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中学校技術・家庭科における環境教育の指導と評価に関する研究

－環境に配慮した教材を通して－

教科研修部教科教育班

研究指導主事 釜 井 潔 子

１ はじめに

現在、日本の家庭生活においては、共働き

家族の増加、少子化、家事労働の軽減化など

子どもたちを取り巻く生活環境の変化は大き

く、快適な暮らしを求めて生活様式も著しく

多様化している。そのため、家族の一員であ

るという自覚や家庭生活に進んで参加しよう

とする意識が育たず、自分でできることは自

分でするといった当たり前のことができない

生活体験の乏しい子どもたちが増えている。

また、物が豊かになり、簡単に入手できるよ

うになったため、使い捨ての便利さに慣れて

、 、しまい 物を大切にするという気持ちが薄れ

物の扱い方が粗雑になるなど、物に対する価

値観も大きく変わってきている。

そこで、本研究では、中学校技術・家庭科

における環境教育において、環境に配慮した

教材に焦点を当て、子どもたち自らが衣生活

、・食生活・住生活など日常生活を見つめ直し

日常生活に必要な知識と技能を身に付けると

ともに、環境に配慮した生活を送ることがで

きるための学習指導と評価について考察した

い。

２ 中学校技術・家庭科における環境教育の

基本的な考え方

、中学校技術・家庭科における環境教育では

地球の温暖化、酸性雨などの地球的規模の環

境問題を取り扱うのではなく、身近な消費生

活における問題に目を向け、身近な行動から

はじめていくことを重視する。すなわち生徒

一人一人の日常生活の過ごし方の違いが、環

、境に大きな影響を与えていることに気付かせ

各自が足元の生活態度を見つめ、問題点を把

握し、改め、実行し、さらにそれを定着させ

ていくことで生活様式そのものの改善ができ

るようにすることが大切だと考える。

３ 環境に配慮した教材の開発

中学校技術・家庭科における環境教育を進

めるに当たって、家庭分野における環境に配

慮した教材の開発を試みた。

(1) 不用の布を用いて製作したエコバッグ

エコバッグとは、スーパーなどで食料品を

買ったときにビニールの買い物袋をもらわな

いように持参する袋、すなわちゴミの減量化

を目的とした買い物袋のことである。ここで

は、衣生活とリンクさせる教材として、家庭

にある不用の布などを用いて製作することを

想定している。また、このエコバッグの製作

において、まつり縫い・返し縫い・ボタン付

け・スナップ付けなどの手縫いとミシンの直

線縫いを取り入れ、被服製作の基礎的な技能

の習得もできるように考えた（ 。図１）

(2) 不用の防寒着をリフォームして製作した

省エネなべカバー

煮物などを作る場合、弱火にして長時間煮

込むことがある。しかし、途中で止めてなべ

を火から下ろし、なべに保温性のある布など

で覆いをし、熱を逃がさないようにして余熱

で煮込むこともできる。このとき使用するガ

スの節約を目的に考えたカバーをなべカバー

と呼ぶことにする。ここでは、知人に譲るか

フリーマーケットに出す他は死蔵衣服になり

がちだった不用の子ども用防寒着をリフォー

ムし、衣生活と住生活をリンクさせた教材と
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図してなべカバーを製作することを考えた（

