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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

今若い世代を中心に「エシカル消費」が共感の輪を広げています。この「エシカル」と
いう言葉。ご存じの方はどのくらいいらっしゃるでしょうか？エシカルとは英語の
ethical（倫理的、道徳的）をそのままカタカナに置き換えた言葉です。
日本でエシカルという言葉が聞かれるようになったのは2009年ごろからで、当時から日
本でエシカル消費の実態調査を行っている（株）デルフィスでは、エシカルを「人・社会
や地球のことを考えた『倫理的に正しい』消費行動やライフスタイルを指します。エコだ
けでなく、フェアトレード（社会的・経済的に立場の弱い生産者に対し、公正な賃金や労
働条件を保証した価格で商品を購入すること）や社会貢献等も含んだ考え方ⅰ」と定義し
ています。
言い換えると、自分の都合だけでなく「気候変動をはじめとした地球環境問題と貧困国
におけるグローバルな社会との共生」を暮らしの中で重要視する消費のことです。このエ
シカル消費の広がりは欧州で始まりました。今から四半世紀前の1989年には英国で消費面
から地球環境や途上国支援など「倫理的に正しい消費」を広める専門誌の『エシカルコン
シューマー』が創刊され、1998年にはエシカル・トレーディング・イニシアチブというエ
シカルビジネスの協会も発足しました。その流れは大陸にも広がり、パリでは2004年にエ
シカルファッションショーが開催されています。
そして2000年代後半には北米や日本にも広がり始めます。2011年に日本語訳が発行され
た世界的なマーケティングの専門家の著作『スペンド・シフト』ⅱは米国の消費動向につ
いて「世界最大の消費経済を築いた需要は、今ではより多くではなく、『よりよく』を望
んでいる」ことを指摘しています。
先述した（株）デルフィスが日本のエシカル実態調査を2010年から継続的に行っていま
す。2014年８月に実施された4回目の調査ⅲによると、エシカルの認知度はわずか12％。
エコの認知度91％、フェアトレードの47％に比べ、エシカルは市民権を得ていません。し
かしエシカルの意味を説明すると、興味があると回答した人は全体の45％に上がります。
因みにフェアトレードとは「開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入するこ
とにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指ざす『貿易の
しくみ』」ⅳで、購入が児童労働や貧困撲滅につながると期待されます。
　エシカル消費の特徴
先の第４回調査によると、何らかのエシカル活動を実践している人は21.0％でした。具
体的な実践内容は「レジ袋を断る、電気をこまめに消す等」のエコ行動が65.4％、「環境
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に配慮した商品を購入する」が45.9％、「フェアトレードの商品を購入する」が26.0％でし
た。
これだけを見ると1970年代からあるエコやフェアトレードと同じに見えるかもしれませ
ん。従来のエコやフェアトレード商品は、環境や社会的意義優先で、価格やデザイン・機
能はこの次でした。環境ＮＰＯなどが「活動」の一環としてエコやフェアトレード商品を
扱っていたのです。活動なので、「環境保全や開発援助など正しいことだから、ファッショ
ンやデザイン性は必要ない」という発想があったように思えます。
筆者自身80年代の学生時代からエコ派でしたが、エコ商品のダサいデザインは不満でし
た。これでは当然「環境」や「人権」派のごく一部の消費者にしか売れません。
しかし、今回のエシカル消費はコンセプトが異なります。パリのファッションショーが
火付け役になったように、デザインやファッション性が特徴です。今巷で話題になるエシ
カル商品には、環境に配慮した素材―間伐材・オーガニックコットン・有機食材・地産地
消型の素材など―を使った家具・衣料・雑貨・加工食品や、フェアトレードのバッグ・雑貨・
衣料、鉱山の採掘現場での児童労働や環境汚染防止に配慮した貴金属を使ったエシカルジュ
エリーなどがあります。
　エシカル商品の現状
エシカル商品の担い手は若い世代です。彼らは過去のエコ製品やフェアトレード商品に
は共感しません。自分のライフスタイルや美学も大事にするので、製品の基本機能の充実
とデザイン性ファッション性を重視します。消費者が店頭で「オシャレ」「かわいい」と
手に取ったら、背後にはエコや人権配慮の素敵なストーリーがあった、という意外感とお
得感が今の若い消費者を引き付けています。例えば若者の間で人気の高いバッグ販売のマ
ザーハウス。創業者の山口絵里子氏が最貧国のバングラデシュに留学時、特産品の麻
（ジュート）がコーヒー豆袋など低付加価値はものにしか使われていない、現地の皮のな
めし技術は高いのに欧州の高級ブランドの下請けでしかない現状をみて2006年に24歳で起
業し、途上国発のブランドバッグの製造販売を開始しました。わずか９年弱で直営店を日
本国内に１５店舖、台湾に３店舗運営しています。
バッグに並んで人気が高いのがエシカルジュエリーです。ジュエリーの素材である金や
プラチナなどの貴金属やダイヤモンドなどの貴石は、アフリカやアジアなどの鉱山から採
掘されますが現地の労働条件は奴隷労働にように過酷です。また高価ゆえにしばしば紛争
の原因となります。レオナルド・ディカプリオ主演の映画「ブラッド・ダイヤモンド」を
ご存じですか？内戦が続いていたシエラレオネ共和国を舞台に巨大なダイヤモンドを強制
労働で採掘させ紛争の資金源とねらう人たちの実話に基づいたサスペンス映画です。
こうした強制労働・児童労働や紛争ゲリラとは無縁な鉱山で採掘されたものやリサイク
ルされた貴金属や貴石を使ったジュエリーをエシカルジュエリーといいます。
日本のエシカルジュエリーの草分けに2009年に創業したＨＡＳＵＮＡがあります。創業
者の白木夏子氏は英国で開発問題を勉強中インドの鉱山採掘現場の貧困生活を知り開業を
決意。創業５年もたたないうちにファッションで有名な伊勢丹新宿本店のジュエリーコー
ナーに出店を果たしました。ジュエリーなので高価ですが、一生の幸せの証となる婚約指
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輪や結婚指輪には「血塗られた」宝石ではなくエシカルなものを、と考えるカップルが支
持しています。オシャレなエシカル商品は「フェアトレード」を売りにせず、デザイン性
や機能性で顧客を引き付け、貧困撲滅という創業者の志がさらにファンを増やしています。
なお衣料についてはオーガニックコットンは世代を超えて既に市民権を得ています。
オーガニックコットンが大事なのは、一般の綿花栽培が大量の農薬や化学肥料を使ってお
りⅴ、コットン農家の健康被害と土壌の汚染という環境破壊の元凶になっているからです。
他のエシカル衣料としては、化学染料を使わない草木染や、地方の伝統的な織物や、国産
の和綿や絹を使った服や小物などの技術を活用してデザインを高めた商品が人気を集めて
います。
一方でコンビニやスーパーで手にする日用品でも、フェアトレードコーヒーやチョコ
レートなどでエコ商品の認証マークのついた商品の扱いが増えています。
今では、エシカル商品で行う結婚式・披露宴―エシカルウェディングもウェディング雑
誌に特集されるなど関心を集めています。まず結婚指輪はエシカルジュエリー。ドレスに
はオーガニックシルクやコットン、あるいはトウモロコシを原料にしたポリ乳酸などのエ
コ素材を天然草木染で染めたエコドレスがあります。また卓上には石油原料のパラフィン
ではなくミツバチの巣の蜜蝋を使ったオーガニックなキャンドル。パラフィンを使わない
ので、消えた時に黒いにおいのある油煙が出ません。花嫁のブーケには野の花やフェアト
レードの花。お料理や引き出物には、オーガニックやフェアトレードの食品やオシャレな
雑貨。復興支援や地域創生につながる食材もいいでしょう。新郎新婦のエシカルな思いは、
エシカルを知らない列席者にも印象深く残るはずです。こうした話を女性にすると大抵目
を輝かせ、既婚女性も「もう一度やるなら、エシカルで～」と異口同音におっしゃいます。
ではエシカル商品市場は、どのくらい伸びているのでしょうか？代表例として世界的な
フェアトレード認証団体の Fairtrade International の統計をみてみましょうⅵ。2011年の
世界市場は、前年比12％増の49.16億ユーロ（2011年末為替で約4916億円）で、2004年か
ら８年で６倍弱に拡大しました。世界市場4916億円に対して日本市場は2012年で72億8800
万円と極めて小さい市場です。ただし伸びは高く2010年の37億円に対して2年でほぼ倍増
です。内訳は、重量ベースでコーヒーが８割、残りがカカオと紅茶です。
これは単一の認証ラベルの市場での伸びです。他のフェアトレードの認証ラベルや、オー
ガニックや森林や海洋資源保護などの認証ラベルをまとめたエシカル市場全体の統計はあ
りませんが、市場全体も高いペースで拡大していると推測できます。
　消費概念の変遷
こうしたエシカル消費は1990年ごろから始まっていますが、これは一過性のブームなの
でしょうか？私は今後の消費の在り方を変える兆しと思います。90年代とは地球サミット
がブラジルのリオで開催され、地球環境問題の深刻化や途上国の貧困問題を国際社会が人
類の課題として認識し始めた時期です。無限の地球を前提とした大量生産、大量消費、大
量廃棄は持続可能ではないと気づき始めた時期です。
実は歴史的に見て今日の「消費」という概念は生まれてから150年にも満たないのです。
消費先進国の米国でも「…1880年までにはかなりの家庭が鋳鉄製ストーブを備えていた。
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しかし、ほとんどの人は依然として食物の一部を栽培するか、農家から直接購入して済ま
せており、衣料はほとんどすべて自家製であった。」のです。ただし「その後の30年間に、
住む地域や階級を問わず、アメリカ人であれば、だれもが工場で生産された、食品、衣類、
洗剤、家具を購入し使用するようになった。家庭や小規模な職人の仕事場では作られたこ
とがなかった練り歯磨き、コーン・フレーク、チューイング・ガム、安全カミソリ、カメ
ラが、新しい習慣の物質的基礎となり、古い時代からの隔絶を表した。」ⅶという状況であっ
たようです。当時の米国は、地域単位の自給自足型経済で、小売商がその担い手でした。
彼らは農家や顧客を良く知る地域の名士でもあり地元の生産品を、地元で売る相手を見て、
現金、掛売りや物々交換で商売していました。しかしその後大資本が大量生産設備や鉄道
網など輸送網が整備されて作り手と消費者の距離が出来ます。また消費者が自分が好きな
だけ商品を選ぶスーパーマーケット、現金不要のクレジットカードや、買い物をレジャー
にしたショッピングモールが出現。テレビなどのマスメディアを駆使したマーケティング
が発達し、自分の都合だけ考えて買うという消費者層が出現します。
私たち日本の暮らしもそうです。振り返ってみると、私たちが購入している、味噌、梅
干し、漬物、お節料理などは、昭和の中期ごろまでは、自宅で作る人が少なくなかったで
しょう。お茶もペットボトルで買うのが当たり前ですが、これも20年ほど前には茶葉を買っ
て自宅で淹れるものでした。ほんの100年ちょっとほど前まで、私たちは衣食住の基本を
自給するか地域の中で取引して賄ってきたのです。言い換えると私たちの先祖は、どこで
だれが収穫あるいは作ったものかその出自がわかるモノに囲まれて暮らしてきました。そ
ういう暮らしだと、裏山に生えてくるきのこや山菜を今年採りすぎれば来年は採れなくな
ります。川を汚染したら夕食で食べる魚が食べられない。家具や鋤・鍬など村の職人が作
るモノを不当に値切れば村の人間関係に支障をきたします。履き古した草鞋は田んぼの肥
料に、古着は子供の着物に仕立て直し、最後は雑巾になるまで活用しました。そして「米
粒を捨てたら目がつぶれる」となんでも大事に使用・消費するのが当たり前でした。つま
り作り手やお天道様に感謝し、「おかげ様」で暮らしている、そんな感覚で地域に溶け込み、
モノを食べたり服を着たりしていたのではないでしょうか。
一方現在はコンビニ、スーパー、デパート、ネットを通じてなんでも買える時代。それ
も中国や東南アジア産の衣料、アフリカの魚介類、欧州の化粧品、豪州の牛肉、南米の野
菜、だれがどうやって作っているのか知る由もない『匿名のもの』です。消費者は神様と
して、メーカーや小売業者のブランドを見て、実際は誰がどうやって作ったかは知らない
ものを選別し、消費します。そこではより安い良いものを買うことが賢い消費者と言われ
消費のおかげで作り手や売り手があるのだという意識です。また消費後の廃棄物は、仕訳
さえすればほぼ自治体や企業が処理してくれます。
現在の経済では、商品が店頭に運ばれてくるまでの長いプロセスと私たちが使い終わっ
た後のごみ処理過程を切り離した「消費」プロセスだけが消費者に提供されているのです。
高度成長時代にはこうした「分業」はモノを沢山作るため経済的に合理的でした。しかし
人には、不便でも自分の暮らしに密着したモノは出自を知りたい本能があるのではないで
しょうか？生協の産直活動は70年代から息長く続いていますし、地元の特産品や野菜の直
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売場のある道の駅は人気です。そう考えるとエシカル商品への関心の高まりは、昔の自給
自足に近い生活にはもどれないが、せめて消費する際にはモノの誕生から終わりまでのモ
ノ語りに寄り添いたい。そういう潜在的な願望の表れのように思えます。
　エシカル消費を身近にするエシカル消費教育
エシカル消費について教える場合、教える側が現在のグローバル経済の複雑さを知るこ
とが大切です。グローバル経済の複雑な仕組みについての本は少なくないですが、身近な
商品について書いたノンフィクションの「あなたのＴシャツはどこから来たのか？ⅷ」
「チョコレートの真実ⅸ」などはサプライチェーンがどういうモノか理解が深まります。
個別のエシカル商品の資料や情報はエシカルに関する認証団体や業界団体、ここで紹介
した企業などがそれぞれサイトなどに掲載しています。認証はエコ、オーガニック、持続
可能な森林認証（ＦＳＣ）、持続可能な漁業（ＭＳＣ）など含め多数あります。ＮＰＯの
サイトでも情報は増えています。例えば児童労働廃絶を掲げるＮＰＯ法人のＡＣＥは、森
永製菓と協働でフェアトレードチョコを推進し、学生向けの教材なども充実しています。
大企業でもエシカル商品を扱い始めました。イオングループは日本の大手小売として初
めてフェアトレードコーヒーを2004年から扱っています。しかしまだわずかな取り組みで
す。大企業は利益中心だからしょうがないと思われるかもしれません。しかし大企業も一
枚岩ではなく、熱心なエシカル商品推進派はいます。しかし壁があります。「エシカルは売
れない」という営業の壁、調達コストが上がるという調達の壁などです。私は2014年に大
企業の担当者によるエシカル消費拡大の勉強会「5％じゃ、だめですか？プロジェクト」を
主宰しました。この報告書ⅹ、エシカル商品を導入の課題など企業の実態がわかります。そ
こで、エシカル消費を、生産者への「おかげさま」の気持ちを持つ消費とも定義しました。
今まで消費者教育というと消費者の権利確保に主眼が置かれてきました。確かに悪徳業
者から知識の無い消費者を守るのは大事なことです。しかし大量生産大量消費大量廃棄の
主役は企業と消費者です。企業は消費者が買わないものは売りません。企業に環境経営な
どの社会的責任があるなら消費者にも社会的責任があります。エシカル消費はその一歩で
す。でも食品や衣料をすべてエシカルにしたら金もかかるし、選択肢も少なくて大変です。
気楽にできることから始めるのが大事です。例えばチョコレートを買うなら５回に１回は
フェアトレードにする。美味しければ２回に増やす。美味しいモノを食べオシャレを楽し
みながらも、地球環境や途上国の子供のことも考え、彼らのおかげ様であると感謝する、
そうしたスマートでエシカルな未来の消費の育成に期待しています。

