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1・教育の責任 

 子どもから高齢者に至るまでの日常生活に関する科目を担当している。それらは主に小

学校教諭免許状取得に必要な科目の概論・教科教育法（「家庭科」「生活科」）であり、介護

福祉士受験資格取得のための、家庭の経営と管理・衣生活・住生活領域の「生活支援技術Ⅳ」

である。 

 いずれも「生活」がキーワードとなってはいるが、単なる身辺の生活事象の“取扱説明書”

の如き授業ではなく、「生活を科学する」方法とそのための知識を伝えることが「大学生の

ための授業」であると考えている。ここで言う科学とは、自然科学・社会科学・人文科学の

観点を包括する総合科学であり、学際的な内容でなければならない。 

本学は群馬社会福祉短期大学として開学し、その後 4 年制大学開学に伴い群馬社会福祉

大学となった。そして医療系学部の新設とともに群馬医療福祉大学と改名した。いずれの名

称にも「福祉」の文字が付されており、本学の淵源は「福祉」にある。そのため、いずれの

授業においても（保育者・小学校教員養成であっても）、福祉の姿勢を持って対象者（子ど

も・保護者・利用者）に臨むことができる教育が肝要であると捉えている。 

さらに、本学では資格取得を中心とするカリキュラムが組まれており、人文学の中の日本

の文化の秀逸出色について説く授業を見出すことができない。そのため、担当する授業にお

いては生活文化の理解を体得できる内容も入れ込みながら、基礎教養を高めるよう心がけ

ている。 

以上のとおり心と教養を豊かにすることにより、寛容で力量の大きい人材を育てたいと

考えている。 

  

 

 

科目名 

対象学部・ 

学年 

必修・選択 開講年度、 

前期・後期・

通年 

受講者数 単位 

家庭科概論 社福：初等教

育コース・2

学年 

必修 2020年度 

後期 

11 2 

小学校教科

教育法 家庭 

社福初等教

育コース・4

学年 

必修 2020年度 

通年 

11 4 

生活科概論 社福：初等教

育コース・2

年 

児童福祉コ

ース 2学年 

必修 

 

 

選択 

2020年度 

後期 

 

2020年度 

後期 

24 2 



小学校教科

教育法 生活 

社福：初等教

育コース・2

学年 

必修 2020年度 

通年 

11 4 

生活支援技

術Ⅳ 

短大： 

介護福祉コ

ース・介護福

祉士実践コ

ース・福祉総

合コース・2

学年 

必修 2020年度 

通年 

17 4 

総合演習Ⅱ 子ども専攻・

4学年 

必修 2020年度 

通年 

15 4 

 

 