。２）

(3) エコクッキングによる調理実習メニュー

エコクッキングとは、買い物の仕方、台所

排水の削減、節電・節ガス、生ゴミを減らす

料理の工夫などのことを総称しており、いわ

ゆる環境に配慮した食生活という意味の新語

である。ここでは、食生活における教材で、

身近にある食材を用いてできるだけ生ゴミを

出さないメニューを考えた（ 。図３）

４ 環境に配慮した教材を取り入れた学習指

導の在り方

(1) ３年間を見通した題材配列

家庭科における環境教育の３年間を見通し

た題材配列を考えた（ 。表１）

では、相互に有機的な関連を図る意味表１

で はじめに大題材 今日からわたしもグリー、 「

ンコンシューマー－エコバッグ編－」を取り

上げ、次いで、大題材「ためしてみよう！省

エネなべカバー 、最後に、大題材「今日から」

わたしもグリーンコンシューマー－エコクッ

キング編－」をすることを想定して配列して

いる。大題材「今日からわたしもグリーンコ

ンシューマー－エコクッキング編－」におい

ては、開発した環境に配慮した教材すべてが

リンクしている。このことは、衣生活・食生

活・住生活などの内容を個別に扱うのではな

く、相互に有機的につながるようにする、す

なわち生活を点としてではなく面として捉え

ており家庭科で重視されていることである。

(2) 学習指導計画の工夫

の３年間を見通した題材配列のうち、表１

次の小題材３点の学習指導計画を考えた。

（ ）ア 環境に配慮したエコバッグの製作 表２

イ 省エネなべカバーの製作（ ）表３

ウ エコクッキングに挑戦！①（ ）表４

表１ ３年間を見通した題材配列

時間 学習指導要領時間 大 題 材 小 題 材 （ ） 指 導 項 目

の内容

今日からわたしもグリーン グリーンコンシュー ・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

コンシューマー マーって何だろう 0.5 ・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ（ ）

－エコバッグ編－ 環境に配慮したエコバッ ・衣服の選択と手入れ Ａ(3)ウ

グの製作 ６ ・簡単な衣服の製作 Ａ(6)イ８．５ （ ）

・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ

エコバッグの製作・活用 ・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

発表会 ２ ・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ（ ）

ためしてみよう！省エネな 省エネなべカバーの製作 ・衣服の選択と手入れ Ａ(3)ウ

べカバー ３ ・簡単な衣服の製作 Ａ(6)イ（ ）

４ ・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ

省エネなべカバーの製作 ・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

発表会 １ ・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ（ ）

今日からわたしもグリーン エコクッキングに挑戦！① ・ Ａ(1)ウ食品の栄養的特質と一日の献立作成

コンシューマー ・日常食の調理 Ａ(2)イ＜指定メニュー＞

－エコクッキング編－ ４ ・食生活の安全と衛生と管理 Ａ(2)ウ（ ）

・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ

エコクッキングに挑戦！② ・ Ａ(1)ウ食品の栄養的特質と一日の献立作成

１０ ・食品の選択 Ａ(2)ア＜自由メニュー＞

４ ・日常食の調理 Ａ(2)イ（ ）

・食生活の安全と衛生と管理 Ａ(2)ウ

・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ

エコクッキング発表会 ・環境に配慮した消費生活 Ｂ(4)イ

２ ・環境や資源に配慮した生活の工夫 Ｂ(6)イ（ ）
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表２ 環境に配慮したエコバッグの製作の学習指導計画