ⅰ （株）デルフィス「第2回エシカル実態調査」
ⅱ ジョン・ガースマ、マイケル・アントニオ共著、有賀裕子訳『スペンド・シフト』プレジデント社　ｐ38
ⅲ （株）デルフィス　「第4回エシカル実態調査」
ⅳ 代表的なフェアトレード認証団体である、NPO法人「フェアトレード・ラベル・ジャパン」のウェブサイトより
ⅴ  日本オーガニックコットン協会によると世界の耕地面積の2.5％を占める綿花栽培で使われる農薬は世界の6.8％（2008
年時点）にのぼる。http://www.joca.gr.jp/about_oc/aboutoc_05.html

ⅵ http://www.fairtrade-jp.org/
ⅶ スーザン・ストラッサー著・川邉信雄訳『欲望を生み出す社会』東洋経済新報社　ｐ4
ⅷ ピエトラ・リボリ著　雨宮寛＋今井章子訳　東洋経済新報社
ⅸ キャロル・オフ著　北村陽子　訳　英治出版
ⅹ http://www.sustainability-fj.org/pdf/141225.pdf
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

はじめに
「消費者教育の推進に関する法律」の施行により、消費者市民教育に取り組む機運が高

まってきている１）。家庭科教育において、「公正」かつ「持続可能な社会」の形成に積極
的に参画できる「消費者市民」を育てるために、子どもたちに何を学ばせ、どのような力
を育成すればよいのだろうか。
平成20年1月に公表された中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」の中で「子どもたちに、（略）社会生
活を送る上で人間として持つべき最低限の規範意識を、発達の段階に応じた指導や体験を
通して、確実に身に付けさせることが重要である。その際、人間としての尊厳、自他の生
命の尊重や倫理観などの道徳性を養い、それを基盤として、民主主義社会における法やルー
ルの意義やそれらを遵守することの意味を理解し、主体的に判断し、適切に行動できる人
間を育てることが大切である。」（下線筆者）と示され、現行の学習指導要領では法や道徳
教育の充実等が図られた。
家庭科教育においても衣食住生活に関連する法律や生活上のモラルやマナーなどに焦点
を当て、人間としての尊厳、生命の尊重、倫理観などの道徳性を養う学習が展開できる。
家庭科では、これまでにも個人の暮らし力（生活力）を高め、かつ環境や弱者に配慮でき
る消費者（生活者）を育成することを重視してきた。それらに加え、「公正で持続可能な
社会」の形成に積極的に参画できる「消費者市民」の育成、つまり個人と社会の両者に焦
点を当てた「消費者市民教育」の必要性がクローズアップされたことになる。
本稿では、規範意識や生命の尊重、倫理観、道徳性に注目し、消費者市民社会の構成員
にはどのような資質や能力が必要なのかについて述べることを通して、エシカルコン
シューマーが果たすべき役割を考えてみたい。
１．消費者市民教育とは
消費者教育は、「被害にあわないための教育」と狭義に捉えられていた部分もあるが、
今までにも各自が消費生活に関する知識や技能を身に付け、それらを活かして、豊かで安
心・安全な暮らしを営むことができる資質と能力を育むことを目指してきた。日本消費者
教育学会編『新消費者教育Q&A』では、消費者教育を「消費者が商品・サービスの購入
などを通して消費生活の目標・目的を達成するために必要な知識や態度を習得し、消費者
の権利と役割を自覚しながら、個人として、また社会の構成員として自己実現していく能
力を開発する教育」（下線筆者）としている。
一方、消費者市民教育とは、1980年代にカナダで考案され、欧米に広がり、近年、日本
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でも使われている用語であるが、その概念は従来の消費者教育にも含まれているものであ
ると筆者は理解している。「消費者市民」とは、これまでの消費者行政からイメージされ
るような消費者像ではない、アクティブな消費者であり、生活者や市民の意味あいが強調
されたものである。北欧諸国の呼びかけで生まれたコンシューマー・シティズンシップ・
ネットワーク（CCN）は消費者市民を次のように定義している。

つまり、「消費者市民教育」とは、国際的視野にたった社会システムの改善、創造の担
い手となる能力を育むことを目指し、消費者市民の消費行動においては、倫理的、環境配
慮的なふるまい、選択が期待されていることが読み取れる。
言い換えるならば、グローバル化が進展する社会に生きる消費者は、国際的な視野を持っ
て自ら考え、選択し、行動できる力が不可欠である。世界中に張り巡らされたネットワー
クや情報と上手くつきあい、被害を事前に防止するだけでなく、健全な経済社会の発展を
けん引する消費者であり、質の高い市場を形成する消費者であるために、「質の高い判断力、
意思決定能力」を備えていることが必要であり、このような「消費者市民」を育てること
が「消費者市民教育」に求められていよう。さらに消費者市民として、日常生活の様々な
場面で「生命の尊重、地球環境への配慮、人権の尊重、共生」などの発想に立って意思決
定し、行動するためには、「法的・倫理的・道徳的なものの見方や考え方」が重要であり、
倫理観や道徳性といった資質は不可欠となる。では、倫理的な消費行動とはどのようなも
のなのか、その具体的な事例を次に述べる。
２．倫理的消費行動とは
2011年６月、世界で1000番目に熊本がフェアトレードタウンに認定（アジア初・日本初）
されるなど、日本は、倫理的消費の先進国とはいえない状況にある。店頭に並ぶフェアト
レード商品やオーガニック商品などの数もあまり多くはない。
例えば、オーガニックコットンは、価格は高いが人と環境にやさしい。化学肥料や農薬
などをなるべく使わず栽培している。牛糞から堆肥を作ったり、遺伝子組み換えでない種
をまいたり、殺虫剤を使わない、染色しない（化学薬品や大量の水を使わない）、栽培に
携わる労働者を搾取しないなどである。しかし、このような生産過程や生産者などの思い
を知らずにオーガニックコットンを単なる「高級品」と理解している消費者も多数いる。「生
産」と「消費」がかけ離れ、生産過程がブラックボックス化した現代社会においては、消
費者が「知る努力」をしないと見えてこないもの、知ることができないものが増加し、「見
えない」生産過程に「無関心」になってしまっているのかもしれない。倫理的な消費行動
を取るためには、まずは「関心」を持つこと、そして安さの裏側にあるものをはじめ、物
事の背景や本質を見る洞察力、消費生活に関連した専門的な知識を得る努力をすることも
重要である。
しかしながら、寄付文化２）やチャリティ度が低い日本において、今日のように被災地
支援を目的とするものや、生産者に共感し、特別な思いを持って購入するというような消
費行動がこの数年広がりつつあることは、大きな変化と捉えることができよう。なぜなら
そのような商品を扱う店舗や購入できる仕組みが増加し、消費者が入手しやすくなったか

