保持しながら自発

的な変化に基づく変容プロセスとしてとらえる。生活は生活主体の要求を実現していく過

程である(佐々木，1975) と同時に、自己形成と社会形成の両過程にかかわっていく能力を

獲得する過程である。そこで生活の全体性を明らかにするために質的研究方法から妥当性

かつ量的研究方法により信頼性を確保し、説得了解性を得た。その上で若者の生活認識を

育むためにはどういった教育的支援が可能なのかについて検討し、生活認識形成において

過程としてとらえる必要性とその視点について示すことができた。 

これまでの生活認識についての関連研究は量的に全体をとらえて分析した、客観性を重

視したものが主流であった。それに対し、本研究は質的調査により探索的に個々の若者の

生活認識について寄り添い、彼らの生活現実に密着した形で分析したことで、若者の視点

に立ったプロセスとしての生活認識をあらわすことができた。これも本研究の独自性であ

り、貢献であると考える。 

以上の研究結果から若者の生活の質の向上に貢献するべき役割を担う家庭科教育の視点
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を示すことができた。したがってこれらの知見を、今後の家庭科教育にいかし、生活認識

の形成を目指した授業実践により、激動の社会を生きる若者たちが自発的に生活を創造し

うる力を培っていくことができると考える。ひいては貧困問題の解決、あるいは持続可能

な社会づくりへの担い手となるであろう。 

一方、本研究は以下のような課題を残している。 

第一に、高校および大学に通学している若者を対象に限って研究を行ったため、無業者

や社会的ひきこもりといった若者と比較してみなければ、本研究で提示した生活認識形成

プロセスがどのくらい普遍性をもつものなのか判断できない。また、高校・大学について

も多様な層が存在し、ほかのサンプルでの面接調査および質問紙調査をとりいれて比較研

究を行う必要がある。さらに、社会とのつながりを考えた生活行為として、この枞組みだ

けでは収まりきらない、友人との交友、教養娯楽・趣味などの活動などを含めて今後検討

する必要がある。 

 第二に、本研究の調査対象は関東近県の都市部に在住の高校生・大学生としたため、地

方部の高校生・大学生を対象とした調査を実施してみる必要がある。地方部の若者との比

較をすることで、より現代の若者の特徴を浮き彫りにすることができると考える。、 

第三に、家庭科教育という立場から小学生・中学生との系統性や発展性の見極めをする

ことで、発達段階にそった教育内容をとらえることができる。本研究では青年中・後期と

いった若者を対象として、生活の質の向上を発達課題としてとらえたが、生活は連続した

過程なので、青年に至る過程における生活認識についても検討しなければならない。研究

の発展と位置づけ、今後の課題として取り組んでいきたい。 
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概念名 1 形から思い出せる情景 

定義 形にならないコトをヒトとの関わり合いの中で、モノを通して記憶したり、そのモノを残しておこ

うとする出来事 

ヴァリエー

ション 

１ 自分自身モノ作るのがスゴイ好きなんで作品として残るのはスゴイ印象に残りますね。

ダメならダメなりに。いいものならいいものなりに。 

15 目に見えるものをやりたいんですよ。自分が何かしたことで、なにかができたみたな。 

5 長く残るっていうのは自分で作ったりとか 

7 コースターかと思っていた。覚えているというより、そのものを見て思い出せるものならと

っておきたいんですよ。小学校 1 年のときに消防車が来て、消防車の絵を描いたんです

よ。それが賞もらったんですよ。でもそのときの思い出っていうか、書いてたときの思い出は

どことなく残っているんですよ。風景というか、自分が書いているときの、春ぐらいだったと思

うんですよ。感覚的に、日差しが暖かくて、風のない、いい天気。その日の天気とかおもいだ

せるような思い出が強く残っている。パチンコを作ったときの記憶は残ってない。そのときの

ことは全くのこってない。ちくちく。買ったときのこと覚えてます。たぶん鈎針どっかにあると思

います。買うときにも百円金一行って。一人で行って、どういうものか、よくわかんなかった。

全くできない人もいて、できる人とか、経験のある人とか教えてあげたりして。あとになってか

ら思い出となるから。その時は大切じゃなくても後になると捨てられなくなる。もうそこらへん

ぽーーんと。作ることは作ることで楽しい。 

9 使ってないんですけど。汚したくないなって思って。もってます。難しいなって思ったけど

楽しくなって。家庭科の教科書はとってある。数学は捨てちゃったけど、音楽と英語の文

法。中学時代の吹奏楽のファイル。自分が好きだったし、がんばってたし捨てられないって

どうしても思います。 

９ 自分が好きだったし、がんばってたし捨てられないってどうしても思います。高校に入っ

てやめちゃったけど、まだやりたいって気持ちがあるから。続けたい気持ちがあるからとって

置いたんですけど。フルート。音楽にずっとかかわっていたいって気持ちがあるから。 

17 帽子を作った。選んだ記憶があります。どのデザインにするかっていうので。飾ったのも

記憶あります。実物は残ってないですけど、変なのつくったの覚えてます。ニット帽の皮バー

ジョン、布バージョンみたいなの。作った系とか、やった系は覚えてます、授業は。授業内

容はわかんないすけど。なにかをやった、成し遂げたみたいな。 

21 ポテトサラダのほうがよっぽど印象にのこってるし。残ってはいるんですけど、全部を総

合して残っているかとうそで。これもこんなこと考えてたんだって。でも今覚えれるのはポテト

サラダとおでんだし。エコクッキングってポテトサラダだったから覚えてるんですよ。おでんは

時間が短くてもおいしくできるんだって言うくらい。それにつながる何かは覚えていなくても、

目標じゃないな、ポイントだけ覚えてた。 

理論的メモ ・ その時の思いを形としてのこしておきたい。 

・ そのときの様子を思い出せないものはとっておきたい。 
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・ 作業が絡んだことは覚えている。 

・ 当時の自分の姿や感情をいつまでも残しておくツールとしてモノがある。 

・ とってきたいものは頑張っていた自分、ヒトとともにいた自分 

・ ＴＶのＣＭで「モノより思い出」というコピーがある。 

 

 

 

 

 

概念名 2 日常への刷り込み 

定義 日々の営みの中で消化され熟成されていき、当たり前になること 

ヴァリエー

ション 

２ こういうのあるって知らなかったし。役立った。今の自分に。直接関わる。数学とかは実

践的じゃないけど、家庭科は生きていくうえで必要。今のほうが思う。例えば数学は使わな

い。生きていくうえでの知識、重要性を感じる。 

２ 家庭科は男の人には必要ないってことない。実践的っていうか、数学とかは固定で、家

庭科は常に変わりつつあって、生活に伴ったシステムとかかかわっていて、法律とか増えて

きているから、生きていく上では知っておいた方がいい。生きていれば料理もすれば事件に

もかかわるし。生活習慣病とか初めて知った。いきているとこういう事に当たる。なにかと自

分の対策がたてられる。ぼくはこれで気をつけようとおもった .こういうの知らないまま生きて

いくとダメ。こういうの知らないと面白くない。 

３ 悪徳商法とか家庭科と思わなかった。小学校・中学校って家の中のことしかやらないで

すもんね。料理とか洗濯とかは日常生活にいっぱいあるからかなあ。悪徳商法とか児童虐

待とかはあったことないからなあ。 

４ 水、石鹸をあんまり使うと良くないとか意識したりして。マヨネーズとかふき取って生ごみ

として捨てるとか、一時あったりして。そういう意識とか出てくる。 

12 無意識的に覚えてるのかもしれないですけど。なにかしら役に立ってるじゃないです

か。たとえば調理実習とか。何もしない人にとっては役に立っていると思うんですけど。 

1  家庭科の授業でやったからこうとかじゃなくて、自分の中で消化されて自然とやってい

るかもしれない。 

理論的メ

モ 

・ 日常生活の中で使われていくことでそれは、形を変えて身についていく 

・ 日々の営みの極意 

・ 生活のなかで実際に使われる知識は、役立っていると認識される。 

・ 毎日変化することに対応していかなければならない。 
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概念名 3 コミュニケーションを生産する空間 