2.教育の理念・目的 

短期大学開学当時から、家政学関連科目・教養科目などを担当しながら福祉の現場でのボ

ランティア活動を続けてきた（高齢者施設におけるファッションコーディネートやファッ

ション・ショーの企画運営など）。特に、特別養護老人ホーム・デイサービス・ふれあいい

きいきサロンなどでのボランティア活動においては様々な利用者の「生活史」を知るととも

に、その背景にある心情を理解することができた。そこでは“人間のあり得る姿”を垣間見

るとともに、自然や文化に対する感情は普遍的であり、安堵感や生きる力を与えるものであ

ることに気づかされた。 

これらの知見を根拠として、まず、幼児・児童の教育に携わる人材養成においては、子ど

もに対し“人としての基本”を身につけ、我々の生活の中に息づく文化の伝統を体得させる

ことができる保育者・教員を育てることが責務であると考えている。 

また、高齢者介護については技術・生活事象に関する知識だけでなく、利用者個々の「生

活史」を汲み取りながら、季節感・生活文化などの普遍的な事象を取り入れた豊かな生活の

工夫ができるケアワーカーの育成を目標としている。 

担当科目の教育内容は前項（一覧表）に記したとおり、小学校 5・6年生対象の「家庭科」、

小学校 1・2年生対象の「生活科」、そして主に高齢者介護福祉施設や在宅介護の利用者を対

象とする「生活支援技術Ⅳ」と、年齢・扱う内容が多岐にわたっている。しかし、いずれも

「日常生活」を豊かにすることを目的としていることは共通事項である。そのため、以下の

3つの観点に基づきながら、授業を進めている。  

１． 家庭生活・家族に対する思いと家庭生活の工夫（特に「家庭科」「生活支援技術Ⅳ」） 

２． 日本の風土に根付く生活文化の理解と実践（特に「生活科」「生活支援技術Ⅳ」） 

３． 福祉の視点に立つ教育・支援（特に「家庭科」「生活科」<「生活支援技術Ⅳ」は言うま



でもない>） 

 ここからは、１～３について具体的に述べていきたい。 

１．家庭生活・家族に対する思いと家庭生活の工夫 

 人は誰でも家庭（家族）の中に生まれ家庭（家族）の中で育つ。やがて巣立ち、自身も家

庭を築いていくことになる。家庭とは、家族が精神的・経済的に支え合いながら日常生活を

送る場である。心身が安らぎを得て、翌日からの活動（仕事・学業など）に必要なエネルギ

ーを生み出す場でもある。つまり、社会の中の「必要不可欠な基本単位」であると言える。 

 学生に対し「<家庭科>とはどのような科目だと思うか？」 「今まで受けた<家庭科>の

授業で印象に残っているのはどのような内容か？」と問うと、決まって調理実習や裁縫を挙

げる。実践授業で技能を身につけることは、確かに印象的である。ましてや、出来た料理を

皆で食べ合い、仕上がった小物などの製作品が実際に手元に残るため、心に残っているので

あろう。 

しかし、「家庭科」の本来の目的は技術の熟練ではない。現在の自分の家庭や、将来、自

身が家庭を持った時、「どうすれば、より良い家庭生活が営めるか」について考え工夫し続

けることを真髄としなければならない。これを中核とし、調理技法・裁縫技術などはそのた

めの手段として存在する、という立場で授業を行っている（かといって、技術をないがしろ

にするつもりは一切ない）。 

 また、介護の現場においては、たとえ施設に入居していても利用者の背景には家族がいる。

家族と同居している在宅ケア利用者ならばなおさら、その存在は大きい。「生活支援技術Ⅳ」

では、家族との今までの生活（在宅ケアならば、現在の家族との関係）をないがしろにする

ことなく、介護の質を高める要素に転じさせる力を培いたい。 

２．日本の風土に根付く生活文化の理解と実践 

 日本の気候は春夏秋冬の別がはっきりしており、我々は四季の変化の中で自然を享受し

ながら日々の生活を送ってきた。そして、それぞれの季節の行事・行事食・歌謡・色彩・文

様など、年中行事から美意識に至るまでの生活文化・習俗が歴史を貫いて継承されてきたの

である。 

 教育とは、端的にあらわせば「文化の伝承」であると言える。この観点から、「生活科」

においては子ども達に単なる植物や生き物・伝統行事について講ずるのではなく、それらが

日本の文化の中でどのように捉えられてきたか、背景にある古典文学・有職故実・古典芸能

などにはどのようなものがあるのか、についても敷衍していくことを旨としている。 

学生たちが幼児・小学校教育の現場で教える子ども達は、将来、国際社会で活躍する存在

になるであろう。他国の人々とビジネスはもとより、パーティー・近所づきあいに至るまで