消費者市民とは、倫理、社会、経済、環境面を考慮して選択を行う個人である。
消費者市民は、家族、国家、地球規模で思いやりと責任を持って行動を行うこと
で、公正で持続可能な発展の維持に貢献する。
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らである。
一例を挙げれば、認証ゴールド３）を使ったジュエリーを販売するブランドが注目を浴び、
有名な高級ブランドが認証ゴールドを採用するなど、原材料の「責任ある調達」に取り組
むジュエリー業界の新しい動きがある。倫理的消費の広がりは、消費者、事業者の双方が
関心をもつことによって加速するため、今後このようなエシカル事業者や購入できる「仕
組み」が増加することを期待したい。
一方、私たちの日常生活の中で、食べ物に関心を向け、食の持続可能性の視点から、「養
殖」や「遺伝子組み換え」などの問題を考えることや、資源の持続性を考慮し、衣服に対
する考え方を「所有」から「共有」に変えること、これらも倫理的消費行動に含まれる。
このような持続可能な循環型社会・低炭素社会の構築に結びつく購買・消費行動やライフ
スタイルは、消費者の「社会的責任の自覚」の表れと捉え、倫理的、環境配慮的なふるま
い、つまり、倫理的消費行動ということができる。
大量生産、大量消費、大量廃棄の持続不可能な構造を根本から見直し、できるだけ「買
わない」という選択、買うものを最低限におさえ、買ったものはできるだけ大切に使うと
いう価値、情報を正しく読み解き、事実を正しく認識、理解するための「知性」や「感性」
なども倫理的消費行動を取る「消費者市民」に必要となる。悪質な事業者が淘汰されるよ
うな社会をつくる「正義」や「勇気」も求められる。プラス面とマイナス面、物事の両面
を見て、相対的に判断できる力やバランスの取れた意思決定ができることも重要である。
以上述べたような、環境や人権、共生などの観点から社会的な責任を自覚し、自らの消
費行動の変革だけではなく、アクションを起こす（社会システムを改善・創造できる）消
費者を「エシカルコンシューマー」と呼び、倫理的消費者の消費行動を倫理的消費行動と
定義したい。
３．エシカルコンシューマーの役割
エシカルコンシューマーの役割を国際消費者機構（CI）が提唱した「消費者の権利と
責任」から考えてみたい。これらの項目は、消費者市民社会の概念に通じるものがある。

消費者が自らの権利を守るために果たすべき責任として、５項目が挙げられているが、
これらから具体的な行動例を示し、エシカルコンシューマーの役割を述べる。
①批判的意識を持つということは、物事や情報に「疑問」や「関心」を持つことであり、
例えば身近な食品、商品が、どこでどのように作られているのか、与えられている情報は
本当か、などということに関心を持つことである。表示をしっかりと見てから購入するな
どもこれにあたる。②主張し行動するとは、公正な取引が実現されるように主張すること
であり、注意して表示を見るだけではなく、消費者を惑わせるような表記を見抜くこと、
被害にあったら相談機関に報告し、被害の拡大を防止したり、偽装表示や誤解を与える表
示を通報したりすることなどである。③社会的弱者への配慮とは、まさに児童労働や人権
に配慮した行動を取ること、また、その人権に配慮した行動とは、購入時のみならず、消

消費者の権利：①生活のニーズが保障される権利②安全への権利③情報を与えられる権利④選択
をする権利⑤意見を聴かれる権利⑥補償を受ける権利⑦消費者教育を受ける権利⑧健全な環境の
中で働き生活する権利消費者の責任：①批判的意識を持つ責任②主張し行動する責任③社会的弱
者への配慮責任④環境への配慮責任⑤連帯する責任
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費や廃棄の段階まで見通すことが必要となる。④環境への配慮とは、環境に負荷を与えな
いライフスタイルを実践することであり、不要な包装を断ったり、ごみの分別を行ったり、
生活のあらゆる場面で環境に配慮することはいうまでもない。先に述べた認証ゴールドを
使用したジュエリーを購入することは、③の金鉱山で働く子どもや④の環境に配慮した消
費行動である。自らが身につけるものの「生産地の問題」について関心を持つことで、公
正でない価格で安く買い叩かれたものを買わない消費者になることができる。⑤連帯とは、
団結して消費者市民社会を構築することや、消費者団体などで活動することである。消費
者市民が連帯して、行政や事業者の意識・行動を変えることも可能である４）。
４．持続可能な開発（発展）のための教育（ESD）と消費者市民教育
ところで、「持続可能な開発のための教育」（ESD）の世界会議が昨年、日本で開催さた
ことはご存じだろうか。「持続可能な開発のための教育」（ESD）は、2008年頃から文部科
学省が「ユネスコスクール」をESD推進校として位置づけ、支援施策を進めたことにより、
学校教育現場での認知度が少し高まった。「持続可能な開発」は、「将来世代のニーズを満
たす能力を損なうことなく、現代世代のニーズを満たすような開発」（「環境と開発に関す
る世界委員会」報告1987）と定義され、消費者市民社会を目指す消費者教育と重なり合う
教育概念である。しかし、ESDの概念に消費者教育は含まれているのだろうか。
ESDは、先進国から発展途上国まで世界中の人々が幸せに暮らせる社会をどのように
作っていくのかを自分に引き寄せて考えることを主要なテーマとし、環境学習、エネルギー
学習、防災学習、異文化（国際）理解学習などを中心に「環境・経済・社会」の統合的な
発展を目指すものである。「持続可能な消費と生産」「持続可能なライフスタイル及び教育」
などは、まさに「消費者市民教育」の目指す教育内容と合致している。ESD教育だけで
はなく、その他、環境教育や食育など「○○教育」として既に学校教育で展開されている
内容と消費者市民教育との重なりをきちんと整理した上で、それらの教育に携わっている
人々、関係機関にも消費者市民教育の視点を共有してもらうことが必要ではないだろうか。
公正で持続可能な社会実現のための「消費者市民教育」概念の共有を図り、多様な主体と
協働、連携しながら消費者市民社会の担い手を育みたい。
５．質の高い判断力、意思決定能力の育成
最後に、公正で持続可能な消費者市民社会の担い手を育成するために、どのように「質
の高い判断力、意思決定能力」を身に付けさせるこ
とができるのかまとめておきたい。
消費者市民教育では、「消費生活に関する知識を
習得し、被害にあわない合理的な意思決定のできる
消費者」と「より良い市場、社会の発展に積極的に
関与する消費者」の両者の育成を目指している。こ
のような自立した消費者であるためには、将来の
様々な場面で遭遇する課題に主体的に向き合い、自
らの力で課題解決できる実践力や質の高い判断力、
さらには適切な判断ができるための意思決定能力を
身につけておかなければならない。そのためには日
頃から広い視野で課題を捉える訓練が必要になる。

消費者市民社会の担い手を育む
「消費者市民教育」の概念図
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様々なことに関心を持つことはもちろん、多角的、複合的な視点を持つこと、主体的に判
断することなど、日常のあらゆる生活場面において、適切な意思決定を行う「習慣」を身
につけさせることが重要である。家庭科の様々な学習において、「多面的、総合的に考え
る力」や「批判的に考える力」を育むことを意識しながら、エシカルコンシューマーを育
成したい。
おわりに
学校教育で「消費者市民教育」を行う意義は、小・中・高等学校で消費者市民社会の健
全な構成員となる人材を育成することができたならば、彼らは将来、消費者の立場を理解
して行動する行政担当者や消費者の視点に立って商品やサービスを開発・提供できる事業
者等として、社会で活躍することになる。『自立した消費者・生活者の育成』のみならず、
『人や環境に配慮した原材料を用いて商品を開発し、新たな社会的仕組みを開発・提供で
きる生産者・市民』等、あらゆる立場から健全な消
費者市民社会の構築のために有為な人材を育成する
基礎を担う学校教育の役割が、ここにある。
環境教育、食育、金銭・金融教育、法教育など、
消費生活に関連する教育分野がどのように連携、協
働して消費者市民社会の形成者を育成するのか、ま
た、学校教育をはじめとして、地域、家庭、職場そ
の他の様々な場の特性に応じ、いかに育成するかと
いうことを考えることが今後の大きな課題となって
いる。家庭科教育においても様々な分野で取り組む
必要がある。
消費者市民に求められる資質は、道徳性や倫理観以外にも多数ある。環境リテラシーや
情報モラルをはじめとしたこれらの資質を備えた消費者市民を育成する教育に、領域や教
科を越えて取り組んでいきたい。

１）「消費者教育の推進に関する法律」（平成24年12月施行）では、消費者市民社会を「公正かつ持続可
能な社会の形成に積極的に参画する社会」とし、消費者教育とは、「消費者の自立を支援するために
行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動（消費者が主体的に消費者市民社会の形成
に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）」と定義している。

２）子どもたちが社会（世界）の課題を知り、自らの価値観で寄付やボランティアの支援先を選ぶこと
で、社会とのつながりを感じ、社会の一員であることが実感できるという点において、学校教育の中
で寄付、ボランティア教育を根付かせ、消費者市民教育を推進することも新しい動きになるのではな
いかと考えている。別稿で詳細を述べる。

３）認証ゴールドは認知度が低く、価格も高めである。非営利団体ARMによる「フェアマインド認証」
の金を輸入し指輪などを製作するジュエリーブランドが若者に注目されている。国際フェアトレード
ラベル機構による認証ゴールドもある。世界の金鉱山の採掘現場には、子どもが働いていたり、健康
被害や環境汚染を招く水銀が使用されている場所もあり、このような問題をできるだけ減らして生産
されたことを認証している。