定義 人間関係の広がりがうまれる、共に活動する場所 

ヴァリエー

ション 

１ 私は責任よりか視野、場所が狭くなっちゃうのが嫌ですね。もともと私人間関係って広い

ほうじゃないし、学校っていう媒体が無かったらここまで広がらないと思います 

18 友達なくていいかなって。入るときは友達作らず一人でがんばろうかなって。いい学校

行ったらそれなりにいいとこ狙えたかもしれないですけど。馬鹿大なんで、いちおがんばらな

いとやべえなって思って。それなりに結構ちゃんとやらないと、選択肢広がらないじゃないで

すか。友達といると自分がだめになっちゃうから、友達要らないかなと思ったんですけど。 

９ １年生から寮に入りたくなかった。ほんとは１年生から寮に入っちゃえば楽なんだけど、か

よえるってのもあったし、それだけの世界になっちゃうと思ったから。 

１４ 高校までバスケやってたんですけど。大学入ってぱったりやる場所がなくなってしまっ

て。バスケやってたときってすごい生活充実してたんですよ。またバスケやってるんですけ

ど、そのおかげで充実してるんじゃないかと。バスケのやる場所増やそうと思いまして、知り

合いつながりで、サークル入ってる人がいて、遊びに行かせてもらって。 

８ 心理の勉強とかたくさんできたし、サークルとか通じていっぱい友達できたし、大勢の前

で発表するとか体験できたし。度胸が付いた。 

１２ 集まってやるのなんか面倒くさいなって思っちゃって、自分でやったほうがいいなあっ

て。ゼミの募集要項とかが間に合わなかった。もういいやって言う感じ。ウチのゼミはすくなく

ても１０人。あぶれちゃうんですよね。合宿とかも飲みに行ってるだけじゃないかという気が

するんですよね。お金もったいないしなあって。 

１４ 今の出版社も、もっと自分の人間性なり、幅を広げられたらなあと。人と人とのつなが

り、コミュニケーションがすっごい大事だなと思いまして。 

19 せっかく大學行ったんだから、実験して論文とかそういうの被験者なったりするの、おも

しろくないですか。けっこう血とか取られるの、そっち系で。自転車がーってこいだり。水泳ば

っかりやってるから、そういうのがあるんだったら、積極的にいこうかなってのはある。 

17 （高校のときは）そう思ってなかったですね。そんなもうないじゃないですか。大学は行

ったらばらばらで。終わってからわかることってたくさんありますから。もっと女の子と話してお

けばよかった。もっとネットワークつくっとけば、大學で役に立つ。失礼だけど。人脈はすばら

しい。 

理論的メモ ・ 出来事には場所が必要 

・ コトを通して人間はつながる 

・ 大学やバスケットコートや出版社そのものが人をつなげているのではなく、そこで共有す

る体験が人をつないでいく。 
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概念名 4 身体から知る 

定義 体験することで偏見が取り除かれたり、新しい発見をすること 

ヴァリエー

ション 

１ けっこう人間とつきあうのは得意じゃないほうなんですけど、すごいいいなあっていう人た

ちが集まってる。素敵だなって思える人がいっぱいるサークルなんで。ボランティアもそうだ

し、子どもたちもみんな、いい考えをするなとか、いい発見をするなって思ったりとか。最初

のうちはなにを見てても目からうろこみたいな。障害児に対する感覚ってそのサークルで変

わりましたね。 

５ わたし全然期待していなかったんですよ。男の子にあんまし期待は、信頼はもたないよ

うにしようって思ってたんで。そしたらいろんなもの持ってきてくれて。今まで小・中・高とき

て、男の子の幼稚さとか、計画性のなさとかちゃらんぽらんさとか嫌って言うぐらい見てきた

んで。個人になったときも、弱かったりとか、そういう計画立てるのはどこいっても女の子が中

心だったんで、男の子は事細かに半ば強制じゃないと、強制でいやいややる程度で、自主

的にやるもんじゃない。弟もそうだったんで。お父さんは弟よりもひどくって。男は信用できな

いって植えつけられて。でも当日Ｓ君いろいろやってくれて。ずっといてくれて。 

１４ 理論だけいわれても、いまいち説得力がない。ほかのこともいえるんじゃないかなあ。イ

メージでやなことってありますよね。それを実際にやってみないでやだっていってるようじゃ。

年齢を上げていく上で、そういうのって、取っ払っていかないと、社会に出てすごいやりたくな

いなっていう仕事であっても、やらないっていったらそこまでじゃないですか。やったことによ

って成長もすると思うんですよ。いろんなことやっていくってすごいいいことじゃないかなあ。 

８ 弓道部やめて学校つまんないなと思ってたから。そんときに植村に忚援団はいんないっ

て誘われたんですよ。やってみたらおもしろくって。やっぱ、かっこよかった。すごい自分がん

ばってんなみたいな感じになれたし。体育祭のときパフォーマンスとかやって、練習とかきつ

かったけど。話し合って、実際やってみてよかったかな。 

１２ 最近まじめに授業を受けて、ほんとにずっと寝ないでノートとかとってると、すごい勉強

してるなあって言う楽しさはありますね。中国語面白くて、先生が。彼女のこともありますね。 

16 境界線をさまよう若者たち。思い出さないけど、わかりますよ、勉強してますもん。拒

食、ピーターパン、シンデレラは出てきましたね。よく考えてこれ心理学の部分ですよね。今

はっきり言ってそういうの聞くと、あっ納得って言う、勉強してるからなるほどっていう。 

理論的メモ ・ やってみて、知った、わかった、変わった。それを成長という。 

・ 适げずにやってみる。理屈じゃなくやってみる。 

・ 以前聞いたときは興味がないと感じても、その後変わることがある。 

・ 身体レベルのメッセージは言葉の意味をそのときに理解できなくても、身体に入ってく

る。何年語って、そのメッセージを理解できる段階にまで成熟すると、はじめて言語化

できる。（内田樹 身体知 ｐ117） 
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概念名 5 とりあえずやる・今できる 

定義 今こそ、それをやる時期であると確信し、かつやらなければならないという覚悟 

ヴァリエー

ション 

１ その分１個のバイトで行っている人よりかは浅いつながりかもしれません。１年の間は１個

のものに執着するんじゃなくてあちこち手を広げてこれからをどうするかを考えてみようと思

って。とりあえずやれるものはやっとけみたいな。今やっとこの辺にしようかっていうのが決ま

り始めてて。 

５ 今の時点は自分の信念は貫こう。学生時代の間は絶対に自分の心に忠実に生きよう、

やりたいことは我慢とか先に延ばしたりせずに、今やんなきゃいけないんだって強く感じる。 

７ 高 2 のときにアコギをかったんですよ。大学になったときすぐくらいにエレキをもらったん

ですよ。そこから伸びのグラフがちょっとあがったかなと。遊びでやる程度。やりたい気持ちも

あるんですけど、そこもいまいち行動に移せないんですよね。 

15 研究所で一から教えてくれるみたいなんですけど。研究に必要な意識を僕の後輩が

教えてくれるからっていうんですけど。ある程度わかってないと教えるほうもたいへんじゃな

いですか。そんな初期から教えてる時間ないじゃないですか。だから基本は押さえたい。い

つそう思っているんですけどなかなか手つけられないっていうか。バイトもありますし、時間は

あっても。 

19 去年と一昨年はひたすら何もしなくって。ほんとはアルバイトしたいなって思ったんだけ

ど、めんどくさくて。微妙な期間だから、たぶんシフトとかあるだろうなバイトだとたぶん。日雇

いでもしようかと思ったけどやらなくて。去年は 1 日中ハリーポッター読んでた。4 巻発売と

重なったじゃないですか、まえの 2巻忘れたからずっと読んだ。途中からだんだん身体が鈍

ってきて、走ったりとか。 

理論的メモ ・未来がたっぷりある若者にとって人生の選択肢はたっぷりある。これしかないとまだ決めて

しまわなくても良い余裕がある。だからいろいろやってみる。 

・やりたいことを全てこなす時間がある。けれどやる気がある程度でなければ行動に移せな

い。 

・ 時間はあっても、やろうと思っても実行できない。 

・ いつでもできると余裕を感じていると、やらないままで終わる。 
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概念名 6 薄っぺらな土台の発見 

定義 ある刺激により、元来存在していた自分の能力・資質に気づくこと 

ヴァリエー

ション 

１ 家庭科の授業でやったからこうとかじゃなくて、自分の中で消化されて自然とやっている

かもしれない。 

２ 当時は自分が形成されていなくって、自然に形成されていくものかと当時は思ってて、

でも今も確立されてないなあ。授業をうけたことで意識するようになったんじゃないですかね

え。何がやりたいんだろう、何がやりたいんだろうって。ずっと思っていたんですよ、高校時代

とか。これをうけて、意識してずっと思って今になった。自然に人にうめこまれていることが、

知識として自分が得て、意識できればいいんじゃないですか。 

６ 元々自分でも薄っぺらい土台があって、家で仕込まれていたものとかあったんですけ

ど、大したことではなくて、基本的なことだけ。で家庭科の授業で例えば編物やったり調理

実習とか、インスタントシニア体験とか、そういうのとうして、組んでもらった。自分の経験とか

だけだと狭いけど、親からしか今まで無かったんで、違う人から違う角度で不えられるわけじ

ゃないですか。自分がやってきたこともこういうことだったんだってふと気づいたり、あっおもし

ろいなって再認識したりとか。そういふうに広がっていく感じですかね。人間性豊かにするの

って家庭科が大きかったかもしれないですね。 

Ｎｏ10 私の中では通り過ぎていましたね。 

Ｎｏ10 生活を生活って感じていないかも。ふつうに流れていってる。実際繰り返してるな。

エントリーシートを書いて、単に年取っちゃってきた自分をこれから変えようと思った。身に付

いたものとかものとか、何も出せないんじゃないかなって自分は。 

理論的メモ ・ 家庭科の授業で科学的な理論等を得たり、実践することで、すでに自分の中にもって

いた知識が鮮明にうきぼりにされたり、行動の意味を知る。 

・ 自分が形づくられていく瞬間を捉えている。 
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概念名 7 世話したい欲求 

定義 余裕がある者がない状態の者に対して、当たり前に手をさしのべること 

ヴァリエー

ション 

６ 一人だとカップラーメンでいいかなって。一人だとご飯作る気しないじゃないですか。だ

から尽くしてあげるって言うわけでもないけど、時間も余裕があるっちゃああるんで、大変だ

から助けるのが当然。 

18 昔は調理実習で作ったのを作ったりしたんですよ。ポテトサラダは作った記憶あるんで

すよ、家で、実習終わった後に。いろいろ変えられないかなあみたいな。ほかのでいってみ

ようかなあって、うまくいかず。ポテトサラダ確か塩で味つけしたんですよね。それをソースと

かしょうゆで味付けしたらいいんじゃねえか、から始まりばっとやってみた。親とかがいないと

きに弟に作ってあげるんですけど断られるんですよ。 

19 たいへんだったあ、すごい大変だったあ。普段の練習のときは道具の準備とか、片付

けとか全部1年生だし、掃除するのも1年生だし、試合のときもバック持って行くのも毛布持

って行くのも 1年生だし。それで校内で先輩に合ったら絶対に挨拶しなくちゃいけないし、学

食で先輩見つけたら先輩のところまで行って挨拶しなくちゃいけないし。掃除とか練習の前

に 1 時間くらい、疲れる。高校時代はなかった。大学って自分の好きなように泳げるのかな

と思ったらとんでもなかった。大変だった、初めは。 

理論的メモ ・ 「お金を稼ぐことが自立することである。だから働かなければならない」という考えとは対

極的に、無償で何の見返りも求めずに働く（体を動かす）ことがある。 

・ 誮かがいるからやる。やろうと思える。そのひとのために。自分のためではなく。 

・ おせっかい、おせわ 

・ 世話するのが楽しい 
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概念名 8 変革に加わる意思 

定義 社会改革の必要性を意識し、自らがその役割を担わなければと感じること 

ヴァリエー

ション 

６ えっと僕が保育士になるのをやめた理由は、まず経済的な面で。男性の保育士は

需要は高いものの給料は女性同様に安いままで、自分の家庭を支えるためには丌安

があるじゃないですか。もし本気で保育士になるのならそういった給料などの大幅な改

善をする側に回る必要があるし、でも変えることすらできるかわからない状況で、家族

に迷惑をかけることは嫌でしたね。  

 ７ やりたいことっていうと、漠然とはしているんですけど、今の環境破壊を尐しくいとめ

ることができたらと。ある目標のなかではそれが一番濃いかもしれないです。がっかりさ

せるかもしれないんですけど、グリーンコンシューマーとはあんまり関係なかったりするん

ですよ。今 1秒間で森林がテニスコート 4 つ分なくなってるんですよ。植林もしている。

でもそれは壊れる数には足らない。そうすると1秒1秒すっている空気がどんどんうすく

なる。近いうち何が起きるか。そういうこと考えると、せっかくこういうところ行ってんだか

らと思い。 

 