の場で交わされる会話では、自国の文化について誇りを持って語れるか否かが試金石とな

る（海外で生活した経験から実感した）。未来を担う子どもたちから「先生」を呼ばれる立

場になるからには、脈々と伝えられてきた日本の文化意識を知っておく必要があると判断

している。 



そして、高齢者介護においてはこの項の冒頭で述べた通り、利用者に自然や生活の中の文

化に対する感情に基づくアプローチを行うことにより、精神の活性化を促すことができる

（山岸裕美子「高齢者の<装い>行動による変化と<生きがい>―自然と文化に基づくファッ

ションコーディネートの働きかけを通して―」『健康文化研究助成論文集』５、1999年 等）。

長い人生を送ってきた高齢者の生き様は多様であるが、しかし四季は必ず巡ってくるもの

であり、季節の自然に基づく日本の生活文化は「普遍的」である。そのため、どんな利用者

にも受け入れられやすく、コミュニケーションを円滑にする。「生活支援技術Ⅳ」では経験

に基づき、自然感情を介した働きかけの具体例を紹介しながら授業を進めている（特に衣服

の素材・自己表現の項目など）。また、近年の介護施設利用者は教養が豊かであり知的レベ

ルが高いため、利用者と日本文化の知識を共有することができる職員が求められている。こ

れに少しでも対応することができる人材養成のために、文化史関連の話題も盛り込むよう

努めている。 

３．福祉の視点に立つ教育・支援 

 小学校「生活科」の教科書には、必ず車椅子生活の子どもの挿絵が描かれている。冒頭に

も記した通り、学生たちが“福祉の大学”を卒業した保育者・教員としての評価が得られる

よう、授業の中には押さえておくべき点について解説を取り入れている。 

また、本学の学生たちは障害者スポーツ大会をはじめ、障がい者施設における催しのアテ

ンドなど、個人では経験できないボランティア活動を行い、利用者の方々と多くかかわって

いる。さらに、小学校教員養成の初等教育コースの学生も、ほとんどが保育士資格を取得す

る。そのため、他大学教育学部の学生に比して福祉の現場経験が豊富であると言えよう。こ

の事実を学生本人に自覚させながら、福祉の考え方を教育現場で行動に移せるよう、再々説

いている。 

 

 

3.教育の方法 

 次に、教育の理念・目的をふまえ、具体的にどのような仕法により授業を行っているかに

ついて説明したい。 

「家庭科」：より良い家庭生活とは何か、どうすればよいかについて常に考え工夫し続ける

ために、ワークシートには、「家族のための朝食つくり」「家族の生活に役立つ小物製作」と

いうように必ず「家族」や「家庭生活」を意識する仕組みを入れ込んでいる。 

 また、“福祉がわかる（を学んだ）先生”となるべく、家庭生活を背景とする授業展開の

際の次の注意事項も重ね重ね、唱えている。 

 ・児童の家庭生活の習慣を否定しないこと（児童にとっては、家庭を批判さたことは、人

格を否定されたことにも値する）。 

  例えば、「何故朝食を食べて来ないのか？」と単純に責めるべきではない。背景には何

らかの家庭事情が潜んでいる可能性がある。その場合は、食事と栄養の単元を使っての



授業をうまく進めることにより、子どもを通して親の教育も可能となること。 

 ・製作などについては相対的に評価せず、個々がどれだけ上達したかについて評価するこ

と。 

 ・児童養護施設で暮らす児童にとっては施設が家庭と同じであり、職員が保護者に当たる

こと。 

「生活科」：『生活科ずかん』の製作を通して自然や年中行事などについての知識を蓄え 

させる工夫を行っている。授業の進め方は以下のとおりである。プリントを配布し、それを 

もとにブレーン・ストーミングにより各項目の名称・事象名を挙げさせる。その後、そこで 

発言のあった事項について解説を行う、という方式である（草花の特徴・生き物の特徴や飼 

い方・気象現象・行事の由来・季節の遊びなど）。プリントは春夏秋冬の 4枚であり、植物・ 

生き物・気象・年中行事・遊び の項目が設けられている。学生はブレーン・ストーミング 

で挙げられたものの中から自由に選んで各項目の事項について調べ、自分だけの『生活科ず 

かん』を作る。従って、各季節に設けられているこれら 5項目を調べて表現するため、計 20 

項目について深く知ることになる。さらに、この『ずかん』は、子どもが見ても興味を感じ 

る冊子とすることを求めている。子どもの視点に立った製作力を育むためでもある。 

 

なお、教科教育法の授業においては「家庭科」「生活科」ともに毎回ワークシートを配布

し、それに基づく実践活動を行っている。これは、内容の理解が定着するための方策である。 

 