４） フェアトレードが一つの選択肢ではなく、経済の本流になるよう、連帯して声をあげることもでき
る。フェアトレードだけでなく、国内の「不公正な状況」にも私たちは目を向ける必要があり、例え
ば非正規雇用労働の増加は、効率と利潤追求の結果であり、発展途上国の「買い叩き」と同じ問題を
含んでいる。

消費者市民に求められる資質
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

はじめに
2015年３月、地中海に浮かぶマルタ島に滞在する機会があり、地元の中学・高校を見学
した。地域の学校を統合して作られた新しい学校の家庭科室ではちょうど生徒たちがケー
キ作りをしていた。家庭科は昨年度まで女子のみ必修、今年度から男女共修となったそう
である。２つの調理室が同時に開講しており、ゆったりとした穏やかな雰囲気で、各クラ
ス12名程度の生徒が実習に取り組んでいた。全ての実習教科（家庭科、技術科、理科など）
は、「安全性」を重視して、１クラスを２つに分け、授業は最大16人で行うことが国の基
準となっているとのことであった。
世界を眺めると、米国をはじめ北欧諸国や英国などのいわゆる先進国、およびその影響
下にあったアジア諸国で、家庭科は15人から20人程度の少人数で教えられている。今回、
中世の面影が残り、国家財政も厳しい小さなマルタ共和国（人口42万）において、米国や
北欧と同様、子ども達の教育にこのような配慮と予算が保証されていることに大きな感動
を覚えた。と同時に、日本の家庭科との違いを考えさせられた。日本の、１クラス40人を
基準にした実習体制は、世界の基準とは大きくかけ離れたものである。子ども達の学習環
境をより良く整える方向へ舵を切る、その可能性を切り拓きたいものだ。
世界の家庭科をみると、思わぬ発見があり、日本では諦めていたことが実現されていた
りする。その一方で、日本の家庭科の良さを改めて認識することもある。
諸外国の家庭科を紹介する本シリーズは、各国の家庭科の実情やその背景を知り、新た
な視点で日本の家庭科を振り返ったりする良い機会になるのではないだろうか。
第１回の本稿では、世界の家庭科を概観してみたい。

諸外国の家庭科カリキュラム
家庭科は、米国、北欧、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ドイツなどの欧米
諸国の他、韓国、香港、フィリピン、シンガポール、タイなどのアジア諸国でも広く教え
られている。また、家庭科の学習内容の解釈をより広く捉えると、カナダ、フランス、中
国など、さらに多くの国で家庭科的内容は教えられている。家庭科の目標は国によって違
いはあるが、子ども自身と家族の生活を健康かつ快適に営む知識やスキルを身につけ実践
する力をつけるという点で、共通している。
表１は、2015年現在の諸外国の家庭科カリキュラムについて、概要をまとめたものであ
る。その特徴は大きく次の４つのタイプに分けることができる。

福井大学 教授　荒井 紀子

年間シリーズ　諸外国の家庭科教育　１
諸外国の家庭科教育～全体の概要～
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①　包括・総合型　（米国、日本、韓国他）
米国では、20世紀の初めにホームエコノミクスが専門科学として成立した。その後、学
校教育としてのホームエコノミクスは職業教育（Vocational Education）に位置づけられ、
家政に関わる専門職につながる学習として発展してきた。1980年代に入ると家庭科のカリ
キュラム研究が盛んになり、これらを土台として、家庭生活の諸領域を包括的に学ぶカリ
キュラムが北米各州で提案された。現在では、教科の教育目標や学び方を定めたナショナ
ル・スタンダードが全米基準として示されている。第二次世界大戦後、米国の影響のもと
で教科を発展させてきた日本、韓国、台湾、フィリピンなどの東アジア諸国においては、
この米国で確立された包括・総合型の家庭科カリキュラムが取り入れられ、各国の文化の
もとで各々独自の発達を遂げてきている。食生活、衣生活、住生活領域の他、個人の自立
や成長、家族関係、保育、福祉、家庭経済など人間関係の学習も重視されており、家庭生
活を健康かつ快適に生活する力をつけることを目ざしている。
②　生活自立・消費者市民型　（北欧諸国）
自立と協働、平等などの理念と豊かな生活文化を有する北欧諸国（スウェーデン、デン
マーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランド）では、生活を大事にする独自の家庭
科を創り上げてきた。どの国においても、食に関わる学習が最も重視されている。食教育
に関連させながら、自立的な生活力をつけるとともに、くらしと環境との繋がりを理解さ
せ、持続可能な生活を実践できる子どもを育てることを重視しており、健康、環境、消費・
経済がキーワードである。男女ともに食や生活経営の力を育てることで、ともに働き、と
もに子育てや家事を担う平等な家庭づくりの基礎力を養っている。なお、衣生活学習のう
ち、洗濯などの被服管理をのぞき、ものづくりにかかわる学習（被服・小物製作、織り、
染め、編み物など）は、スロイドという工芸科目で学習されている。
③　テクノロジー重視型　（英国、オーストラリア他）
英国では、1988年の教育改革でナショナル・カリキュラムが導入され、その一環として、
家庭科においても、従来のヨーロッパのドメスティックなホームエコノミクスから、食と
衣服のテクノロジ―に焦点を当てた科目「デザイン＆テクノロジー」（第１～第11学年ま
で必修）へと大きな転換が図られた。これらの転換は、英連邦加盟国であるオーストラリ
アや、南ア共和国、シンガポールの家庭科などにも影響を与えている。
なお英国の場合、テクノロジー重視の改革により従来の家庭科の内容から削減された「自
分や家族」「人間関係」「健康」「消費」「生活経済」などの学習は、1990年代以降、市民性
の育成を目指して新設された必修科目「個人・社会・健康教育（PSHE, Personal, Social 
and Health Education）」や「シティズンシップ（Citizenship）」のなかで、部分的に扱わ
れている。また、近年の子どもの健康問題を背景に、「栄養のバランスをとる」「自ら料理
するスキルを身につける」ことを目ざして、2016年９月より、新科目「調理と栄養（Cooking  
and  Nutrition）」の開設が決定された。「デザイン＆テクノロジー」のもとに設定され、
今後１学年から９学年（５才～14才）まで必修科目として教えられる。
④　部分・分散型（ドイツ、カナダ他）
生活に関わる学習内容について、家庭科の名称を使わず、健康や職業関連の教科・科目
と連携させたり、学校種別に異なった扱いをしたりする国もある。
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例えば、ドイツでは基礎学校には家庭科の科目はないが、州によっては、「事実教授」「美
術・布地製作」等の科目で一部家庭科的内容を扱っている。また中等学校では学校種によっ
て異なり、いわゆるアカデミックな学校（ジムナジウム）では家庭科は開設されていない
が職業系の学校では家庭科が必修のところもある。家庭科の内容分野では被服領域が充実
している。いずれも所属する州によって相違がある。

カナダにおいても州による違いは大きく、中等学校段階で家庭科的内容を含む教科を「自
己設計」「健康教育」などの名称で設置している州と、家庭科が独立して存在する州とが
ある。但し、小学校段階では「家庭」という名称の科目が置かれていない点はドイツと同
様である。さらに、中国のように、現在、家庭科という科目名はなく、「科学」「品徳と生
活」といった科目において、一部、内容が盛り込まれている国もある。

このように、全体的にみると、特にヨーロッパ諸国で家庭科の領域が食の学習領域に収
斂化して包括性が乏しくなる傾向にあり、その一方で、米国、カナダなどでは、小学校で
家庭科の科目が無く、食の学習さえも不十分といった傾向がみられる。

とはいえ、生活問題は世界のどこでも生じており、その問題の解決を見据えると、教育、
特に家庭科学習の必要性が浮かび上がる例は様々に存在している。この点について、最近
の２つの例をあげ、考えてみたい。

生活問題の解決の必要性と家庭科への期待
１）健康な食生活への関心の高まりと家庭科の再認識

食の問題をグローバルな視点から見ると、世界は、貧困と飢餓に苦しむ開発途上国と、
飽食と肥満の問題を抱える先進国と大きく２つに分かれる。近年、後者の国々で、子ども
の食生活と健康を守る観点からの食教育の必要性への関心が高まっている。

例えば、2015年２月、カナダの CBC 放送は、「日本人に肥満が少ないのは「食」教育
に真剣に取り組んでいるから」“What’s the secret to Japan’s slender population? Serious 
eating education”というタイトルで、日本の家庭科教育を取材して紹介している。

日本には40年以上も前からマクドナルドやケンタッキーフライドチキンといったチェー
ン店があり多くの人が食しているが、それが日本人の肥満を誘発してはいない。OECD
の調査では成人の25％が肥満なのに対し、日本人は3.6％にすぎず、この健康体が保たれ
ているのは、実は家庭科教育によるところが大きい、との主張である。カナダでは、殆ど
の学校で家庭科が選択教科であるのに対し、日本では５学年から12学年まで男女共学であ
ることが報告され、東京の男子校、麻布高校での実習風景や生徒の感想に加えて、家庭科
教師、南野忠晴さんの「男女必修家庭科が日本社会へ変革をもたらしている」とのコメン
トが詳細されている。カナダの人々へ家庭科教育の再認識を促す記事といえる。

米国においても、オバマ大統領夫人が率先して子どもの健康な食生活の必要性を訴えて
おり、肥満が様々な健康障害を誘発し、本人の生活の質の低下を招くことが広く認識され
つつある。前述した英国での１学年から９学年までの「調理と栄養」の新科目の設置も、
この流れに位置づく取り組みといえるだろう。
２）生活に責任を持つ市民を育てる教育と家庭科

21世紀にはいり、地球の温暖化による自然破壊や大量生産・消費による資源の枯渇やゴ
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表１　　諸外国の家庭科および家庭や生活にかかわる教育の概要　（2015年現在）