理論的メモ ・ 社会的な体制をかえていかなけえればならないという気持ちを持つ。 

・ 実行したわけではないが。気持ちはある。 
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概念名 9 報酬による縛り 

定義 あることをして金銭を得るのと得ないのでは、そのあることに対する自分が抱くイメージ

がかわっていくだろうと思っていること。 

ヴァリエー

ション 

１ 最近託児のボランティアやって、それで初めて実際にオムツ替えをしたとか。やっぱ

かわいいですね。一番はそれですね。泣かれてもあやしたりするの楽しくて。けっこう焦

りますけど。だからどうしたらいいかわからなくなりますけど、でもまだ今勉強だなみたい

な。でまそこまで接してないからこういう風に言えるのかなと。友達で保育士のバイトし

ている子もいるんですけど、ちゃんとお金もらって。でも私はまだそのバイトはしたくない

んですよ。バイトのほうが責任重たくなっちゃうし、そっちに踏み込むのはまだ怖くて。だ

からボランティアで一歩ひいてっていうか。だからバイトなり実習に入ったときにどう変わ

るかっていうのが怖いですね。一番それが心配です。お客さんじゃなくて資格を持つ人

として扱われる瞬間っていうのがどうなるか。その時の状態で保育所、幼稚園、施設全

部印象が変わっちゃうような気もして。だからそれをすべてにはしたくない。 

６ それに好きなことを仕事としてやってしまうと何だか嫌になってしまうような気がし

て。だから子供と遊ぶのはあくまでプライベートでやってこうかな。   

21 時間と余裕とかあれば、わたしお菓子とかつくるのけっこう好きで、製菓の専門学

校行ってみたい気はするけど。調理実習でデザート作るくらい。専門的にやるわけじゃ

ないから、やってみたい気はするけど。だからといってお菓子を仕事にするつもりはほん

とに全然ないから。それに行く価値はあるかわからない。おいしいっていわれて、満足

なんですよ。それでお金貰いたいとは思わない。 

２ バイトは仕事なのでミスはできないので緊張する。システムも変わるし。 

15 なにかしら自分で食べれるようにしないと。できれば自分の趣味範囲で好きなこと

やってたいですけど、就職とかしないで。就職のイメージってよくないんで。バイトとかや

ってても、就職しだすと責任とか。 

16 どんなことであれ、お金をもらっている以上、一社会人としてやらなきゃいけないん

ですよ。バイトだからいいとか、そんな考え持ってないんですよ。多分ほかのやつってい

うのは、バイトだからとか。どうせ適当にやっちゃえみたいのが多いんですよ。それ許せ

なくて。 

３ 1 年のときはボランティアよく行っていましたね。老人福祉施設とか知的障害者施

設とか。丌登校の子どもの家とか。ヨーカ堂でバイト始めてからあんまり行かなくなった。 

理論的メモ ・ お金を貰わないですることには、それほど責任を感じない。楽な気持ちでいられ

る。 

・ 責任をもって臨むと、みえてくることが変わってくる気がする。 

・ 好きなことは趣味としてとっておき、仕事にしたくない。 

・ 報酬を得るためには我慢しなければならないことがある。 
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概念名 10 他者からのまなざし 

定義 自分が抱くイメージを生成するときに受ける他者からの視線や質問などの刺激 

ヴァリエー

ション 

２ 僕は傷つきやすい、ナルシストなんですよ。他者の目がすごい気になるんですよ。変な

格好してる人ってナルシストじゃないですよね。女の子の目線って大事じゃないですか。高

校の時はぼうずが男らしいって思ってた。もてる人は自然にできることだから気にしていな

い。 

７ 自分の持っている主観と相手から見る目では誤差がある。周りがいないと自分がどうだ

って言えることはないと思うんですけど。回りがいてこそ自分っていう存在がある。友達にし

ろ。話したりだとか、一緒にあそんだりとか。 

16 正直江戸高のものとつきあい全然ないんですよ。陸上 1本できちゃったから、文化祭と

かも体育祭とかも非協力的だったんっで。イメージ的には悪いと思うんですよ。だからイメー

ジ的には悪いんですよ。だけどインターハイとか出てたりしたから、インパクトはあって名前は

知ってるよってのはあるんですけど。イメージ悪いんで。悪役ですよ。 

１ 途中で知り合いの人に「将来どんな職業につきたいのか」ってきかれて、友だちの父親

に話されて、その時全然考えてなかったんですけど「幼稚園の先生になりたい」って答えて

て。自分の中ではそっちに進みたいっていう気持ちはあったんだなって自覚があって。 

５ アイデンティティとか自分のライフサイクル表とか、あらためて自分のこれからとか考えて

いくうえで何が大切なのかとか、何を主流にしていきたいのか、幼いながら考えるきっかけに

なった。そういうのがあるから、友達と授業のあと話し合ったり。帰るときとか話してて。 

理論的メモ 授業 

だれかからの質問 

友達の係わり合い（行事）       自分について考える 

異性の視線               自分をみつけた 
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概念名 11 人生のサンプル帱 

定義 他者の人生の選択を見て、自分の場合に当てはめて考え意思決定すること 

ヴァリエー

ション 

10 妹は進学しないって、フリーターでいいって。わたしからみれば何も考えてないんじゃな

いかって、先のこと。それでいいのって。せっかく今まだ考えられる時期なのに。自分が戻り

たいですよ。 

21 私はすごいいいお手本がいたから、すごくラッキー。だからもう私はたなぼた人生だと思

って。大學受かったっていうことがまず。 

21 結婚するとは思うけど、まだ今は。25過ぎたら考えよう。やっぱ 24.5 で結婚したいなっ

て書いてたと思います。逆に早く子育て終わって、それが終わっちゃえば自分の好きなこと

またできるかな。今でもある程度すきなことしてるから、別に今のまま行ければいいかな。

（結婚）一回はしないと。してみないとわかんないことってあるじゃないですか。就職だって、

もしやりたい仕事に就けなくても、その仕事ってもしかして自分が眼中になかっただけでやっ

てみたら非常におもしろい仕事かもしれないし。それって兄貴をみてるってのもあるし、部活

の先輩とかでそういうこと言ってくれる人がいるんですね。 

16 一番かえられたのは、高校 3 年間でＩ先生とのふれあい。どうしなきゃいけない、Ｉ先生

を見ていると、今一番支部長という高い地位にいるけど、きちんとした礼儀、礼儀作法って

いうんですかね、それをみながら先生のまねをするっていう方変なんですけど。 

16 よおく振り返ってあの先生は生徒との付き合いどうだったかなって。よく考えて。様子伺

ってたじゃないですけど。たまに中学校とか練習行ったりして。顧問の先生とかだめだわっ

て。すごい様子うかがってる。 

20親をみてるから絶対自分はああいう風になりたくないってすごいあって。 

理論的メモ 他者の意見を受け止める 

              自分を振り返る 

他者の行動を観察する  

ひとのふりみてわがふりなおせ 
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概念名 12 自分の位置取りとなる他者 

定義 自分を理解してくれたり、互いにさらけ出しあえることで自分の存在を確認できる相手 

ヴァリエー

ション 

18 自分の存在証明、弟を大事だと思ってるから。弟っていうのは自分みたいに兄貴がい

ないと弟っていないわけじゃないですか。昔から考えていて、弟がいるってコトは兄の俺がい

るし、俺がいるってことは弟がいるってコトだし。それで大事だと思ったし。 

10 高校時代は人の意見より自分の意志を出したい。ここで誮かの意見をきいてそれにい

っちゃったらダメだって思ってたかな。先生にここなんかどうっていわれても、私は短大は考

えてないんですって。その学校が本当はどういうところなのかもよく調べずに自分はこうした

い、こうしたいってのが強くて。なんでそこ聞いて調べなかったんだろうって。 

18 そこからすべてが嫌いになって。弟も全員嫌いで。一人だけで、自分だけで。他人の前

では笑っていようって決めて。他人には自分のこと言わず、自分のこと隠して、もう一個の自

分出してほんとのことはいわず。ただ生きるだけ。友達のことも何も思ってなくて、ただの暇つ

ぶし。家帰って自分の部屋だけが自分を出せる。いろんな事考えて、楽しいはずなくって。 

１ お互いがお互いを知り尽くしているわけじゃないけど、怒ったりとか泣いたりとか全部さら

け出している部分はあるんで。何をやっても今さらっていう感じで。楽に。 

16 やっぱり僕自身を一番理解してくれてるのは池田先生だと思いますし。アドバイス的に

的確なんですよね。ちょろっと記録会出て、ここおかしいとか指摘されたほうが。今指導者

いないんで、自分でやるしかないんで。時たま会っての指導ってものすごい、昔を思い出さ

せてくれる。池田先生の指導はなれて 2 年半たちますけど、自分でもわかっているんです

よ、高校時代のときの技術と今の技術ではものすごい変わってて。高校のときよかったもの

が今はないなってのはもちろんあるんですよ。重さも変わって、今までできていたことができ

なくなるってのは当然なんですけど。やっぱりそこで、なにがどうなってるってのが、ほんとう

に専門的な人じゃないとわからないと思うんです。あとは記録も伸びなくなるんで、どんどん

モチベーション下がるじゃないですか。そこで池田先生に会って持ち上げて。 

理論的メモ 弟の存在          自分を高める 

恩師とのふれあい 

飾らない自分、ありのままの自分を受け入れてくれる他者の存在 

自分を理解してくれる者の存在 
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概念名 13 疎外感を生む装置 