本小題材の学習

（１）小 題 材 環境に配慮したエコバッグの製作

（２）目 標 ① 計画的・能率的に製作に取り組み、工夫して作る楽しさや環境に配慮した生活に
役立てる喜びを味わうことができるようにする。

② 目的に合った材料の選び方や目的に応じた縫い方などを考え、製作できるように
する。

③ 製作の中で、基礎的な知識や技能を身に付ける。

（３）展 開 （６時間）

（評価方法）時 観点別評価規準

主な学習活動 教 師 の 支 援 関心・意欲 創造する能 生活の技能 知識・理解
間 ・態度 力

前時の学習を振り ●エコバッグが環境に配慮した物である○
返る。 ことを思い出させる。

○各自で創意工夫を ●布は、前時に予告したように家で不用 家で不用の 環境に配慮

生かしたエコバッ の布などを利用しても良いことを確認 布などを利用 するために不
グを製作する。 し合う。 しようとして 用の布などを

①製作計画と材料 いる。 利用ことの必

・製作物の形・大き ●班に分かれ、友達同士のアイデアを参 製作物に自 要性を理解す１ （実習観察）

（ ）さを決める。 考にさせる。 分なりの工夫 る。実習観察
・製作する順序を調 ●エコバッグの実物を数点紹介する。 を加えて作ろ

べる。 ●大きさ・形が決まらない生徒には適宜 うとしている エコバッグ。

・実物等を参考に、 助言する。 に適切な材料（実習観察・

ふさわしい材料を ●学習プリントに記入させる。 を理解する。プリント）
（実習観察・考える。

プリント）

②型紙作り

・寸法を測る。 ●型紙の作り方について班ごとにデモン 型紙作りに 寸法を測る
。・紙で実物大のエコ ストレーションする。 積極的に取り ことができる

（実習観察）バッグを作る。 組んでいる。

（実習観察）

③しるし付けと裁断
・型紙に合わせてし ●しるし付けの標本を示す。

るしを付ける。 ●縫い代のとり方について班ごとに机間 友達と確かめ 布をきれい 布の縦横方

。２ ・しるしにそって布 指導する。 合いながら裁 に裁つことが 向を理解する

（実習観察）を裁つ。 とうとしてい できる。
（実習観察）る。

布を裁つに（実習観察）

適切な量の は適量の縫い

縫い代を型紙 代がいること
の必要な位置 を理解する。

（実習観察）に付けること

ができる。

（実習観察）
④縫う

・縫う時の条件を考 ●手縫い（まつり縫い・返し縫い・ボタ 標本を参考 目的に応じ 手縫い（ま 目的に応じ

えて各自の計画に ン付け・スナップ付け 、ミシンの直線 にしたり、積 た縫い方を工 つり縫い・返 た縫い方を理）

従って、縫う。 縫いを取り入れて縫うことを確認し合 極的に縫おう 夫している。 し縫い・ボタ 解できる。
（実習観察） （実習観察）・創意工夫して飾り う。 としている。 ン付け・スナ

（フェルト・ひも ●手縫いの標本や段階標本を示す。 ップ付け 、ミ（実習観察） ）

・刺しゅう等）を ●しつけ縫い・手縫い・ミシン縫いのデ 飾りの方法 シンの直線縫

付ける。 モンストレーションをする。 や図案等を工 いができる。

（実習観察）・衣服の補修の仕方 ●まつり縫い・返し縫い・ボタン付け・ 夫している。
（実習観察）を知る。 スナップ付けは、衣服の補修にも役立

つことを理解させる。３
⑤仕上げ

・糸の始末やアイロ ●アイロンのかけ方について説明する。 積極的にア 製作品の箇 アイロンを アイロンの
ンをかける。 ●アイロンかけは衣服の手入れにも役立 イロンをかけ 所に応じて工 かけることが かけ方を理解

つことを理解させる。 ようとしてい 夫してアイロ できる。 する。

（実習観察） （実習観察）●学習プリントの記入状況を見るために る。 ンかけをして

・学習プリントに必 机間指導する。 いる。（実習観察）
（実習観察）要事項を記入する。

○次時の学習内容を ●各家庭でエコバッグを活用し、学習プ

確認する。 リントに感想等を記入するように伝え
る。
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表３ 省エネなべカバーの製作の学習指導計画

本小題材の学習

（１）小 題 材 省エネなべカバーの製作

（２）目 標 ① なべカバー利用が節ガスにつながるいわゆる省エネになることを理解する。

② 班で一つずつ衣服をリフォームしてなべカバーを製作することで、環境に配慮
した生活に役立てる喜びを味わうことができるようにする。

③ なべカバー製作の中で、基礎的な知識や技能を身に付ける。

（３）展 開 （３時間）

（評価方法）時 観点別評価規準

主な学習活動 教 師 の 支 援 関心・意欲 創造する能 生活の技能 知識・理解
間 ・態度 力

不用の子ども用防 ●前時に予告した不用の子ども用防寒着 不用の子ど 衣服のリフォ 不用の子ど○
寒着が省エネなべ を各班から一着ずつ受け取り、組成表 も用防寒着が ームについて も用防寒着が