国 科目名 学習領域や内容・方法 クラス人数
調理グループ人教

米　国 ・Family & Consumer 
　Science

・ 自己の成長、家族関係、ワークライフバ
ランス、保育、食と栄養、被服、住居、
消費、環境、資源マネジメント（時間、
金銭、人）、キャリア学習

・ 問題解決型の学習、議論・討論、グルー
プ学習を重視

・1クラス15～20人
・2～ -3人で１キッチン
（調理台）
　＊システムキチン
　    がグループ分完備
　   されている

イギリス ・Design & Technology
　（Food Technology,
　Textile  Technology）

・ デザイン＆テクノロジーは、フード・テ
クノロジーとテキスタイル・テクノロジ
ーの２科目に分かれ、食品、被服をデザ
インスキルと製造スキルの視点から学
ぶ

・ 1～9学年まで新たに「料理と栄養」が必
修となる予定（2016年９月～）

　　　　　―

・Personal Social & Health 
         Education（PSHE）
・Citizenship

・ 家族や消費・環境・生活経済などのテー
マについての学習は、「個人・社会・健
康教育」と「シティズンシップ」で一部、
扱われている。

　　　　　―

スウェーデン ・Hem-och　
　Konsumentkunskap
（家庭と消費の理解）

・ 「食品・食事・健康」「消費と経済」「環
境とライフスタイル」の3分野について学
ぶ。男女平等と生活文化の視点も盛り込
まれている

・1クラス10～15人
・2- ～3人で１キッチン

・Sjoid（手工芸） ・衣服、織り、編み物などの制作 ・１クラス7,8～15人
・１人１台のミシン
　他、織機など

フィンランド ・Katitalous（家庭科） ・ 栄養、食文化、消費、環境、家族等の内
容を、共生の理念を貫いて学ぶ

・１クラス10～15人
・2～3人で１シス
　テムキッチン

・Kasityo（手工芸） ・ 衣服、織り、編み物などについて基礎を
学ぶとともに、自由製作を重視

・１クラス7～15人
・１人１台のミシン

カナダ ・州により異なる名称 ・ 健康、生活設計、キャリアなどを中心と
した家庭科的内容

・州により異なる

ドイツ ・州により異なる名称
　例：小学校　TextisesWerk
　　　中学校　Hauswirtschaft,
　　　　　　　Textillehre

・ 小学校で、被服製作や織り、中等学校で、
服飾や家庭科的な内容を行う学校もあ
るが、州により異なっている

　　　　　―

韓国 ・実科
・技術・家庭

・ 家庭生活の理解、生活技能、生活資源と
環境管理、食生活、住生活、衣生活、家族・
消費など

・１クラス35～40人
・5～6人で１調理台

中国 　なし ・ 家庭科という科目はないが、「科学」で
栄養 ,「品徳と生活」「品徳と社会」「地
方及び学校開発課程」などで生活教育を
扱う

　　　実習室なし

参考文献　○ 各国の最新シラバス（米国、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧諸国のカリキュラ）は、
現地で入手しインタビュウで確認した。それ以外は以下の文献やネット上で入手、確認し
た。家庭科のカリキュラムの改善に関する研究―諸外国の動向、国立教育政策研究所2005
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必修・選択・
履修学年、時間数など 教科の特徴 備考

・州、群、学校毎に異なる
・中学は必修または選択、高校
　は多様な選択教科を用意。
・ 学校によっては金融などを家

庭科において必修で教える州
も有り

・ 全米の家庭科の目標・内容の指針として、
他教科と同様に、ナショナルスタンダー
ドが制定されている（1998年制定、2008
年改訂）

・ 小学校では家庭科の内容は、健康教育の
中に含まれている

・ 教科書が、個人、家庭生活の内容を
包括的に網羅し、カラフルで充実し
ている。

　 　特に個人と家族の学習が頁数も多
く、重視されている。

・1～11学年で必修 ・ デザインスキルと製造スキルについて、
初歩的なレベル１から高度なレベル８
までの学習達成度が示されている。多く
は料理課題の知識・理解・スキルを重視
した学習

・ オーストラリアも、イギリスと同様
デザイン＆テクノロジーの教育課
程。特に被服デザイン領域が充実し
ている

・ 新たな科目「調理と栄養」は子ども
の肥満や食生活問題を背景に自律的
な食生活の力をつけることを目指し
ている

・小学校は PSHE、中学校は
　Citizenship が必修

・ 自分や他者、コミュニティにおける権利
と責任や他者の尊重、ジェンダーなどの
視点を重視。市民としてのコミュニケー
ションや問題解決の力を養うことを　
目指す　　　

・5～9学年で必修、118時間 ・ 食の学習、特に調理実習と、持続可能な
生活をめざしての、「健康」「環境」「消
費者」の視点が重視されている。

・ 社会科の学習、特に7学年の社会科
は、生活についての学習（家族や結
婚、家計、福祉）が含まれている

・1～9学年を通して必修の
　「スロイド（手工芸）」で履修

・ 基本的に一人で自由にデザインや作業
のプランを練り、ものづくりのスキルを
習得するとともに、自尊心を高め、品質
を見る目を鍛える

・7～9学年で必修　114時間
　（週最低３時間135分履修）

・ 食をマネジメントする力と消費者教育、
環境教育を重視している。

・被服製作は1～6学年「手工」
（ 304時間）、7～9学年「手工芸、

技術・織物」（114時間）で学
ぶ　

・ 義務教育を通じて物づくりを楽しみな
がらスキルを習得する教科

・ カリキュラムや必修、選択配
当時間数も州により異なる。

・ 小学校は「自己設計」「健康教育」など
の中に家庭科的内容あり

・ 中学校段階では、「キャリアと自己設計」
「健康と生活設計」など家庭科的内容を
含む教科と単独の家庭科教科とがある。

・ 16州の各々で学習指導要領が作ら
れ、教育に関する事項は州に権限が
ある。

・小学校では、被服学習が必修
・ 中等学校ではハウプトシュー

レで必修か選択必修、実技学
校で選択ギムナジウム（進学
校）では無い

・ 16州の各々で学習指導要領が作ら
れ、教育に関する事項は州に権限が
ある。

・5,6年必修（週２時間）
・7,8,9年　技術・家庭必修
・10～12年　家庭、選択

・ 必修教科として、日本と同様、家族家庭
の内容を包括的に学ぶ

　　　　　　　―
　
　　　　　　　　　―

一人っ子政策のもと、過保護で生活自
立度の低い子どもの実態が近年、問題
となっており、家庭科的な学習の必要
性が注目されつつある。

 ○  Skolverket, Compulsory school, Syllabuses 2000, Revised version 2008, Sweden  ○ National Core 
Curriculum for Basic Education 2004, Finland、○ National Standard for Family and Consumer 
Science 2008 他
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ミ問題など、地球規模の課題が生まれており、それに向き合う智慧と行動力が求められて
いる。ひとことで言えば、「現在と未来の生活に責任を持つ思考と判断ができるひと（リ
スポンシブル・シティズン）を育てる」ことで、これにかかわる教育として環境教育、消
費者市民教育などの名称がつけられ、その教育の必要性が提唱されている。

ユネスコの支援を受けてノルウェーに本部を置く ”PERL” は、これらの主張を実践する
教育者・研究者のネットワーク組織であるが、その責任者ビクトリア・トーレセン氏は、
家庭科教育はこの「責任ある消費者市民」を育てるコアとなりうる教科であり、すでに多
くの実践を蓄積してきていると語っている（於：国際家政学会2015年３月会議）。最近の
例としては、アイルランドの家庭科教師グループが、「リスポンシブル・シティズン」に
かかわる様々な教材を開発し、世界に紹介する活動をしている。このように、大多数が重
要と考える教育の要の部分において家庭科が大きな働きをすることを「可視化」すること
で、この教科の可能性が、他教科や他専門の人々に伝わる取り組みも行われつつある。

諸外国の家庭科からみた日本の家庭科の特徴
以上のような世界の家庭科を概観すると、日本の家庭科の特徴が浮かび上がってくる。

それは、まとめると以下のようになるだろう。
○ 　小、中、高校と一貫して男女がともに必修で学ぶ教科として位置づけられており、

全ての生徒が、生活や家族にかかわる学習を普通教科として学ぶことが保証されている。
○ 　家庭科の項目が、家族・家庭（保育・高齢者も含む）、食生活、衣・住生活、消費・

経済・環境の大きく４つの括りで捉えられ、小・中・高校の生徒の発達段階に応じて
学習内容が系統的に整えられている。また、今日的な福祉や環境、消費などの課題に
結びついた視点から包括的に学ぶことができるよう設計されている。

○ 　学習指導要領に準拠した教科書が出版されている。複数の出版社が競合しながら内
容の刷新を図っており、生徒も教師も、生活の包括的なデータや情報を教科書から得
ることができる。

これらの優れた特徴の一方で、冒頭で述べたような、１クラス40人を単位として調理や
被服の実習を行うという状況は改善されてはおらず、多くの教師は実習に困難を抱えてい
る。また連続した授業時間をとりにくく、細切れの時間で授業を組まざるを得ない状況が
あるほか、受験教科重視を背景として家庭科単位の削減や非常勤講師の増加など、カリキュ
ラム面や環境面、人的な側面で、かかえる課題も多い。

これらの諸課題は日本独自のものなのだろうか。他国では課題はあるのか、あるいはど
う対応しているのか。新たな取り組みやカリキュラムの具体例などについても、本シリー
ズの次回以降でみていただければと思う。

参考文献
〇荒井紀子「世界の家庭科」、荒井紀子編著『新版 生活主体を育む』ドメス出版、2013、28-30　　
○ 荒井紀子・菊地るみ子「世界の家庭科」、日本家庭科教育学会編『生きる力をそなえた子どもたち

―それは家庭科教育から』学文社、2013、112-117　
○国立教育政策研究所、「家庭科のカリキュラムの改善に関する研究－諸外国の動向－」2005、他
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

１．はじめに
平成24年度完全実施の学習指導要領で示された技術・家庭科の教科の目標では、これか

らの生活を見通し、よりよい生活を創造する能力、社会の変化に主体的に対応する能力を
はぐくむ観点から、家庭分野の目標について「自己と家庭、家庭と社会とのつながりを重
視し、これからの生活を展望して、よりよい生活を送るための能力と実践的な態度の育成
を重視する」という改善が図られた。着目すべきは、目標の冒頭の「衣食住などに関する
実践的・体験的な学習活動を通して・・」の一文である。従前の目標と異なり「衣食住な
ど」の文言が加わったことで、実践的・体験的な学習の中身がより明確化されたと考える。
被服製作や調理実習などのものづくりはもちろん、生活の課題を解決するための実践とし
て「幼児とのふれあい体験」を必須とすることをはじめ、衣・食・住及び消費生活につい
ても様々な実践的・体験的な学習活動が内容の扱いに盛り込まれ、学習した知識と技術が
生徒の生活に、幅広く生かされることを重視している。

本題材では、小学校で履修した保健衛生上、生活活動上の着方を踏まえて、社会活動上
の着方を工夫できるよう指導することが求められている。着装についての興味関心を高め、
主体的な学習とするために、以前から「自分に似合う色と出会う」体験には取り組んでい
るが、社会とのつながりを重視し、これからの生活を展望しての着装となるともう一歩踏
み込んだ指導が必要であると考えた。そこで、生徒の学習への興味関心をさらに高め、衣
服の社会的役割を捉えた主体的な着装行動に結びつく効果的な学習となるよう、外部人材
を活用した授業を展開することとした。