定義 多くの者が抱いているだろうと自分が思い込んでいるイメージ通りではないと、「なぜ自分だ

け」という気持ちを抱くこと 

ヴァリエー

ション 

１ 大学生のことはギャップ感じることありますね。メールとかで話聞くと。友達とかの遊んで

る話とか、バイトの日数だとか。バイトで１０万稼いでいるって聞くと、そういう時間があるんだ

なって。うらやましい。やっぱお金はほしいですから。 

14  僕の中ではキャンパスライフというのがありまして。誮もが持っているイメージなんです

けど。大学に昼間行って、男女友達になって、サークルにも入って。そん中でいい子がいた

らちょっと付き合って。バイトもして。キャンパスライフをエンジョイしようっていう考えてたんで

すけど。全然ちがくって。僕夜行ってる時点で違うんですけど。そういうイメージが強くって。

そういう固定概念持ってるのがよくなかったんですけど。友達も持ってた。ドラマでやってた。

ツマブキっていいるじゃないですか。オレンジデイズ。あれが理想のキャンパスライフ。聞け

る機会があったらきてみてくださいよ。大学はいりたい人じゃないと、この話はできないとおも

うんですけど。１００人きいたら１０人は１割はそう思っている子いると思います。たぶんそうじ

ゃない人もいると思います。 

15 だけど普通の研究所とかだとブランクってありえないじゃないですか。ありえるかもしれ

ないですけど。1 回やめたらそのブランクどうするのみたいな。また研究始めるって事できる

のかなって思って。せっかくいっぱい勉強してきたのに、2.3 年で終わって、後はもう主婦み

たいな、そういうのはやなんですよ。大学院までいって、仕事しながら結婚もして。普通の結

婚生活にしたい。 

15 そりゃあ遊んで暮らせたらいいなって思うのは、たぶん今のヒトみんな普通だとおもうん

ですけど。何もしないでお金はいってきたら。やんなきゃいけないもの。結婚は自分が好きで

いい人と会ったらすればいいと思う、義務ではない。自分がやりたいことできればいいですけ

ど、いつまでの誮かに頼っているわけにいかないから。自分ひとりで生きていかなきゃいけな

くなると思うので、そのためにはお金も必要で。仕事は義務的なことになってくる。 

１３ 大学へ行ってみると、こんなもんかって感じ。でも大学生になったんだなって言う実感

はあるから、それはうれしい。 

16 大学って言う間の 4 年間、いわゆる学生生活 4 年を多くやってないわけじゃないです

か。同い年で働いてる。もったいねえ、1.2年はつまんない、3.4年がおもしろいのに、なんで

こんな面白い時期働いてんのって思って。 

理論的メモ ・ 皆がそうだと思っていることがある。 

・ 他者との違い（違和感）を「どんな時間をもつか」で捉える。 

・ 事実と違う場合もあるかもしれない。 

・ 「みんな持ってる」とか「みんなやってる」といった場合の「みんな」ってどのくらいのヒト達

をさしているのか。 
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概念名 14 視界拡大に伴った丌安 

定義 経験を積み重ねることで視界が広がる一方で、募ってくるあせる気持ちや混乱 

ヴァリエー

ション 

13 新聞読んでます。まだまだだめです。もっと英語しゃべれるようになりたい。まだ甘いな。

大学の人まわりすごいんですよ。みんなぺらぺらまでいかないけど、圧倒される部分が多々

あるみたいな。うちの大学は 1.2 年がすごいハードで、ほかの大学と比べて宿題とかすごい

量あるんですよ。だからそこでみんながんばってきたみたいな。ＴＯＩＫＵのスコアもあげなき

ゃ。就職でも外語大っていうと、スコアがいくつあるって、七百何点以上とってないと認めら

れないっていうのがあるらしくって。5 冊くらい参考書かって繰り返しやって丸暗記状態。そ

れもやんなきゃいけないし、マスコミについての知識も深めなきゃなんないし。会社も探さな

きゃおけないし。あと政治とかぜんぜんわかんないから。ちゃんとわかっていきたいし。 

15 いろんなことしていかなきゃいけないんで丌安は山積み。 

５ いまのところまではあっているんですけど、たぶんその後どうなるんだろうって感じで。就

職、普通の就職じゃなくて、物つくり系の。その間に結婚、出産。今農業関係の大学に入っ

たって言うのもあるし、現実的に就職できるのかなって言うのがあるんで。いま回りに就職浪

人している人とかけっこう多いんで。自分の希望どうりにもう就職はいかないんだ、希望を捨

てたとしても就職できるかどうかわからない感じがあるんで。すんなりできるんだと思ってたの

に。 

理論的メモ ・ 今までの人生で目標を達成してきた経験では感じなかった丌安を感じる。 

・ 経験を重ね、情報量が増えるにつれ丌安もつのる。 

・ 視界の広がりや知識の量につれ増す丌安。 
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概念名 15 無駄に思える時間 

定義 何をすればよいのかわからず当てもなく過ごす、手探りの時間 

ヴァリエー

ション 

１４ そこからが、人生で一番考えた時期でもあって。一番だらけた時期でもあるかなあと。

まず、バイトをしなくて。夜行ってる人がバイトをしないと、昼間の時間あいちゃうんですよ。

夜寝るのが遅くって、昼間まで寝てて、夕方くらいに起きて。学校行くっていうのが長く続い

てて。親に散々怒られて。 

17 満足っちゃ満足。欲をいえば車ほしいですし。そういう意味では満足してないですけど。

現状を見てみれば、遊んでるし。バイトもしてるし、暇な時間もあるし。だらだらすごしてる感

じはしなくはない。なるようになってるだけで。 

２ やりたいことがなくてって、就職とかしたくなくって。アイデンティティ。まだよくわかんなくっ

て。自分がよくわかんない、最近。昔からよくわかんない。 

７ 行ってる間はそうおもっていたんですよ、たぶん。帰ってきたら今までどうりになってしま

ったんですよ。周りの人の話もきいてみたいですね。忙しい人のはなし。目標に向かって突

き進んでいるって感じの。 

14 ２年生の後期終わりくらいからようやく落ち着いたというかそういう考えに持っていけたの

で。それまでみたら、ほんとにどうしようもないっていうか。そういう時期があったから。そうい

う傍からみたら無駄って言う時間があったから、真剣に考えられたし、すごい大事な時間な

んじゃないかなあと。 

理論的メモ ・ 何もしていない、できない、迷路にさまようとき 

・ そこから脱出するには 

・ ぼーっとしているときこそ、探せるチャンス 
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概念名 16 ひとりぼっちの時間のバランス 

定義 人とのかかわる時間と一人きりでいる時間の割合を調整すること 

ヴァリエー

ション 

１ まだそのときは１人で何かをやることがちょっと嫌な時期で。高校は入ってからむしろ１人

でやりたくなった。 

２ ひとりの時間が欲しくって。高校のときは部活はなにもせず、バイトもせず、ＴＶを見て。ひ

きこもってたから。大学に入ってから、いろいろやって、高校のときよりは１人の時間尐ない

気がします。中学は真面目に部活やっていました。１人の時間がなきゃ、やってられない。

人といるといちいち気を遣う。人と接するのは好きだけど、人見知りが激しくって。 

８ 時間が取れない。時間作りたいっていうのがあって。一人でいる時間はむかしはすきだ

ったんですけど、最近さみしい。一人でいたほうがいいときもあるけど。 

16 固まるのが嫌いなんですよ。陸上部って言う枠で固まるのがいやだったんで。固まるん

ならもうちょっと大きくしようと思って。陸部から離れて一人でゼミとったら、ものすごく楽しく

て。 

16 かたまるのいやなくせに、一人でいるのいやなんですよ。だから暇だったらメールして

て。今これがあるから、一人でいる時間ってそんなないじゃないですか。暇だったら誮かしら

にメールうってますわ。暇だったらメール 5件くらい打って誮が一番早く帰ってくるかなって。

携帯の中で検索するじゃないですか。こいつ最近連絡してないやって、いきなり連絡したり。 

16 だらけた生活できません。例えば日曜日ほんと今日は疲れたと思ってあけるじゃないで

すか、何もなくて暇だよバイトいれりゃあよかったって。暇な時間作りたくないです。時間が長

いから。休むことがすごいいいんですけど、逆に疲れるんですよ。 

7 何にもないときはちょっと最近外へ出ないんで。2月中旬くらいからこれじゃあ危ないなっ

て思って。出たり出なかったりしてたんで、いちお毎日出るようにしてるんです。1 月の終わり

から 2月の最初くらいまでは夜でしたね。昼間出るようになって。とりあえずバイト探すっての

もあって、探してたんですよ。とりあえず学校が終わってテストが終わったらやろうと思ってた

んですけど、そこからちょっと、休みが長かったですね。 

理論的メモ ・人といると気を使って嫌だが、一人で居過ぎるのもいやである 

・外出回数や出会った人数などで生活の充実感を味わっている 

・外へ出ない自分がだめになりそう 
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概念名 17 金銭を獲得する労力 

定義 労働を通して知る、金銭と引き換えに犠牲となる時間や体力、精神力 

ヴァリエー

ション 

14 いつまでも親に頼ってられないし、お金を稼ぐことによって、それ以外の職場でのいろい

ろな、つながり、学ぶこと、いろんな意味で自立できるようになるんじゃないかと。実際に結

婚って話になったときに職も持たないで養えませんよね。親から教わっているのは、お金か

らだと。 

17 最近中学生とかでもおつりを募金箱にいれるやつがいるんですよ。リッチです。そういう

やつは親からちゃんと金もらってるんですよ、裕福に。考えてないんですよ。その金をうみだ

すのにどれだけの労力があるかっていうことを。 

15 そりゃあ遊んで暮らせたらいいなって思うのは、たぶん今のヒトみんな普通だとおもうん

ですけど。何もしないでお金はいってきたら。やんなきゃいけないもの。結婚は自分が好きで

いい人と会ったらすればいいと思う、義務ではない。自分がやりたいことできればいいですけ

ど、いつまでの誮かに頼っているわけにいかないから。自分ひとりで生きていかなきゃいけな

くなると思うので、そのためにはお金も必要で。仕事は義務的なことになってくる。 

理論的メモ ・ お金を得るために払う犠牲の大きさを知る。 

・ 必要な金銭を得るためには働かなければならない。 
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概念名 18 就職は恩返し 