カバーになること 示を確認し、班ごとに用意しておいた 省エネなべカ なべカバー以 省エネなべカ

を理解し リフォー 熱湯の入ったふた付きなべに不用の子 バーになるこ 外にいくつか バーになるこ、

。ムすることの大切 ども用防寒着で覆いをして、布が変質 とに関心を示 挙げることが とを理解する
（観察・プリさを知る。 しないか事前に確認しておく。 す。 できる。

（観察） （観察・プリ ント）●不用の子ども用防寒着からなべカバー

ント）を作ることを説明する。

●班ごとになべカバーを一つずつ製作す 衣服をリフォ０ ．5
ることを確認し合う。 ームすること

●用意できなかった班には、学校で用意 で、環境に配

しておいた不用の子ども用防寒着を渡 慮した生活に

す。 役立てること
●衣服をリフォームすることで、環境に ができること

配慮した生活に役立てることができる を理解する。

（観察・プリことを理解させる。

ント）

○各班で創意工夫を ●なべカバーの実物標本を数点紹介する なべカバー 付属品など 目的に応じ 目的に応じ。

生かした省エネな ●実物の片手なべと両手なべを参考にし の実物標本を を利用して、 た縫い方がで た縫い方を理

べカバーを製作す て作らせる。 参考にしなが 製作物に班の きる。 解できる。
（実習観察） （実習観察）る。 ●ボタン、スナップ、マジックテープな ら、班に積極 創意工夫を加

①製作計画と製作物 どの付属品を自由に使ってよいことを 的に参加しよ えて作ろうと

の形・大きさの決 伝える。 うとしている している。。

（実習観察） （実習観察・定 ●机間指導しながら、遅れている班には
プリント）・製作する順序を調 適宜助言をする。

べる。 ●縫う場所によってミシン縫いまたは手

・実物等を参考に、 縫いにするか考えるように伝える。 目的に応じた

使用する付属品を ●学習プリントに製作状況等を記入させ 縫い方を工夫
考える。 る。 している。２．５

（実習観察）②しるし付けと裁断

・しるしにそって布

を裁つ。
③縫う

・ミシン縫いまたは

手縫いをする。

④学習プリントに製作
作状況等を記入す

る。

○次時の学習内容を ●各班で製作した省エネなべカバーの製

確認する。 作発表会をすることを伝える。

、 、 の学習指導計画のうち、表２ 表３ 表４

の学習指導計画は、 、 における表４ 表２ 表３

環境に配慮した教材も登場しており、教育的

効果があると思われる。

また、 、 、 の学習指導計画に表２ 表３ 表４

おいて、生徒の学習活動に対する観点別評価

規準と評価方法を設けている。この場合、家

庭科が実技教科であるという点から考えてみ

ても、実習計画立案への積極性、毎時間の取

組状況、実習の進度状況、実習の進め方に対

する既習事項の活用状況、実習過程における

技能の習熟状況および完成作品など多面的に

評価できる観点別評価規準を設けるよう心掛

けなければならない。
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表４ エコクッキングに挑戦！①の学習指導計画

本小題材の学習

（１）小 題 材 エコクッキングに挑戦！① ＜指定メニュー＞

（２）目 標 ① 環境に配慮した食生活であるエコクッキングを、自分の家庭生活に生かせるような調理の課題意識をもって実習
することができるようにする。

② 「買い物」・ 調理」・ 食事」・ 片付け」という一連の流れの中で、どのような工夫ができるかを考えることができ「 「 「
るようにする。

③ 家庭にある食材を工夫して、エコクッキングメニューを考えることができるようにする。

④ エコクッキングによる調理実習の中で、基礎的な知識・技能を身に付けることができるようにする。

⑤ 調理器具を衛生的で安全に取り扱うことができるようにする。

（３）展 開 （４時間）

（評価方法）時 観点別評価規準
主な学習活動 教 師 の 支 援

関心・意欲・態度 創造 する能力 生活の技能 知識・理解間

○食生活におけるグリー ●環境に配慮した生活スタイルを送っている消
ンコンシューマーにつ 費者のことをグリーンコンシューマーという
いて説明を聞く。 ことを再度確認しあう。