外部人材として、「服育（服には人を育む力がある）」
を提唱し、高等学校を中心に「衣服を通して考える＝社
会性＝」などの出前授業を実践されている株式会社チク
マから社員のお二人を講師としてお招きした。繊維のエ
キスパートであり、大学と提携して服装心理学を踏まえ
た着装についての研究データ等豊富な資料を持つ外部人
材を活用することで、服装の社会生活上の役割を興味深
く学ばせたい。

２．教科書  新しい技術・家庭　家庭分野　　東京書籍 
３．題材名　「衣生活と自立」　着る目的を考えよう　　　・・・・C（１）ア
４．題材の指導目標
　　・ 衣服と社会生活とのかかわりを理解し、目的に応じた着用や個性を生かす着用を工

夫できる。

東京都新宿区立落合第二中学校　宇野 より子

授業風景１

〈授業実践事例〉
「服育」から学ぶ社会性
　 ～外部人材を活用した「着る目的を考える」授業～
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　　５．指導計画
　　○着る目的を考えよう
　　　・衣服の働きを考えよう
　　　・目的や個性に応じた衣服の選択をしよう　 ····························
　　　・洋服と和服の特徴を理解し、和服の文化を継承しよう
　　○衣服の計画的な活用方法を考えよう
　　○ミシンを使ってエコバックを作ろう
　　○ 衣服の手入れをしよう

3時間

（本時）
 
1時間
8時間
1時間

６．本時の学習
（１）　目標
    ・服装の色や柄、形によって人に与える印象が変わることに気付く。
　・T.P.O に合わせて、個性を生かした着方を考えることができる。
（２）　展開

分 学習活動・内容 指導の留意点と支援 評価の観点と方法
導
入

５
分

・ 株式会社チクマの講師の
方々の紹介を聞く。

お話：講師
・ 衣服が与える印象について

知る。

・ 講師の方に挨拶していただ
く。

・ 挨拶をきちんと行わせる。
・ 第一印象の55％は視覚情報

であり、６～７秒で決まる
ことを知り、服装の重要性
に気付く。

展
開

15
分

1 ファッションの３つのバラ
ンスを知る。

説明：講師
① TPO
・ 前時に学習した内容を振り

返った後、TPO と服の関係
について知る。

②スタイリング
・ 着こなし方のバランス、オ

ンタイムの着こなしルール
について知る。

③カラー
・ 色の持つ意味について知

る。

発問：教師
・ TPO それぞれの意味につ

いて発言を求め関心を高め
る。

・ オンタイムとオフタイムの
服装の違いを意識させる。

・ 部分のバランスと全体のバ
ランスがある事に気付く。

・ 「とめる・しめる・むすぶ」
というオンタイムの着こな
しから、制服の着こなし方
を考えさせる。

・ ８色の色を提示し、印象を
答えさせる。
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・ 日本文化と色のつながりに
ついて「冠位十二階」「団
十郎茶」などから知る。

・ 色による身分の区別や、人
の名前の付いた伝統色や原
料となる植物由来の色があ
るなど、色についての興味
を高める。

15
分

2ワークショップ
「自分に似合う色って」
・ ワークショップの方法を知

る。
・ 手順に従い、ワークショッ

プを行う。

１． ８色の T シャツを見て、
自分に似合う色を考える。

２． 班になり、８色の T シャ
ツを当て、どの色が似合
うか班員の意見を聞く。
自分が班員に感じたこと
も伝える。

３． 班の皆と自分に一番似合
う色について考える。

４． 一番似合う色の T シャツ
を着てみる。印象を話し
合う。

５． 班員全員が順に行い、そ
れぞれの似合う色と印象
についてワークシートに
まとめる。

【関・意・態】
（観察・ワークシート）
積極的に班員と協力してワー
クショップや話し合いを行っ
ている。

10
分

3衣服の色の効果
①パーソナルカラー
・ 目、髪、肌など、人がそれ

ぞれ持つ色によって似合う
色があることを知る。

② 非言語コミュニケーション
としての衣服

・ 人を強く見せる色や、理知
的に見せる色の組み合わせ
を知る。

・ 自分の色素と調和する色を
身に付けると①顔色がよく
見え、②清潔感が増し、③
全体の調和を生み出すこと
で「人に好印象を与える」
ことを、ワークショップを
振り返って確認する。

・ クイズ形式で、自分の強さ
を表す時に、①青②赤③黒
のどのネクタイをつけるか
答えさせ、興味を深め、効
果的な色の組み合わせを着
装に生かそうとする。

ま
と
め

５
分

・ カラーコーディネート学習
についてのまとめを行う。

説明：講師
・ 学習のポイントを確認し、

衣服の素材を提供する会社
の理念と消費者に対する思
いを聞く。

・挨拶

指示：教師
・ 学習を振り返らせ、理解し

たこと、気付いたこと、こ
れからの着装に生かそうと
思うことなどを記入させる。

・きちんと挨拶をさせる。

【知・創】
（ワークシート）
衣服の重要性と着装のポイン
トについてまとめ、配色を中
心とした着こなしの工夫を記
述している。

授業風景２

似合う色がイエローって言わ
れて、自分でも意外だなと思
いました。
これから私服を着る時、ちょ 
っとイエローも着てみたい
なって思います。
でも、自分の好きな色は、あ
まりに似合ってなかったの
で、ガックリしました。
自分が似合う色を知れて楽し
かったです。
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７．事後アンケートより

８．授業を通して思うこと
外部人材の活用は、生徒たちがその道のプロと出会う絶好のチャンスである。本時は、

非言語コミュニケーションとしての服装が自分の第一印象決定の要であることや、オンタ
イムにおける「とめる・しめる・むすぶ」の三つの着こなしルールの重要性など、多様な
資料を用いて他者の視点を重視した服装の社会的な効果を学ぶことができた。ワーク
ショップで他者から提示されたパーソナルカラーが意外なものであっても受け入れている
姿はほほえましく、自分の着装に生かそうとする生徒が多かったのは成果である。

統一した着方を求められる標準服の着装には課題のある生徒もいる。気持ちよく生活す
るためのマナーとしての着装が身に付くよう、引き続き指導していきたい。

授業の感想 ワークシート

○印象や着こなしについての話
・知らないことばかりだったので知ることができてよかった。
・ これから受験があって面接などもあるので服装の印象などのこ
とを聞けてよかった。
・ 着こなしは印象を良くしたり悪くしたりすることがわかりとて
も勉強になった。

・ 何となく着ていた服だけど、色だけで全然印象が違ってすごいな
と思った。

・ 今までそんなに考えていなかったけど、この勉強をして色のこと
がよくわかった。
○色について
・ 色を変えるだけで印象が全然違って面白いと思った。青や黄色と
いってもいろいろな色調があるので研究したい。

・色にもたくさん重要な効果があるのだとわかった。
・ その人に似合うか似合わないかで顔色がよく見えたりなど、色で
全然違うなと思った。

・自分が好きな色と似合う色は少し違う。
・ 自分のパーソナルカラーが分からなかったので、友達に決めても
らい有難かった。

＊上記グラフ（注）
・メラビアンの法則…アメリカ UCLA 大学の心理学者 / アルバート・メラビアンが1971年

に提唱した概念。人物の第一印象は初めて会った時の3～5秒で決まり、またその情報のほ
とんどを「視覚情報」から得ていると言う概念。

　メラビアンが提唱する概念において、初対面の人物を認識する割合は、「見 た目 / 表情 /
しぐさ / 視線等」の視覚情報が55% 、「声の質 / 話す速さ / 声の大きさ / 口調等」の聴覚
情報が38%、「言葉そのものの意味 / 話の内容等」の言語情報が7% と言われている。

・パワースーツ…パワー・タイ＝赤のネクタイ。紺色のスーツ、白無地シャツに赤いネクタ
イをコーディネートしたスタイル。ＪＦケネディ元大統領が劣勢を跳ね返して勝利した米
大統領選挙の際に取り入れたスタイルとしても有名。

Q1：「自分に合う色って？？」の中で興味を
もった箇所はどこですか。（複数回答可）

Q4：本授業の感想
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

１　はじめに
本校の家庭科は第２学年に設置され、「家庭基礎」２単位の履修である。２学年は、６

クラス編成の学年であり、１クラス平均40名で家庭科は専任教員が一人で指導している。
この他３学年に、選択科目の「フードデザイン」を設置している。

高等学校学習指導要領「家庭基礎」の「（２）生活の自立及び消費と環境」では、自立
した生活を営むために必要な衣食住、消費生活や生活における経済の計画に関する基礎的・
基本的な知識と技術を習得させ、環境に配慮したライフスタイルについて考えさせる」こ
ととされており、特に、「オ　ライフスタイルと環境」の「内容の取扱い」では「環境負
荷の少ない衣食住の生活の工夫に重点を置く」とされている。

そこで、食生活領域と消費生活や環境負荷に関わる内容について、連携した指導計画を
作成して指導することとした。本校生徒の関心は食生活領域では調理実習への学習意欲が
高いので、調理実習を基本にして、消費生活と環境を組み合わせた授業を行った。

２　指導の流れ

指導項目 指導内容及び参考教材

１ 食の安全と衛生 食中毒の発生状況、食中毒の種類とその予防
　　　　　　ＤＶＤ教材「食中毒予防」（教育図書株式会社）

２ 環境に配慮した食生活 食と環境　　環境に配慮した調理実習の前に

３ 調理を始める前に 衛生的な服装、班分け、調理室使用上の注意、実習記録のまとめ、包丁
の種類・用途と使い方、食材の切り方・名称と適する料理、道具の名称・
使い方、計量スプーン、カップの使い方等
　　　「ＣＯＯＫＩＮＧ　ＣＡＲＤＳ」全国家庭科教育協会編

４ 調理実習 ①　 ハンバーグステーキ、ブロッコリー・スイートコーンのボイル、キャ
ロットグラッセ

②　親子丼、白菜の漬物、はんぺんとわかめの吸い物
③　スパゲティボロネーゼ、コールスローサラダ、マドレーヌ

５ 環境に配慮した食生活と
消費行動

環境に配慮した食品の選択（本時）
家庭科学習後の食生活と環境に関するライフスタイルの変化について

東京都立東高等学校　石橋 和子

〈授業実践事例〉
環境に配慮した食生活が実践できる力を養う指導
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３　「環境に配慮した食品の選択」授業計画
学習項目 学習活動 時間（分） 指導上の留意点 備考