定義 生活に必要な金銭を自分で稼ぐために働かなければならないのは、これまで自分を育てて

きてくれた親へのお返しと感じていること 

ヴァリエー

ション 

５ やりたいことするのに親に出してもらうのは違うし、必要なお金は自分で稼がなきゃ。今も

教習所通ってる。そのお金を貯めたくてバイトを始めた。行くタイミングがつかめなかった。 

12 俺も仕送りはして欲しくないし。いちおお金を稼げるようになるまでは我慢しようかなあっ

て。バイトし始めたら予想以上に稼げて。大学２年から。週２．３くらいでバイトいれてて、１年

のときは。勉強してたんですよ。大学の誯外授業とか、授業終わってから図書館行ったりと

か本読んだりとか。お金のためもあるけど、親とか仕事をしてちょっとでも助けてあげたいな

って。弟とか妹とかいるんで。 

17 就職はしないといけないと思います。これ以上親にすがって生きたくないってのもありま

すし。大学のお金だしてもらっているだけでも かなりなんで。年間で１２０万以上かかるじゃ

ないですか。友達払っているヒトいるんですよ。自分でバイトして、奨学金もらってバイトして。

それはすごいなって思います。就職したら全くあれは受けないで、すねかじんないで。いこう

かと。（ニート）あれは裕福な家なんじゃないですかね。成人式の日に友達いってましたよ、

俺ニートだって。 

19 とにかく自分アルバイトとかしない分無駄遣いしないようにしている。無駄遣いは一切し

てないから。洋服いっぱい買ったりとか。ほとんど買ってない。学食も毎日食べているとお金

かかってくるから、お弁当が多い。妹が高校行っているから一緒に作ってもらってる。 

１３ ちゃんと職を見つけて、自立して、親にちゃんとお金を返すみたいな。家でも結構だら

だらしてるんですよ。家事とか親が全部やってるから。できれば親の負担をちょっとでも尐な

くして。お金的にもそうだし、肉体労働的なことも、料理とかもちゃんとできるようになんなき

ゃな、みたいな。ちゃんとしなきゃ。自立しなきゃ。就職したら、ちゃんとなれそうな気がする

んで。ちゃんとしなきゃみたいな気持ちが芽生える。今はちょっとあるけど、家じゃだめな人

間で。だめな気がする。楽に生きようとしてんのかなって。自分に甘い気がするから。 

17 貯める気がないですね。友達で車とか買ってるやつは貯金とかしてるんですけど。車か

うなら遊んだほうがいいかなあ。サークルの人と映画見に行く、カラオケ、買い物に行く。買

い物は遊びですかね。ここにこういうのがあるんだってわかるだけでも。 

17 だから４月とかはちゃんと貯めておかないと。まずかったです。今は 3 年になって授業

数が尐なくなってまだ大丈夫なんですけど。２年のときくらいが一番。借りましたね。親から。

でも教習所代はかりたっていう名目なんですけど。半分くらい返して、今止まってます。 

19 地方から出てきている人を見ると、私まだ親孝行じゃないって。わたしずっと公立だっ

たし。すごい好きだからですって言っても、あんますっきりしないからなんか違うのかなって。

また運がいいことに体育大のなかですごい学費が安いとこで。だから奨学金もらわないで行

かしてもらってる。ちゃんと働けば返せる。 

理論的メモ ・ 育ててきてもらった分の金銭を返済していくために働かなければいけない 
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・ 働くことで経済的に迷惑をかけないことで自立できると考えている。 

・ 親への返金 

 

 

 

 

概念名 19 やりたいことで稼ぐ 

定義 興味関心の高い分野に職を求めること 

ヴァリエー

ション 

21 面白いと思う仕事につきたいなと。自分で苦痛だとおもったらそれまでだから。 

5 食べ物関系か、絵とかなんとか、つくったりするデザインとか、キャラクターとかパッケー

ジとか。何かを作り出す仕事をしたいなって。一般的な営業とかＯＬじゃないやつがやりた

い。 

15 やっぱり自分が好きなことばっかりやってることは無理だし、やっぱりいつかは自分で稼

げるようになんなきゃいけないんで。でも私は自分が好きな仕事じゃないと、続けて行けな

いかなとおもったんで、好きな分野に就職できたらなとおもいますし。 

18 フリーターは悪いと思ってなくて、バンドとかやってる友達がいてフリーターだったり、やり

たいことがあってフリーターすんのは構わないんですけど。ある程度年いったら考えたほうが

いいんじゃないかなあって。おれも大學出てもしやりたいことあったら、フリーターでも全然い

かなあと。ありえるかもしれない。 

13 今はマスコミ。一番行きたいと思ってる。マスコミ尐ないけどいます。マスコミにいきたい

っていうのもあって、大学行こうと思ったんです。やりたいことを考えたときに、一番仕事が面

白いかなみたいな。いろいろ専門のとき悩んで、英語が好きだから、映画の配給会社にい

こうとか考えたんですけど。いろいろ考えて、一般企業もいいかなって。最終的に自分はス

ポーツが好きだから、それにかかわる仕事がしたいと思ったときに、マスコミのほうに。最終

的にはインタビュアみたいになりたいんですよ。ちっちゃいことでもいいからスポーツにかかわ

っていたい。 

14 僕もう具体的にやりたいこともありまして。ようやくそれも見つかりました。短期のバイトや

って、出版社のバイトやらせてもらって偶然じゃないですけど、それでようやく見つかったか

なって感じなんですけど。先ほども言ったんですけど、ファッションに興味がありまして。ファ

ッション誌を扱ってる出版社で働きたいなと。将来は。 

理論的メモ やりたいことでお金を稼ぐようになりたい 

自分の好きなことを見つけて、それを職業にしたい。 
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概念名 20 誮かのためになる仕事 

定義 人や社会に貢献できると考えられる仕事 

ヴァリエー

ション 

８ 高校のときにちょっと、経験なんですけど、先生に悩みをきってもらって。Ｔ先生。１年の

ときなんですけど、聞いてもらって、話をして気持ちがすっきりしたんですよ。自分がそういう

何かを聞いて人の力になれる職業につけたらいいなとおもうんですけど。 

９ 人の役たつ仕事人の役たつ仕事って。何でも人の役たつ仕事なんですけど。子どもとか

かわりたくて。そこに行くには看護師になっちゃう。子どもとかかわるには公文の先生でもい

いかなって思ったんですけど。 

16 かなり充実してますね。目標もあるし、教員になるっていう。教員っていうより、今はそ

の教員にこだわってなくて、どっちかっていうと、一番は教員だけど、第二位として人の役に

立つ仕事、人のためになる仕事。なんでもいいんですけど。 

15 文系の大學に行っても何すんのかなって思って。なんも興味ないし、古文とかやっても

社会に役立たないし。何か身につけて出たいなと思ったから。そう思ったのは高校のときで

すけど。もともと理科がすきだったんですよ、小学校のときから。 

理論的メモ ・ 仕事はすべてそうであるはずなのに、あえて人に役立つ仕事、人に力になれる、人の

ためになる仕事を求めるのはなぜか。 

・ 自分自身もこれまでいろいろな人に支えられてきたという体験を、自己の中で重視して

いるからである。 

・ これからは自分が誮かのためになることをすることで、一社会人として認められたい。 

・ 自分の価値を仕事を通して求める。 
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概念名 21 了解済みの雇用関係 

定義 アルバイトと正社員としてのちがいを、雇い主も雇われる自分もわかって、働いていること 

ヴァリエー

ション 

14 今いい関係なので。そこで雇用契約を結んで働くのと、バイトで終わるのでは関係性が

ちがっちゃうのかなあ。僕はやっぱり、そこはバイトで終わらせて、違うところで働いて、長く続

けていきたいってのはあります。そこで働く気はないんですよね。 

17 高 3 のはじめからやりました。やめるにやめれないです。だからもう、卒業するまで続け

ようとは思ってます。どういうシフトになっているか知っているんで、自分がやめたら人がいな

いっていうのもありますし。店を考えちゃうんですよ、中途半端にやっちゃうと。 

16 1 年以上やってるんで店の中の事情もみえてるんで。それはいやだって言ってるのに

改善されないから。じゃあこんなとこ見切りつけるかなあ、アルバイトだしって。 

8 百万石でバイト。前コンビニやってて。深夜けっこうきつかったし。１年やったからいいか

なってのもあったし。はかのもやってみたかった。 

14 試験が終わったくらいに、その出版社から電話がありまして、うちで働かないかって言

われて。それで、もう１個バイトの面接受けてて。六本木のコンビニなんですけど。どっちやろ

うかなって、考えたときにコンビニの夜勤はみんなできるけど、出版社ってなかなかできない

かなって。今もそちらでお世話になっているんですけど。 

20 受験のときに、２年の秋とかに見に行ったときに、アルバイトでもできる仕事だよっていう

の聞いちゃって、手取りとか 13とか14とかざらにあるらしくて。どうしても一人暮らしがしたか

ったから、それじゃ無理だなって思ってやめて。バイトでできるんだったら、別にバイトでもい

いかなって思って。 

理論的メモ ・ アルバイトでの勤務先を生涯の勤務先とはしたくない。 

・ アルバイトではなく正規の雇用形態で働きたい。 

・ アルバイトなのでいろいろな経験をしたい。 

    

バイト：多様性 気楽 完結 

正社員：安定性 責任 継続 
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概念名 22 人生でコマを進める義務感 