○班に分かれ、エコクッ ●環境に配慮した食生活をすることをエコクッ 班に積極的に 環境に配慮し エコクッキン
キングによる調理実習 キングといい、エコクッキング実習をどのよ 参加して調理の た工夫を調理計 グによる調理実
メニューの説明を聞く。 うにしていけばよいかを、前題材の昼食にふ 計画を立てよう 画に取り入れよ 習の必要性を理

（観察）さわしい献立実習と関連させて説明する。 としている。 うとしている。 解する。
（観察） （観察・ワーク○調理手順・役割分担等 ●２回の調理実習の内、１回目は学校指定メ

シート）の調理計画を立てる。 ニュー、２回目は班での自由メニューとする
○指定メニューの食材の ことを説明しておく。

調理上の性質を理解す 食材の調理上 食材を無駄な 食材の鮮度や 食材を無駄な
る。 の性質に興味・ く使うよう調理 品質の見分け方 く使うための調

関心をもってい 上の性質をいか ができる。 理方法を理解する。
（観察・ワー （観察・ワーク （観察・ワークる して調理方法を。

クシート） シート） シート）工夫できる。
（観察・ワーク２
シート）

○班に分かれ、指定メ ●「買い物」・ 調理」・ 食事」・ 片付け」という 班での話し合 環境に配慮す 環境に配慮す 環境に配慮す「 「 「
ニューによるエコクッ 流れの中で、環境に配慮した調理実習（エコ いに参加し、意 ることを念頭に ることを念頭に ることを念頭に
キング実習の計画を立 クッキング）になるようにワークシートに記 欲的に実習計画 おき、手順よく おき、調理に必 おき、調理計画

。てる。 入させる。 を立てようとし 作業が進められ 要な時間や手順 の手順がいえる
（観察・ワーク◇役割分担は？ ●環境に配慮した調理実習メニューを説明し、 ている。 るように調理計 を考えて調理計

（観察・ワーク シート）◇持参する食材は？ 班ごとに は、ぶた汁を作 画や調理方法を 画を立てること製作したなべカバー
◇身支度は？ るときに使用することを伝えておく。 自分なりに工夫 ができる。シート）

（観察・ワークすることができる。
（観察・ワーク シート）
シート）

○調理実習上の注意点を ●前題材の昼食にふさわしい献立実習（２回） 当番の班は、 調理実習上の
聞き、理解する。 の復習の意味で、調理上の注意点を再度説明 製作したエコバ 注意すべきこと
・ガスコンロの付け方 しておく。 ックを積極的に を理解する。

（観察）・包丁の取り扱い方 ●当番の班には、前日の材料の購入・準備等に 使おうと考えて
（観察）・身支度の準備等 ついて連絡し、 を用いて いる製作したエコバッグ 。

買い出しに行くよう伝える。

指定メニューによる調理実習

○ を ●安全面に気を付けて実習するように指導する 進んで身支度 調理上の性質 基本的な身支 食材の調理上製作したなべカバー 。
用いて、環境に配慮し ●班ごとに は、ぶた汁を作 や手洗いをしよ をいかして調理 度と手洗いをす の性質と調理方製作したなべカバー
た調理実習（エコクッ るときに使用することを再度確認しておく。 うとする。 を工夫すること ることができる 法の特徴につい。
キング）をする。 ●野菜の切り方などのポイントについてデモン ができる。 て理解する。（実習観察） （実習観察）