導
入

・本時の目標 ・食生活と環境に関わることを理解し、
環境に負荷を与えない食生活が主体的
な判断のもとに実践できることをめざ
す。

4

・本時の内容に関心を高め
るために、各自の考えを
数人に発表させる

 
教科書Ｐ52,110,117 
生活学
ＮaviＰ113,122,123 
プリント№１配布・本時の内容 ・食生活と環境について学習することを

知る。
・質問に対する具体例
の発表

・「食生活に関して環境を考えた行動を
したことがあるか」を考え、発表する。

展
開

・フード・マイレージ
について

・教科書、副教材で、フード・マイレー
ジの意義、概念を理解する。

6

・数人に答えを発表させる 教Ｐ52，110，117 
ＮａｖｉＰ113

・フード・マイレージ
について日本と各国
の比較

・データにより、どのような違いがある
かを知る。

・食品の安全についても、
最近の事例を参考に話
す。

プリント№１　Ｑ
1・2・3

・日本のフードマイ
レージの状況につい
ての考察

・数値が高くなることについての理由、
問題点、対策を考える。各自の考えを
プリントにまとめる。

・数分間を設定し、その中
で考えさせ、まとめさせ
る。

・発表とまとめ ・数人のまとめたものを発表し、学習内
容を共有する。

・数人に発表させる。

・地産地消の意義とそ
の食材の価値

・地産地消の意義を知り、身近な食材の
価値を知る。

9

プリント№１　Ｑ
４・５

・ハウス栽培と露地栽
培

・キュウリ、トマトのハウス栽培と露地
栽培の旬、味、栄養価の違いについて
学ぶ。

・栽培方法の違いが品質や
値段にどのように反映す
るかを知らせる。

・地産地消の食材の消
費の向上

・地産地消の食材の消費を高めるために
は、どのような取り組みをすればよい
か、考える。

ＮａｖｉＰ122

・エコ、ロハス、仮想
水（ バ ー チ ャ ル
ウォーター）の説明

・エコロジー、ロハス、バーチャルウォー
ターについて理解する。

教科書Ｐ116
ＮａｖｉＰ123

・フード・マイレージ、
地産地消と環境負荷
への影響

・日本のＣＯ２の排出量を知る。
・フード・マイレージの値を低くしたり、
地産地消の食材を選ぶことが環境に配
慮している理由を考え、プリントにま
とめる。

・ＣＯ２排出量のデータで
理解させる。

 
教科書Ｐ116
プリント№１　Ｑ
６

・有機ＪＡＳマーク付
食品、外国産食品、
国産品などについて
環境に関連した観点
から、食品選択につ
いての考察

・有機ＪＡＳマーク付食品、外国産食品、
国産品などのうち、安全、品質、価格、
国内農業の活性化などの観点から、食
品の選択について考える。
・プリントのＱ７・Ｑ８の問題を解き、
各自の答えを導くことにより、地球環
境に配慮した食品が選択できる能力を
つける。

10

・環境に負荷を与えず、安
全で適切な食材を選択す
るとはどのようなことで
あるかを考えさせる。

教科書Ｐ33
プリント№１　Ｑ
７・８

・環境に配慮した食生
活の作文

・本時の内容のまとめとして、環境に配
慮する食生活についての作文を１８０
字程度でまとめる。

15
プリントＱ９の内容につい
て作文による文字化で定着
させる。

プリント№１　Ｑ
９

ま
と
め

・本時の学習内容まと
め

・地球環境と食生活が大きく関わること
への理解と実践力について、自己評価
のアンケートに答えてまとめる。

6

・家庭科学習の前後での食
生活と環境に関するライ
フスタイルの変化につい
て、自己判断させること
で、生活実践力を高めさ
せる。

プリント№２
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４　生徒の感想より
・私たちの住んでいる日本がこんなにも環境に負荷をかけているなんて知らなくて、フード・マイレージや仮想
水という言葉を初めて知りました。今までは食生活と環境のことはあまり考えたこともなかったのですが、授
業をとおし、水を節約するエコバックを持ち歩くなど、私にできることから始めようと思った。
・日本がこんなにフード・マイレージが高いとは全く思いませんでした。普段適当に買い物をしていたが、それ
がこのような高いフード・マイレージとなってしまったのかと思います。これからはしっかりと食品選びをし
てしっかりとした食生活を送っていきたいです。
・私は今まで、生きるための食事、と考えていました。それも大切なことですが、食生活が、日本や他国、地球
の環境に関わっていくことを改めて知ることができました。安全で安心という考えで国産を選んでいましたが、
今ではフード・マイレージのことも考えるようになりました。また、料理をするときも食材を無駄にしないで、
より良い環境づくりをしていけたらいいと思います。
・食生活の全部を母親に任せてきてしまったけど、家庭科でたくさんのことを学び、考えてからは、食料を無駄
にしない料理を一緒にしたり、環境に優しい商品選びをするようになりました。ちょっとしたことでも環境を
守る手助けになるなら、実践していきたいです。
・自分で料理をしようとして買い物の時、量や国産かまで見るようになった。以前は値段の安さ重視だったが、
最近ニュースで食べ物への異物混入があるので注意している。
・以前の私は「食材の安全性」の点だけから国内の食材を選んでいた。しかし今では「環境への負担を軽減させ
る」という点からも食材を選ぶようになった。
・私達が環境のためにできることは簡単なことなので、実践できるし実践しようと思った。
・なるべく国産のものを買ったり、食べたりすることが重要なことに気づいた。
・調理実習によって、料理への関心が高まった。水や電気を節約するようになった。
・エコバッグを使うようになった。忘れても、買ったものが少なかったら、手で持ち帰る。
・外出の時は常に何かしらのバッグを所持している。火の加減やオーブンの温度を気にかけるようになった。食
べ残しが減少した。
・自分は特に水、ガス、電気などのライフラインの使い方の考え方は変化したと思う。それは、今までは気にせ
ずにつけっぱなし、流しっぱなし、開けっ放しなど、やりたい放題だったが、節約するように変化した。
・家庭科の授業の前と後では自分でもわかるほど意識が変わった。
・買い物をするとき袋をもらわないようにしたり、料理など手伝いできることが増えた。
・日本の食料自給率の低さに驚いて、向上につながるよう、国産のものをなるべく購入するように心がけるよう
になりました。
・自分で料理をする際、水を流しっぱなしにしないなど冷蔵庫はすぐ閉めるなど節約するようになった。
・自分の持っているバッグに買ったものが入るときはレジ袋などをもらわなくなった。
・食に対しての関心をもつようになり、料理に興味がわき、消費期限や原産国をしっかり意識するようになった。

＜資料プリント＞
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５　授業後の考察・今後の課題
食品の選択では経済性を判断基準にするケースが多いなか、フード・マイレージ、地産
地消、バーチャルウォーターが CO2排出や温暖化など地球環境への負荷に影響すること
を今回の授業で指導したので、食品の選択に新しい判断要素を加えることができた。
「環境に配慮した食品の選択」の授業を実施した結果は次のようである。今回は調理実
習③のスパゲティボロネーゼでのスパゲティとにんにくについての食材選択を質問した。
配布プリントのＱ７では、Ａ「オーガニック表示マーク付スパゲティ　イタリア産小麦
粉使用300ｇ入　430円」とＢ「スパゲティ　イタリア産小麦粉使用500ｇ入　560円」の食
品でどちらを選択するかの問いでは、Ａを選択した人は67％で、安全、価格（Ｂとの差は
少額）、有機ＪＡＳマーク付が選んだ理由として多い。Ｂを選択した人は33％で「量が多い」
「価格が安い」を理由に挙げている。
Ｑ８では、Ｃ「有機ＪＡＳマーク付の中国産ニンニク50ｇ　220円」とＤ「青森県産に
んにく（50ｇ入　250円）」との食品選択ではＤを選んだ人は92％であった。理由として、「国
産は安全で信用できる、フード・マイレージが低く、環境への負荷が少ない、地産地消を
進める、国内農業の活性化」をあげていた。学習の成果が見られた。Ｃを選んだ人は8％
であり、その理由は「マーク付なので安心できる、値段が少々安い」であった。
　「家庭科学習後の食生活と環境に関するライフスタイルの変化について」では、「安全・
安心な食生活への関心・意欲」「安全・安心な食材の選択」では、「ほぼ該当する」と答え
た生徒が各々48％で、「少し該当する」を含めると、各々93％で意識はあり実践もしている。
安全・安心な食材の選択の実践度を高める指導が、さらに必要である。「食材を無駄にせ
ず食材を廃棄しない（65％）、フード・マイレージを低減する（56％）、水を節約する（66％）、
ガス・電気などエネルギーを節約する（65％）、安全・衛生的で能率的な料理作業をする
（51％）」では、「ほぼ該当する」と答えた生徒（（）内の数字）が多く、「少し該当する」
を含めると各々99％、75％、99％、94％、87％であり、実践度が高い。今後はさらに多く
の生徒が実践するように指導していきたい。
「ハウス栽培より露地栽培の食材を選択する（38％）、有機ＪＡＳマーク付食品を選択
する（41％）、仮想水（バーチャルウォーター）を減らす（39％）」では「あてはまらない」
と回答した生徒（（）内の数字）が多かった。ハウス栽培と露地栽培では、店頭に並ぶ食
材のうち、ハウス栽培と露地栽培のものを見分けることは困難であることが多く、知識と
実際の場面のつながりがもちにくい状況がある。生鮮品の産地直売のような場面で学んだ
知識が生かされる。また有機ＪＡＳマークについては、有機ＪＡＳマーク付であっても中
国産にんにくであったため、安全性への信ぴょう性に疑問を抱いた生徒がいた。価値判断
が分かれるところである。仮想水ではより丁寧な説明と、指導の工夫で理解を深める指導
が今後必要である。
「環境に配慮した食生活への関心・意欲」は「ほぼ該当する」「少し該当する」が86％で、
意識はもつが、「環境に配慮した食生活の実践」では、「ほぼ該当する」「少し該当する」
で実践している生徒は81％である。環境に配慮した食生活を営む生徒がさらに増えるよう
に今後も指導を改善していきたい。
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

１　はじめに
高等学校「家庭」学習指導要領では、持続可能な
社会の構築に向けての実践力を身に付けることが重
要とされている。生徒たちは環境問題に関心はあっ
ても、実生活での実践には至っておらず、行動の変
容は難しいと感じていた。主体的な行動ができる実
践力を育むためには、批判的思考力や他者と協働す
る力などが必要である。このような生徒の実態を踏まえ、以下のような指導を行う。
○ 知識構成型ジグソー学習を取り入れ、それぞれの役割を遂行し、他者と協働しながら
コミュニケーションをとることで個々の価値観が形成され、課題についての理解を深
めることができる。