定義 人生において就職、結婚、親になるなどを実現することで、確実に前進していかなければ

ならないと感じる覚悟や負担 

ヴァリエー

ション 

10 正社員になるとまわりから認められてるような気分になる。大人になった気になる。だから

ちゃんと段階を踏んでるっていうか。段階を踏んでいかないと先に進めないような気になるん

ですよ。そこでとまっちゃうっていうか。止まりたくはない。 

10 社会に出たい。ちゃんとした形で働いてお金をもらいたい。認められたいのかな。 

19 やりたいことやってるからいいのかなあ。最近ちょっと思うのはずっとこのままがいい。で

きたらね。学生で居られたらいい。 

19 逆にいろいろ会社受けてれみようかな。いろんなの受けてみて。受ける前にこの会社が

いいって選んでる場合じゃないって行ってた。とりあえず、受けるだけ受けて、受かってから

選びなさいみたいな。選んでから受けたところで、受かるって決まってるわけじゃないから。

とにかく受けて、受かった所をえらびなさい、みたいな。 

15 それは就職でなくてもいいんです、ボランティアでもいいんですね。別に仕事をしなけれ

ないけないみたいなことではなかったら、ボランティアでも自分の好きなことができれば本当

はいいんですけど。環境を良くするとか。やりたいと思ってる植物の研究とか。ボランティア

だと収入がないじゃないですか。それでも生きていけるんだったらずっとやっててもいいんで

すけど、そんなことしてても、自分が子ども産むようになったとき今度自分が育てなきゃいけ

ないじゃないですか。 

21 働くつもりですよ。親の主義で、一回は働きなさいって。栄養士でもし無理だったらば、

そんなことなりふりかまわず、何でもいいから働きなさいって言う主義なんで。仕事はそんな

甘いもんじゃないって知ってる。何でもいいから働く。３年我慢する。すぐやめちゃったら泊が

就かないというかなんというか。 

１３ フリターにはなりたくないなって。そんなあてもなくただ働いてお金稼いでるだけなんて。

フリターっていう感じがよくわからない。夢を追って、何か目標があってお金かせいでるなら

いいけど。就職はしたい。フリターはありえたくないです。やりたいことがないから、とりあえず

なっちゃったみたいな。 

１０ 自分を振り返ることってあんまりないから。後のことを考えるよりは先のことを考えたほう

がいいって思うから。 

18 大學でたら働くっていうイメージが。 

理論的メモ ・ ライフコースは階段で足踏みせずに、歩みを進めるものである。 

・ 学生生活のなかでは、周りと同じように小・中・高と段階を追って、進んでいけばよかっ

た。そうできてた。しかし、これからの人生においてはいくつもの選択肢の中から選択決

定しなければならない。とにかく今までと同じようになにか進めていかなければ、でもどう

やって？丌安。焦り。迷い。 
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概念名 23 選択肢という迷路 

定義 意思決定する際、選択肢が尐なければ未来を見据えることはできないし、多すぎても判断

材料を持ち合わせていなければ、未来の射程距離は伸びず、混沌とした状態 

ヴァリエー

ション 

９ ほんとだったらできればいろんな科がある大学でこういうのもあるんだっていうのもしたか

ったから、友達ができればこういう道もあるんだなとか、いろいろ刺激があるじゃないです

か。そういうのが受けたくて、ただ単にこの世界ってだけに縛られるのがすんごいいやで。い

やだったから、ほんとに看護に心から絶対なりたいって思ってたわけじゃないし。なんとなく、

いいなって。看護師さんに憧れてって言うわけでもないから、看護の道だけに行くっていうの

もいやだったし、怖かったから、できればいろいろあって、のほうがいいナって思ってんです

けど。 

10 いろいろ他のことにも興味を持つようにとか、それだけじゃない道がある、実際に働いて

いる人とかにあうとか、職業体験とか、そうゆうのがあったらなあって。可能性がもっと広がる

んじゃないかな。これも自分の興味に近い、それから自分に合うのはこれで、職業はそうい

う系でって。最初から狭い道から入ってちゃった。これしかってなっちゃたところがダメだった

なって。 

10 いろんな人に出会いたい。自分が見ている視点とは違う視点をもっているわけじゃない

ですか。その人にもその人の生き方、生活があって、自分だけの自分のそれがどうなのかっ

て、比べるじゃないですか。比べたいのかな。そういうのもある、私はこうしてる、でもそっちも

いいなとか。情報をもっと増やしたいからなのかな。生きてるって、人とじゃないと。 

14 その人と触れることによって、自分と違う人生歩んでる人じゃないですか。こういう人生

もあるんだ、こういう考え方もあるんだって。自分じゃ体験してこなかった経験を踏まえての

考え方や経験なりを話し合えるじゃないですか。そこで、得るものもあるし、自分の考え方を

改めさせられることもあるので、そういうつきあいも学歴とか、外見とかじゃなくて。人と人との

つながり、コミュニケーション大事なんじゃないかなあと思いますね。 

２ 僕は閉ざすんですよ。パーソナルスペースが広い。友達のうち泊まるのは嫌ですし。一

緒に生活できない。結婚できないじゃないかも、今のままだと。神経質で。自分のペースで

生きたい。この時間に寝るとか。顔には出さないけど。昔はもろだしてた。相当我がままだっ

た。自己中だったとあとで後悔する。雰囲気をぶちこわしていました、授業の。 

１２ 他人の家とか友達の家とかあそびいっても、家族とか兄弟とかいてすごい気になっち

ゃうんですよ。おやつとかもってきてくれて、邪魔入ったなってかんじで。邪魔されちゃった

かなあって遊んでるのに。どうせ遊ぶんだったらファミレスとかでずっとしゃべってたり、カラ

オケとか、ボーリングとか。 

21道があまりにありすぎるから、ここで 1個選択違ったらどんな人生だったんだろうって。 

16 知り合いをつくるためにも同じとこ留まってちゃいけないってのもあるんで。バイトも 1 年

やってオレってすげえなって。長いほうですよ。 
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理論的メモ ・ 選択肢を狭めたくない 

・ できる限り人間関係を広げて刺激を受けたい、情報を集めたい。 

・ 決められない              
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概念名 24 見える未来の距離 

定義 自分の将来を予測できる長さ 

ヴァリエー

ション 

１ 今年の１年間は充実していました。ほとんど家にいなかった。高校のときは弓道で充実し

てた。そのときの外に出ている時間とか活動している時間より今のほうが活動しているとは

思いますけど、気持ち的に今のほうが楽な気持ちでやってる。弓道部けっこう厳しかったし、

追い詰められるところあったんで、圧迫っていうか押された気持ちもある分、１日１日が終わ

ったっていう気持ちがあったんで。今は１日って言う単位よりかは学校だったら前期後期だ

ったり、ボランティアだったら合宿ごとだったり単位が広くなっているんで。１年間通してみる

と外に出ていた回数だとか、逢った人の数だとか。広がっているんで。 

５ 長いスパンであらためて年表とか一枚の紙に書きおこすと、長い割りに何も考えていな

い。意外に余生が長いなとか。50過ぎたらどうしようみたいな。 

９ 言われましたよ、お母さんに。二十歳になったら早いわよって。小中高って早くなってき

て、今のほうがもっと早いから。実習のときも長いんだろうなあっておもってたら気づいたらあ

っという間に終わってて。３年生もこんな感じにおわっちゃうんだろうなあと。 

10 時間の使い方がまだ下手で、考えようかな。だらだらしちゃうんですよ。テレビとかみて

だらっと２時間とかあるんで。 

10 最近 20..21 歳。いい時期はもうおわっちゃったんだなって思ってたんですよ。けどあと

60年あると思えば。 

10 勉強して、もっと自分の事、先のこととか考えればよかったのに。そのときとかちょっと先

のことしか考えてなかったから。もっと自分の将来ですね。自分の見える範囲しか考えてな

くって。高校のとき音楽が好きだったんで、音楽系の専門学校に行こうって思ってたから。

高校の３年になるまでもずっと思って。結局大学受験したんですけど。あいまいになってて。

その間考えてこなかったっていえばこなかったから、もうちょっと先色々つきつめて考えれば

って。 

10 今は強く思わない。狭かったんですよ。それしか見えなくなっちゃうんですよ。視野が狭

かったんですよ。 

21 できれば６０歳とか、65で、ぽっくりいきたいと思ってるんで。あんま長く生きていてもしょ

うがないかなあって。太く短く、細く長くよりは全然いいかなあって。執着ないっていうか。もう

ちょっと生きたいかなあ。せめて 50.60 ぐらいまでは生きていたいけど、80 とか 90 とか１００

歳は絶対いい。いいよ拒否。うんざり。 

13 専門のおわりかけくらいに、マスコミって思ってた。4年生卒業しないとマスコミには入れ

ない。今目標あっても、けっこう先だからがんばれない。もうすぐ？先じゃない。 

理論的メモ ・ 明日に期待することがあるから頑張れる。 

・ ちょっと先のことしか考えられなかったり、長い見通しを立ててがんばれたり、人によっ

て違いがある。 

・ 先がみえなければがんばれない。 
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・ 同じ人でも時によって見える未来の長さは違う。 

・ 明日のことすらみえないこともあれば、10年先まで計画を立てられることもある。 

 

 

概念名 25 ステップアップ・スパイラル 

定義 自らが前に歩みだした結果、生活が自分の思い描いた方向へ上昇していくこと 

ヴァリエー

ション 

５ よりよい明日を楽しむために。明日もっといいことあるんだろうな。明日も今日ぐらい楽しく

いたい、その積み重ね。楽しみをみつける、やりたいことを見つける。自然にみつかる。 

１０ 今まで自分やりたいことをやってこなかったなっていうのを、なんでやってこなかったん

だろうって思って。やろうと思えばやれるだろうって。ずっとバイトはいってたんで。 

１４ そこで気づいたのは、自分が大学に満足してないなら、満足できるところまで自分であ

げればいいんじゃないかなって。学歴じゃなくても。生活であげればいいんじゃないかな。学

校で勉強することとか大切だと思います。でもそれだけじゃなくて、もっと学ぶことってありま

すよね。そうゆうところで、あげられるんじゃないかって。生活の満足感ってのは。やってみ

ればいいんじゃないかな。やっていくうちに、かなり充実してますね。今は。 

１０ 自分でできることを見つけたい。やりたいことはいっぱいある。具体的になった。農業を

体験したい。ボラバイト。 

１３ 早いうちに目標が見つかってよかったと思います。（編入できて）ほんとにうれしかった

です。 

１４ そこからバイト、サークル、学校ってかなり充実して。僕が気づいたのは、１年生のとき

は大学のせいにしたり、自分が悪くない、っておもってたんですね。自分を否定したくなかっ

たっていうのがあるんですよ。なんか自分の生活に満足できてない。それはたぶん、学歴と

かもあったと思うですよね。大学って不えてくれる場所じゃなくて、自分から求めるところで

すよね。遅いんですけど、ようやく気づき始めて、それで自分なりにすこしずつ動いてって。 

理論的メモ ・ 自分を変えていくことで周りがかわることに気付いたことを言語化できる。 

・ 生活感の満足感を上げることの大切さに気付く。 

・ 満足できないことを何か他に求めるのではなく、自分自身の中に見いだし、満足できる

状態へ高めようとする。 

・ 生活の満足を上げる一歩をふみだすと、やっていくうちに自分のやりたいことがまた見

つかる、循環していく。 

・ スパイラル 
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概念名 26 楽しさが決め手 

定義 意思決定には楽しさという魅力が丌可欠であること 

ヴァリエー

ション 

９ だからやっぱり楽しいしって思えたから決心ができて、寮にも入ろうと思ったし、今年１年

は、たぶん他のことも私の性格てきに、手を出すとは思うんですけど。ちょっとどっか遊びに

行ったりすると思うんですけど、看護だけになっても別に構わないなって思ったから。 

14 ２年生のときはだらだらしていた時期だったので、法政にキャリアデザイン学部ってある

んですけど。就職にためになるんじゃないかと受けて。ニートとかのことも勉強してるみたい

で。僕興味ありまして、新聞やら知恵蔵とかいろいろ、すごい勉強したんですけど、それもだ

めで。そんときはけっこう、ふっきれてて、その前に 2 年の後期にサークルにも入ろうって思

ってて。サークルに入んないからいけないのかなと思いまして。２年の後期からサークルに

入りまして、そうしたらだんだん、今まで横のつながりしかなかったんですけど、先輩縦のつ

ながりできまして。そしたら大学楽しくなってきて。それで試験おちちゃったんですけど。そん

ときはなぜか、法政にいようと思って。ここで腹くくって、最後卒業しちゃおうって思って。 

 