「生活支援技術Ⅳ」：福祉とは「日常生活の支援」である。この職務を全うするためには、

大学の授業においていわゆる“おばあちゃんの知恵”ではなく、身辺の「生活を科学する」

技法・知恵を身につけて卒業することを掲げている。一つの生活事象の原理原則を学んだら、

それを応用して日常生活（衣・食・住・家庭経済）に活かせるよう実例を示しながら授業を

進めている。 

例えば、本学では環境美化活動（清掃）を学生の手により行っているが、「汚れ落としの

メカニズム」についての科学的な解説を行い、清掃活動を“科学実践（実験）の場”とする

よう組み立てている。単にきれいにするための“作業”に終わらないよう、根底にある科学

的根拠についての理解を重視する姿勢である（汚れを落とすことに関しては、衣類の洗濯も

住まいの清掃も同じ科学的根拠に基づく）。そこでは、必ず各種洗剤・漂白剤等の学習内容

に関する生活用品・用剤の見本を提示して成分について解説するなど、日常生活の事象に興

味を持たせる工夫も行っている。 

さらに被服材料に関する知識については、一通りの繊維や布の特性について講じた後に、

紙おむつ・尿取りパッドの実験を実施し、そこで使われている繊維・布・用材などの性質と、

介護用品としての特性に関しても言及している。その際、ワークシートを配布し、実験・観

察結果とともに有効な使用方法・危険回避について記入させている。単なる介護用品ではな

くそこには「科学」があることを実感し、ケアワーカーとしての有効な使い方の工夫につな



がると考えたためである。 

当該科目「（生活支援技術Ⅳ」）で扱う内容には家庭管理・家庭経営も含まれ、家族の法律

にまで及ぶ。近年介護施設においても入居者の遺産相続などに関する問題も起こっている

ためである。家族の問題については、家庭裁判所調停委員を務めた際の知見を活かしながら、

若い学生にとっても理解しやすい例（ドラマ・サスペンスなど）を挙げて説明を行い、自分

とはかけ離れた他人事と捉えない工夫も行っている。 

 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する

全授業でアンケートの提出を学生に求めている。 

 ここでは、「小学校教科教育法 生活」における前期と後期つまり、教育実習前と実習終了

後のアンケートの結果を示し比較する。そして、これをもとに、次項（5．教育を改善する

ための努力）において今後の授業の進め方を検討する資料としたい。 

 

授業科目 「小学校教科教育法 生活」 

実施日  2020年度前期    実施対象者数  11人 

社会福祉学部 子ども専攻 初等教育コース  

（2020 年度前期については遠隔授業の実施となったため、アンケートの内容には授業形式

に適合しない項目も含まれている。） 

質問項目 この講義

の平均 

シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。   3.33 

教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと思いますか。 

3.33 

教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.43 

授業の構成は適切だったと思いますか。 3.29 

教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.29 

使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 

3.43 

板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.29 

授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.43 

授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 

3.57 

授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.57 



授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 

3.57 

この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 

3.57 

授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.57 

授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.43 

成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 

3.57 

評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.43 

この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.71 

一項目目の「シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。」については、 

屋外での活動を取り入れたため、雨天の際には急遽別の内容に変更することが多かった。そ

のため低い数値となったことが考えられる。 

 また、教育実習前には児童が実際に行う活動と同じ実践を多く取り入れたため（自身が体

験せずして、児童に実践させることはできないとの方針による）、“何故子どもと同じことを

させるのか？”という感慨を持った可能性があると思われる。 

 

授業科目 「小学校教科教育法 生活」 

実施日  2019年度後期    実施対象者数  10人 

社会福祉学部 子ども専攻 初等教育コース  

質問項目 この講義

の平均 

シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。   3.63 

教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作って

いたと思いますか。 

3.63 

教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.63 

授業の構成は適切だったと思いますか。 3.63 

教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.63 

使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容で

あり、適切に使われていましたか。 

3.63 

板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.63 

授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.75 

授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いました

か。 

3.75 

授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.63 



授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思い

ますか。 

3.75 

この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思います

か。 

3.75 

授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.63 

授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.75 

成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思います

か。 

3.63 

評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.75 

この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.63 

 後期には、教育実習で子どもとの触れ合いを長期間にわたって経験していることから、 

前期に疑問に感じた“何故子どもと同じことをさせるのか？”の謎が解けたと考えられる。 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