（実習観察） （実習観察）調 理 ストレーションする。
↓ ●グループの進捗状況を確認し 適宜助言する エコクッキン 洗う・切る・、 。

食 事 ●実習中、気付いたことをメモしておく。 グによる調理実 作業手順・調 加熱・調味など 食器や調理器
↓ ●片付けの確認の済んだグループより退室して 習に積極的に参 理に工夫がみら の基本的な調理 具の安全で衛生

片付け よいことを伝える。 加している。 れる。 操作ができる。 的な扱い方を理
↓ 解する。（実習観察） 実習観察・ワー （実習観察）（

クシート） （実習観察）反 省
友達と協力しな 食器や調理器具

環境に配慮した調理実習メニュー がら、積極的に 食材に合わせ の扱いが適切に 食材を無駄な
調理実習をして て創意工夫した できる。 く、適切に調理
いる 盛り付けができる。 する仕方を理解。（ ）実習観察 （実習観察）

＊ 大根とさけの炊き込みごはん する。（実習観察）
（実習観察）＊ ぶた汁 なべカバーを 食材を無駄な

＊ 大豆ハンバーグブロッコリー添え 積極的に使おう 片付けに、環 く、適切に調理
２ ＊ やさいの皮きんぴら としている。 境に配慮した工 できる。 なべカバーが

＊ ブロッコリーの茎甘酢あえ 夫がみられる。 節ガスに役立っ（実習観察） （実習観察）
ていることを理（実習観察・ワー

安全と衛生に留 なべカバーの 解する。クシート）
実習観察・ワー意し、片付けに 使用や野菜の皮 （

クシート）積極的に参加し の利用等により、
ている。 節ガス・節水・

ごみの減量化等 指定メニュー（実習観察）
環境に配慮した による調理実習
調理実習ができ では、生ごみの
る 量がわずかであ。（実習観察）

り、環境に配慮
したレシピであ
ることを理解で
きる。
実習観察・ワー（

クシート）

○ワークシートに必要事 ●個人用と班用の評価を忘れず記入するよう説
項を記入し 提出する 明しておく。、 。

●ワークシートの記入提出ができない生徒に対
して、提出日を伝えておく。
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中学校技術・家庭科における環境教育の指導と評価に関する研究 －環境に配慮した教材を通して－

図１ 不用な布を用いて製作したエコバッグ 図２ 不用な防寒着をリフォームして製作した

省エネなべカバー

☆ 大根葉を捨てずに炊き込みご飯のふりかけ

☆ ガスの節約を目的に考えたなべカバーを

使ってぶた汁

☆ 余りがちな乾物食品（大豆）を加えて栄養

満点ハンバーグ

☆ 野菜の皮を捨てずにきんぴら

☆ ブロッコリーの茎を捨てずに酢の物

図３ エコクッキングによる調理実習メニュー

大豆ハンバーグ
　　　　　ブロッコリー添え

やさいの皮きんぴら
ブロッコリーの茎甘酢あえ

大根とさけの
炊き込みごはん

ぶた汁

５ おわりに

身近な素材を用いて環境に配慮した教材を

開発し、さらにそれらを学習指導計画に取り

、 、入れることにより 生徒にとって環境教育は

身近なものとして受け止められる。そしてそ

のことは、各自の日常生活を見つめ直すよい

機会となり、実践につながっていくなど効果

のある指導と評価が期待できると思われる。

こうしたことを踏まえ、今後は、技術・家

庭科における環境教育が、生徒一人一人の日

常生活の中でごく当たり前のこととして受け

入れられ、家庭生活のみならず地域社会へと

発展できるような学習内容を考えていく必要

がある。

【 】参考文献

文部省 『中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 、平成11年９月、 』

河野公子編著 『中学校技術・家庭科で進める環境教育② 、明治図書、1994、 』

藤沢良知・野々村瑞穂・芦川修貮共著 『地球にやさしいエコクッキング 、第一出版 、2000、 』

早野久子著 『エコ・エコ料理とごみゼロ生活 、コモンズ、1999、 』