理論的メモ ・ 迷いからぬけるきっかけは楽しさ。 

・ いろいろあって、楽しいばかりじゃないけど。 

・ 何かを決断した理由は自分が楽しいと感じるところにある 
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調査 2 のワークシート 
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概念名① とりあえずカネ 

定義 絶対的価値基準として金銭をとらえている感覚 

ヴァリエー

ション 

c あんまほしいもんないから。とりあえず貯めとく。なんかほしいものあったときに、貯めてお

く。 

e お金が入るからじゃない？生活できない。ご飯とかは大丈夫だけど。携帯代とか払わなき

ゃいけないのもあるし。遊びにいったり。 

l時給がよければなんでもいい。 

m金はとりあえず貯めておきたいんだよね。 

理論的メモ ・ 特定の目的を持ってアルバイトを始めたわけではない。 

・ カネはもっていて邪魔にならない 

・ 高校生活が始まってから必要になったものを維持するためにはお金が必要 

概念名② 劣等感の上塗り 

定義 学校生活で味わってきた屈辱を、別の世界においても指摘されること 

ヴァリエー

ション 

ｋ 俺、もの覚え悪いのに、一生懸命物覚えのよさを追求する。炭火だから客きたら炭火作

る。昨日それを遅いって、がみがみ言われて。 

sバイトの面接 4個受けて、4個落ちた。で、5つ目で受かった。 

ｒ Ｋ高校の子だからＪ高校の子のようにできないんだって思われたくない 

ｋ それはできない、そこまでうまくない 

理論的メモ ・ 中学生のころから、これといって褒められたことのないまま過ごし、何かと引け目を感じ

て生活してきた対象者にとって、事業者が先入観をもって指摘したことではなくても、

自己評価を低く捉え、やる気を失う傾向がある。 

・ いわゆる自己効力感は低い。 

・ 精一杯、頑張っては見るものの、現実とその思いには差がある 
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概念名③ 金の魔力 

定義 急に自由に使える金銭が増加したことで、消費感覚が麻痺したかのようになる状態。 

ヴァリエー

ション 

g知らないうちに消えてた、っていうのもあるしね。 

稼いで使っちゃうと金銭感覚おかしくなるし、だから今のままでいいかな。でもバイトはしてみ

たい。 

p ちょくちょくおろして、お財布入れるとなくなっちゃう。千円札とかいつ使ってんだろうって。 

バイト始めたから（米とぎは）もうやらない。 

j すごいうれしかった。はじめは全部つかちゃった。 

e お年玉で生きていた。 

b 貣乏生活してた。 

理論的メモ ・ 地道に家のお手伝いをするなんてもう考えられない。 

・ 家出の手伝いは効率の悪いバイトでしかない 

概念名④ カネのためなら我慢 

定義 理丌尽なことを突きつけられたとしても堪えて、被雇用者としての立場を貫くこと 

ヴァリエー

ション 

ｄ 野菜新鮮じゃないねとか。出してたから。すいません、っていう。 

ｇ むかつく人がいる。 

ｈ お金が入ること。まえは携帯料金払えなかったけど、今は余裕で遊ぶお金がある。好き

なもの買ったり。 

iパートさんが怖い人が一人いて、それがちょっといやで。やめたいと思ったんだけど、それや

めても他のバイト見つかんないから。 

l お金だよお金。ほしいものがありすぎる。 

f お金ってあって悪いものじゃないジャン。 

理論的メモ ・ 今までお客さんの立場から来ていた店でも、働く身になっていると、弱い立場にな

っていることに気づく 

・ お客さんとの関係はつらい 

・ 同僚との関係をうまくこなうことは難しいが、お金はほしい 
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概念名⑤ カネより人間関係 

定義 就業するうえで他者との関係性が経済的条件より優先されること 

ヴァリエー

ション 

aやっぱ時給がよくても人がやだったら続けられないジャン。だから時給はあきらめる。 

n きつい。持ってくの料理を。重い、ものすごく。 

o楽しい。みんな優しいし。同じ年の人とかも居るし。 

理論的メモ ・ お金がほしくてはじめたアルバイトではあるが、それだけのために我慢するには限界があ

る 

・ 仕事の内容がきつくても、人間関係がうまく言っているときはがんばれる。 

概念名⑥ 成長した自分 

定義 肯定的変化をとらえ、それを満足に感じている状態 

ヴァリエー

ション 

j 人と接するのが好きになった。接客業だから。けっこうしゃべるようになったし、すきになっ

たかな。 

e 人見知りがそうでもなくなった。 

u すばやく盛り付けができるようになったかも。 

理論的メモ ・ 自分自身の内面の変化を肯定的に捉えている 

・ 自己理解が深くできていなかった対象者がプラスイメージの自己洞察をしている 

・  

概念名⑦ 未来の体感 

定義 アルバイトを正社員への入り口として位置付けること 

ヴァリエー

ション 

ｓ 高校卒業したら就職するんでよろしくっていったら、楽しみにしてるよって。 

ｖ どうせ同じ時間を過ごすなら、二個得たほうがいいじゃん。専門学校行きながら、専門

のコトを学んで、バイトもして、ウエイトレスのこともできればここは二個ジャン。でもここはウ

エイトレスのことしか学べないジャン。したら 1個か 2個っていったら、2個のほうがいいじ

ゃん 

ｒ 使いそうになるけど、将来のこととか。ちょっと我慢しつつ、貯金もちゃんとして。 

理論的メモ ・ アルバイトをきっかけとして、自分の将来像を描くようになっている。 

・ バイト先の人との会話の中で、これから先も続くような人間関係を示唆することが交わ

されることによる自信の芽生え 

・ アルバイト経験が弱点を克服する機会となる 
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概念⑧   社会の一員 

定義 働くことで得られる自己実現の楽しさや社会貢献の喜び 

ヴァリエー

ション 

ｔ 一員になった。うれしいけど、恥ずかしいみたいな。 

ｇ 自分の責任じゃないですか、任されて。 

i  いろんな人の話が聞けたり、勉強になる。 

理論的メモ ・ 金銭を獲得することは勿論、それ以前に職業体験そのものが新鮮な環境である。 

・ 初めての職業生活とも言える時間を過ごし、戸惑いながらも興味深い経験を得る。 

・ 純粋に労働経験を喜んでいるものもいる。まるでごっこ遊びの延長から、以前からなっ

てみたかった業種のアルバイトを試み、期待通りの経験に満足できたようである 

概念名⑨ 居場所 

定義 自分の存在価値を確認できる空間 

ヴァリエー

ション 

ｓ 5月からやってっからね。もうすぐ半年だね。やめれねえもん。 

ｈ 自分の知らない世界が見えるっていうか。今まで体験したことがない。 

ｎ いろんな人達に会えたり。 

ｆ （家にいると）ストレスたまるっていうのもあるじゃん。 

理論的メモ ・ ・アルバイトを始めた対象者は一見何も目的をもたずに働いているようにみえる。ところ

が、自由な時間のまま何もしないという選択肢もあるにもかかわらず、働くことを選んだ

ということは何かしようと主体的に‘暇つぶし’をしている。 

・ 働くことで金銭を授受することは、今までにない体験である 

・ 学校という集団でしか経験がなかったが、異年齢の人たちとの係わり合いは刺激的で

ある 

概念⑩  満足基準 

定義 仕事内容と対価のバランスを自己評価すること 

ヴァリエーショ

ン 

ｈ 働いた量と給料あわないなと 

ｓ 一杯働いて 750円とサボって 750円は、やった気するのは働いたほうだから。 

理論的メモ ・ 労働の対価としての金銭を自己の規準と照らし合わせている 

・ 労働内容を金銭で捉え、金銭で評価されている立場に気づき、労働の充実感に言

及している。 

・ 金銭を評価基準にし、数値化されたものを基準にして判断することで自分にとっての

優先順位づけをする 

・ 働いた内容と賃金とのバランスがとれているかどうか、自分の中の満足基準を決める 
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概念⑪   同調バイアス 