 前項においては「小学校教科教育法 生活」（4年次）の前期と後期の評価を挙げて比較し、

数値の変化を示したが、これは前述のように、教育実習を行う前の結果と実習後の結果であ

る。教育実習を経験した後期においては、数値が高くなっていることがわかる。これは教育

の現場を経験したことにより、およそ次のことがらを理解したからこそ現れた評価である

と考えられる。 

・子どもたちの発語・発話は多種多様であること（想像以上に）。 

・児童の生活背景はそれぞれ異なり、生活感覚が異なること（想像以上に）。 

・クラス全体として実践活動を行うからこそ意義があること。 

・示教する場面が多いため、自身が技能を磨く必要があること。 

この顕著な傾向は毎年繰り返され、「生活科」だけでなく「家庭科」においても全く同様

である。教育実習の中で子どもと深くかかわることにより、初めてこれらの科目の意義が見

えてくるものと考えられる。 

しかし、カリキュラムの都合上、すべての授業を実習後に実施することは不可能である。

そのため、学校における児童の行動・発言に対する理解を促すための方途を考案しなければ

ならない。 

そこで、2020 年度前期（教育実習前）の授業は遠隔で行われたため、そのメリットを活

かすことにした（因みに、2020年度の教育実習は、9月～11月にかけて実施された）。例え

ば「小学校教科教育法 生活」については、『NHK for School』「生活科」の、子どもたちが

活動する様子の動画を用いて現場の雰囲気を捉えるための試みを行った。 

また、「春を探そう」「夏を探そう」の単元では、探したものを描きその解説を行う形式の

ワークシートを用いた。出来上がったワークシートをシャッフルして「先生としてのコメン



ト」を書く練習を行うなど、学生が現場での教師として行う活動を多く取り入れた。 

「小学校教科教育法 家庭」についても同様に『NHK for School』を利用し、家族のため

に調理を行ったり、家族との団らんのための工夫（お茶をいれてお菓子を食べる等）を行う

などの活動を取り入れ、家庭生活や家族に対する関心を高める工夫を行った。 

後期には対面と遠隔の授業が交互に行われたため、授業の構成を考案する必要があった。

楽しく実践しながら学ぶ方法を体験するために、「家庭科概論」においては、対面授業で栄

養や献立についての講義を行った上で、“栄養豊かなインスタントラーメンを作ろう”とし

て、在宅での実践を行わせた（授業が 3限目であったため昼休みに調理を行い、食べる前に

画像を送信）。また、裁縫の基礎の授業では、“生活に役立つ小物作り”を行った。対面授業

で材料の配布と説明を実施し、次回の在宅学習で時間内に製作を行わせた。完成品について

は、どのような工夫をしたか・（プレゼントする場合）もらった家族のどんな便や嗜好を考

えたかなどについての発表会を実施し、アイディアを共有した。Zoomでの発表だったため、

提示された作品の縫い目などの細部がはっきりわかり、思わぬ収穫も得られた。 

「生活科概論」では、対面授業のブレーン・ストーミングで挙げられた事項の解説を必要

最小限にとどめ（各季節の気分を概括的に享受するにとどめ）、翌週の在宅時に時間を与え

て、その時間内に調べながらシート作成を行う活動に切り替えた（翌週の対面授業の際に提

出）。これは、限られた時間で作業を仕上げるためのトレーニングも兼ねている。 

 いずれも COVID-19対策のため隔週で行われた在宅学習が前提の組み立てであるが、この

成果が如何様なものであるかは、時を経て明確になると思われる。 

 

 

6今後の目標（短期・長期） 

短期目標 

 「家庭科」では教育学系の大学生を対象とする家庭科教育法の教科書を用いながら授業を

行ってきた。しかし、記述された文面の読解だけに終わり、学生自身が実践者となって知識・

技術を身につける活動がおろそかになっている感は否めない。そこで、小学校の教科書を用

いながら実践・思考・話し合いを中心とする授業に切り替えたいと考えている。そのための

ワークシートは毎回作成することは、言うまでもない。 

 「生活支援技術Ⅳ」については国家試験の出題対象であり、かつ介護の現場で役立つため

の知識・技術も身につけさせなければならない。実践力が求められることは「家庭科」と同

様であるが、国家試験受験にも対応するために、過去問題を適宜用いながら知識の定着を図

っていくつもりである。 

 2020年度は、本学の FD研修において「教員間の授業参観（ピア・レビュー）」を行った。

その結果、レビュアーからは「実物見本や写真を提示し、わかりやすくするための工夫をし

ている」「具体例を沢山挙げているので、身近に捉えることができる」「黒板に絵を描きなが

ら解説していくので、過程が理解しやすい」との高評価を得ることができた。この姿勢を保



つために、今後も身辺の生活事象・生活用品についての最新情報を常に捉え、授業に反映さ

せていきたい。また、絵を上手に描きためのトレーニングも行う必要もあると感じている。 

 

長期目標 

 来年度も遠隔授業は続き、ICTを使った教育が盛んになると思われる。特に小学校では電

子教科書・電子黒板はもちろんのこと、タブレットの使用も当たり前になるため、実践を中

心として児童に学ばせる授業である「家庭科」「生活科」については、効果的な場面と使い

方を検討していきたい。 

 「生活支援技術Ⅳ」では、高齢者の知的レベルが高くなっていることを踏まえ、“文化に

関する教養豊かな介護福祉士”を養成していきたい。 

 

 

7.添付資料・参考資料 

 次頁以降に、授業で使用したワークシート（これまで述べてきた内容に関するもののみ）

を、科目ごとに示す。 