定義 働くことで得られる自己実現の楽しさや社会貢献の喜び 

ヴァリエー

ション 

ｑ 友達がやっているから。 

ｎ 友達と一緒にやれるとこで探してた 

ｃ 高校生になったんだからアルバイトくらいやんなさいって言われたから。 

理論的メモ ・ アルバイトをする理由として、みんなやっているから、と答えが返ってくる。アルバイトに

限ったことでもないが。 

・ 同じようなもちものがほしくなるので、お金は必要である。 

・ 親も経済的に自立を促す。高校生としての本来の学業への充実より、金銭面での努

力を親から求められているのも事実である。家庭の事情や価値観の影響。 

概念名⑫ 目的探し 

定義 主体的な時間つぶしであり、なんとなくの取り組みの結果、見えてくるものがあることもある 

ヴァリエー

ション 

ｖ 家にいても暇だっていうのもあるし 

ｔ 面接とかめんどくさい。（アルバイトしてよかったことは）あんまない。 

ｓ 5月からやってっからね。もうすぐ半年だね。やめれねえもん。 

ｈ 自分の知らない世界が見えるっていうか。今まで体験したことがない。 

ｎ いろんな人達に会えたり。 

理論的メモ ・ ・アルバイトを始めた対象者は一見何も目的をもたずに働いているようにみえる。ところ

が、自由な時間のまま何もしないという選択肢もあるにもかかわらず、働くことを選んだ

ということは何かしようと主体的に‘暇つぶし’をしている。 

・ 働くことで金銭を授受することは、今までにない体験である 

・ 学校という集団でしか経験がなかったが、異年齢の人たちとの係わり合いは刺激的で

ある 
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概念名① 良心の目覚め 

定義 見ようとしなかった世界について事実の一部を知る 

ヴァリエー

ション 

19私たちにとって、今のこの暮らしが普通で、なにげなく食べているチョコレートもこんな小さ

い子どもたちが、大変な生活をしつつ、働かせて作られているとは思わなかった 

12 このアフリカの貣困は私たち先進諸国がつくりだしてしまったと考える。私たちが昔からフ

ェアトレードを行っていればこんなことにはならなったはずだと思う。 

19私たちにとって、今のこの暮らしが普通で、なにげなく食べているチョコレートもこんなに小

さい子どもたちが、大変な生活をしつつ、働かされて作られているとは思わなかった。 

20同じ地球に住んでいて同じように食べて生きられないことは、とても残酷だと思う。 

22貣しい人のことはすべてをわかってあげられないけど、とても胸が苦しくなってくる。 

18 たとえば、調理実習で作りかたとか書いてあったじゃないですか。自分と思っていた作り

方と全然違くて。だしのとりかたとか、まったく知らなくって、調理実習で初めて知ったりとか。

そういうことが多かったんで将来役に立つかなって。 

7 そういうテレビでとりあげていることだとあまりにも規模が大きくて、日常だとあんまり結びつ

かない。現場を見てみないとわからない。 

35 衣服というのは体をおおうためだけのものではなく、様々なデザインや歴史やスタイルが

ある、奥の深いものだと思った。日本の伝統的な和服が衰退したのは残念だけれど、社会

的なことも考えると仕方ないと感じた。衣服には人間の色々な工夫やその当時の時代背景

が反映されることを知った。 

12 このアフリカの貣困は私たち先進諸国が作り出してしまったと考える。私たちが昔からフ

ェアトレードを行っていればこんなことにはならなかったはずだ 

13中学校で「ワシと尐女」の写真を見たことがあるけれど、そっちもひどかった。日本の当た

り前とあっちの当たり前の違いの大きさにも驚いた。 

 

理論的メモ 7/12 事実を知る 

8/13 事実をすべて正しく客観的に把握することは難しい。 
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概念名② 自己への関心 

定義 自分の中に変化がおきたことに気づくこと 

ヴァリエー

ション 

1 知らないままの自分とそういうのを知った自分では何かが違う。学祭で(チョコを)売ること

に一緒に参加しようって行動できると思う。チョコのことが大事だって知っているから。でも知

らなかったら興味は持っても行動に移しづらい気がする。行動する可能性はあがると思う 

9 豊かさってなんじゃろな。自分の生活に疑問がでてきたような。 

7時間の使い方が変わってきた。 

27 自分の考えが変わったとき。中学のときはありえないなって思っていたんですけど。今は

当たり前だなって思ってきましたね。 

36 せっかく日本特有の服だから夏祭りなどで積極的にゆかたなど着ようと思った！！着物

の作りかたとかもわかったから、次は布で小さな着物を作ろうと思った。 

38一度くらいは和服を着たいと思った。日本の文化を残していきたいと思った。 

23 調理実習。一番自分で行動したから。役割分担して。ゲーム楽しかった。みんな考えた

から。価格とか。 

23 先生のいうとおり、服は他人に見せるためにあるものだと思いました。誮でも見てもらいた

いとか思うことがあると思いました。この授業で自分をみつめ直すことができました。 

理論的メモ 7/12 自分の中に大きな変化がおこったこと 

8/13 それに気づくこと。変化を認識することで自分を意識する。生活を意識する。 
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概念名③ リアルな実感 

定義 新しい情報を得ることで、実感が深まること 

ヴァリエー

ション 

10 人は他人の中にいる自分を感じて、初めて生きている実感がもてるんだろうという考え

が強まりました。 

22 私はオシャレが大好きなのでよく考え直すと面白いなあと思いました。やっぱり服は自分

を表せる大切なものだと思います。特に私は私服を初めて見る友達からよく、「違うイメージ

だ」といわれることがあるので、そのとおりだと思いました。 

25 この授業で自分がなんのために生きているかを改めて考えると、とても難しかったです。

服装がアイデンティティを表現するものというのをプリントを読んですごく納得しました。 

33 人は他人の中にいる自分を感じて、初めて生きている実感が持てるんだろうという考え

が強まりました。 

35 ネクタイさん、まじはんぱねぇっス！ 

36 ネクタイだけじゃなく、自分たちが身につけているものに何かしらの理由があることがわか

りました。あまり服とかにはこだわりがないが、一つ一つ調べていくと分かっていくのかがおも

しろそうです。 

23今まで気にしなかったけど素材が気になるようになった。 

21 喜んでもらえるとうれしいって言ってたじゃないですか。１回やらせてもらって、「ありがと

う」って言ってもらうとすっごい、うれしくって。相手に喜んでもらえることが大切。 

 

理論的メモ 7/12 リアルさへの追求。ひらめく 

8/13 リアルなタッチ感。 
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概念名④ 自分の方法をもつ 

定義 物事の中に自分なりのやり方を見出すこと 

ヴァリエー

ション 

33何かしようと考える。なにができるか考えて行動に移してみる。 

31フェアトレードのチョコレートとかを買う。 

27 早く貣困がなくなればいい。かわいそうだけではだめなのです。だからチョコレートを買う

のです。 

21 保育士とか。面白かった。ああ、そうなんだって。ためになった。めちゃ書きましたよ。中

学のときに職場体験で、デイケアセンターっていう介護センターみたいなところに行って。そ

れであの人が福祉のあれじゃないですか、そういう話も向こうでいろいろ聞いてたんで、ああ

やっぱそうなんだなあみたいな。 

1何をすればいいのか思いつかないけど、このことで社会や大人たちは現在どんな取り組み

をしていることがあるのか調べる 

2三三七拍子でやるといいんじゃないって？それからきゅうり切れるようになったと思う。 

2波が来たんじゃないって？ 

理論的メモ 7/12 一度聞いたことがあることや体験したことと、今聞いたことがつながった経験。それこ

の前のことだっていうような感覚。my ルール 

8/13 独自のやり方・スタイルの発見 
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概念名⑤ 意思表示を始める 

定義 他者に伝えることで自分の中に事実が蓄えられていくこと 

ヴァリエー

ション 

21 牛のほう。怖いなって思って。あれ言った。固体識別番号。なんかテレビでやってたとき

に、うちがあれってこういうことなんだよって、どこでやったの？って。家庭科でやったって。 

22父親と。なに作ったかとか。あと兄貴と。 

23 家でしゃべりましたね。エコクッキングとかしないとごみとか増えちゃうから、やめたほうが

いいよって。母親に。 

2貣しい国の状況をまずは家族に伝える 

13 遺伝子組み換えのやつとかはおばあちゃんと何でだめなのとかはなしをしたりとか、テレ

ビ見ながら父親とこういうはなしをする。 

2家庭科でやったこととか、うちのお母さんに教えたりとかはしてますね。 

13 討論会みたいになっちゃう。なんかの機会でじゃべり始めたときはこないだ授業でこうい

う風にいってたとか時々なる。時々自分で作るときそれを気にするけど。 

31 このアフリカの貣困は私たち先進諸国がつくりだしてしまったと考える。私たちが昔からフ

ェアトレードを行っていればこんなことにはならなったはずだと思う。 

29私たちにとって、今のこの暮らしが普通で、なにげなく食べているチョコレートもこんなに小

さい子どもたちが、大変な生活をしつつ、働かされて作られているとは思わなかった。 

28同じ地球に住んでいて同じように食べて生きられないことは、とても残酷だと思う。 

34貣しい人のことはすべてをわかってあげられないけど、とても胸が苦しくなってくる。 

14 発展途上国のために先進国がもっとがんばらないと。借金の利子をなくし、借りた額だけ

を返す。 

15自分よりも年下の子どもたちが学校にも行かずに過酷な労働をしていると知って驚い

た。学校に行かせてあげたい 

理論的メモ 7/12 事実や自分の価値観を伝えること  

8/13 自分の中に蓄えられたものを他者に伝えること 
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概念名⑥ 選択の連鎖 

定義 共同で問題に取り組もうとする意欲 

ヴァリエー

ション 

5 貣しい国の状況をまずは家族に伝える。こういうことが起きているということをまず広めて、

それについて学び、フェアトレード商品を買ったほうがもっといい感じになりそう 

8 ひどすぎる。できれば大学生と一緒に活動したい。『世界がもし 100 人の村だったら』とい

う本も読んだし、映像も見たことがあったので興味がある。学校をあげてよびかける。 

19お金を不えるのではなく、生きるための技術と知識を伝えるべき 

21 スカートはこういう流れでブームになったとか、デニムはこういう理由で作られたとか、

中学校では勉強しなかったものをたくさん学べてよかった。着物とかゆかたとかの流れも聞

いて、ゆかたをお祭りのときに着たいなと思った。日本文化も外国文化も大切にしていきた

いと思った。 

12 何をすればいいのか思いつかないけど、このことで社会や大人たちは現在どんな取り組

みをしていることがあるのか調べる。 

1 私たちは今、チョコレートの生産の裏側で起こっていることについて知ることができました。

ですが、このことを知らない人は世界中でまだいっぱいいると思う。みんなが知ることができ

ればチョコレートの値上げの文句も尐ないのでは？ 

25お金を不えるのではなく、生きるための技術と知識を伝えるべき 

36ひどすぎる。できれば大学生と一緒に活動したい。｢世界がもし 100人の村だったら｣とい

う本も読んだし、映像も見たことがあったので興味がある。学校をあげてよびかける。 

理論的メモ 7/12 新しく得た知識が、食卓での話題となる。その後の自分の行動の基準となる。 

7/13 新しく持った考えや知識を誮かに伝える。広める。 

 ものごとにつながりを見つける 

8/12 みんなで一緒に同じ目標を持って行動していこうとする意思。 