　 →「持続可能なライフスタイルの提案」の課題解決のため、衣生活・食生活・住生活
消費生活の４分野に分かれ、担当した調査の後（エキスパート活動）、調査した資料
や自己実践を持ち寄り、学習グループで活動する。（ジグソー活動）最終的に、学習
グループでまとめた資料をクラス全体で発表しあい共有する。（クロストーク活動）

○ 　タブレット端末などのＩＣＴを活用し、問題解決的な学習を効果的に効率よく行う。
→意見集約に
はタブレット
端末にて「Po 
st-it」を使用。
資料作成・発
表には「keynote」を使用

２　実践内容
（１）目標
「人と環境との共生」「持続可能な社会」に関心を持ち、自己のライフスタイルの
改善が重要であることを理解し、その実現に向け消費行動や生活を工夫し、主体的に
行動することができる。

元新潟県立長岡商業高等学校　櫻井 直子

持続可能な社会を実現する
　　　ライフスタイルを提案しよう
　 ～ ICT を活用した知識構成型ジグゾー学習～
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（２）本時を含む指導と評価の計画（全８時間　本時６／８）
指導時間 学習活動（指導の工夫や教材） 評価と方法

３時間（総
合学習2時
間を含む）

○人と環境との共生について考える
・環境DVD『未来への選択』を視聴する。
・「地産地消」について講演を聴く。
・ 環境問題と自分の生活についてのかかわ
りを理解し、消費者市民として持続可能
な消費を考える。

○ 消費者の責任について関心を持ち意欲的
に考えようとしている。

→ワークシートの記述
 【関心・意欲・態度】

１時間

○環境と調和した暮らし方について理解する
・ 環境問題と自分の生活について振り返り、
環境への影響を考える。

・ グリーンコンシューマーについて学び、
環境に調和した消費者としての在り方を
考える。

○ 人と環境との関わりについて理解し、消
費者問題と環境問題についての基礎的な
知識を身に付ける。  【知識・理解】

３時間

○ 持続可能な社会をつくる暮らしについて
考える

・ 「フードマイレージ」について学び、郷土
料理の調理実習を行い、「地産地消」を実
感する。（長岡醤油赤飯　のっぺ）

・ 循環型社会の仕組みを学び、大量生産・
大量消費・大量廃棄と環境悪化の関係に
気が付き、未来の人々や生活のために生
活を見直し、改善しようと考える。

○ 自己だけでなく社会や環境、将来への影
響に配慮した生活が必要であることを考
え、思考を深めることができているか。

　→提出プリント 【思考 ･判断 ･表現】

３時間

○環境に配慮した消費行動をする
・ 「ジグソー学習」
　を用いて、豊か
　な未来のための
　持続可能な社会
　を創造する。
① 調査グループで
　の活動
（エキスパート活動）
① 衣生活・食生活・住生活・消費生活のグルー
プに分かれ「人と環境との共生」につい
て調べる。

（キーワードを書き出しながら、話し合う）
② 学習グループの活動（ジグソー学習）調
査グループで得た知識・情報を集約し持
続可能な社会の実現に向けた生活での実
践や提案をまとめる。

③ クラス全体での話し合いや意見交換し発
表する。（クロストーク活動）学習したこ
とを振り返り、評価する。

○ 消費が持つ影響力を理解し、グループで
話し合いを通して、自分の考えを深める
ことができる。 【思考 ･判断 ･表現】

○ 課題について考えをまとめ、的確に表現
し、自己実践している。 【技能】
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（３）本時の展開
①目標（ねらい）
・ 持続可能な社会に向けての課題を把握し、ライフスタイルの改善が必要であることを
理解し、持続可能な社会の実現について、グループで考えを深める。

・ ライフスタイルの改善についてグループで調査した知識や自己実践など情報を共有
し、課題に基づいたプレゼンテーションを作成する。

②本時の指導案 ※（下線は、課題に向かって学び合いが重点的に行われる場面。）
学習内容 生徒が主体的に学び合うた

めの〇生徒の活動
◇教師の支援

●留意点　＊教材等

導入
（20分）

○ジグソー学習の方法を確認する
○ ライフスタイルの課題を把握す
る。

◇ タブレット端末を利用し
て、ジグソー学習の方法
を示す。

○ 各調査グループから調べ
た内容を紹介する。

（衣生活　食生活　住生活
　消費生活についての課題）

● 調査グループの代表がタ
ブレット端末からモニ
ターに映し出し、各班１
～２分程度で紹介させる。

　＊ タブレット端末大型テ
レビ

展開
（32分）

○ 学習グループになり、調査グ
ループで分担した内容を共有
し、整理する。

○ 持続可能な社会について
　グループの意見をまとめ
　る。

◇ 他のクラスのグループが
作成したプレゼンテー
ションを紹介する。

○ 紹介された発表を参考に
して、自分たちの考えや
自己実践を話し合い、プ
レゼンテーション資料と
してまとめる。

● 机間支援による教師の声
がけによって、自分が学
んだことを伝え、他者か
らも学ぶことができるよ
う促す。

＊ タブレット端末自己実践
ワークシート

まとめ
（5分）

○ 次時の学習内容を知る「次回は
学習グループの発表を行い、お
互いに評価し合います。」

● 人に説得できる活動または
表現は何かを考えさせる。

（４）生徒が課題に向かって学び合うための工夫について
①自ら学び実践する必然性をつくる。
　 　「知識構成型ジグソー学習」を取り入れ、学習テーマを分割し、協力して完成させる。
担当した事例についてメンバーに教える必然性が生じることで、言語活動が充実し、
思考力・判断力・表現力の向上や問題を解決しようとする意欲にもつながっていく。

②生活の課題を喫緊として捉えさせる。
　 　「思考・判断」を育てるために「考えること」を授業の中に意図的、計画的に仕組
んでいき、課題に結びつく実習などを取り入れ、実感を伴った体験をさせる。

③思考を可視化させ、考えの幅を広げる
　 　板書を構造化し、論点を明確にする。自他の考えの違いに気付き、考えを深め、広げる
姿が見られた。付箋アプリケーションを使って、グループの考えや意見をまとめさせる。

「持続可能な社会を実現するライフスタイルの提案」を学習グループでまとめてみよう。

発問「私たちが、環境や資源と
のかかわりの中で、未来に向か
って「共生」していくために必
要なことは何でしょうか。」　　
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３　成果と課題

（１）「知識構成型ジグソー学習」によって、自己の役割が明確に把握できた。
　 　本単元で学習したことを実際の生活の中で活かすことができた生徒が見られた。自
分が学習したことを、知らない他者に説明することで、自分の理解を深め、自分の考
えと他者の意見を統合しながら、学習を深めていくことができた。

（２） 実感の伴った実習を行うことで、身近な生活に目を向け、改善しようとした。
　 　「地産地消」の調理実習をさせることで、実感を伴って理解することができ、「食糧
自給率」や「フードマイレージ」について多くの生徒が考えていた。

（３）課題設定の工夫と内容の絞り込みによって、確実な実践へとつなげる。
　 　設定した課題を「自己の課題」として捉えきれず、自己実践していなかった生徒も
いた。時間的な制約があるが、体験的な実習などを増やし、内容を絞った実践に導く
などの個別への手立てが必要である。（「なぜ、どのように、いかに…するかなど課題
解決の道筋を付ける支援が必要）

（４）生徒の主体的な学びを促進する学習活動を推進していくことが重要である。
　 　「知識は主観的に構築されるもの」（構成主義）においてタブレット端末は生徒同士
の情報交換やコミュニケーションを活発にする有効なツールである。「学びあい」「話
し合い」を支援する活用モデルを提案し、実践できる力を育みたい。
【「持続可能なライフスタイル」の自己実践例】

４　おわりに
環境問題を考え、自己の生活を見直す実践や思いを文章にまとめ、新聞投稿した生徒も
いた。学習した環境問題を自己の生活と結びつけ、意識改革、行動改革をしていく姿を見
られたことが何よりも嬉しく、やりがいを感じる。そのやりがいを糧に試行錯誤しながら
今後もより良い授業実践を行っていきたい。

課題を明確
に提示する。

ジグゾー学
習の確認 スライド制作の例を

提示する。

生徒から出た意見や考えを黒
板に書いていき、思考を可視
化し、最適解を追究させる。

食品ロスを減らすために、レシー
トを冷蔵庫に貼って在庫をチェッ 
クする。

死蔵被服を減らすために、収納
を工夫し、衣類把握を行って慎
重に購入する。

家族おなじ部屋で過ごし、暖房費節
約と団らんを深めて一石二鳥。

節電・節水を心がけて生活している。
節約することは地球環境を守ること
につながっているから。

グリーンカーテンを利用したり、窓
を開けたり、風の通り道を確保する
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●子どもたちが創る未来…エシカルって何？

■ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）とは
結婚、出産、子供の進学、住宅購入など、わたしたちは生活設計に基づきいくつかの大
きな「行事（ライフイベント）」を経験します。これらの人生の転機にもなるライフイベ
ントにはお金が必要になります。たとえば、人生の三大資金といわれる「教育資金」、「住
宅資金」、「老後資金」は、前もって必要な資金の準備ができていれば安心です。人生の夢
を実現するために、事前に資金計画を立てて、それをしっかり実行することを「ファイナ
ンシャル・プランニング」といいます。
経済的に豊かな人生を送るためにライフプラン（生活設計）を一緒に考え、必要に応じ
て他の専門家（弁護士、税理士、社会保険労務士など）とのネットワークを活かしながら、
お金の貯め方、使い方、活かし方をアドバイスするのが、ファイナンシャル・プランナー
（以下、FP）です。たとえて言えば、「家計のホームドクター®」です。
FPは、個人や家族のお金の不安に対して、総合的に相談にのることができます。例えば、
生活設計、教育資金、住宅資金、保険、年金、資産運用、税制、相続・贈与など幅広く対
応します。FPは、決して資産家だけの相談相手ではありません。相談者のライフスタイ
ルや価値観、変化する経済環境を踏まえながら、希望を伺い、資産などの状況を分析した
うえで相談者に合った提案をし、併せてその実行を支援します。
また、FPは主に金融機関（銀行、証券会社、生命・損害保険会社、不動産会社など）
に勤めながら、その資格を活かして企業内で仕事をする「企業系 FP」と、FPの仕事を
自分自身で専門に行う「独立系FP」とに分かれます。
※「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

■ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）の資格について
現在、一般的に普及しているFP資格には、国家資格である（１～３級）ファイナンシャ
ル・プランニング技能士（以下、FP技能士）と、それらの取得者を対象に当協会が認定
する「AFP」及びその上級資格の「CFP®」があります。AFP 資格は、20年以上の歴史
をもち、既に国内で幅広く普及しており、日本全国で約15万人もの資格認定者が活躍して
います。CFP®資格は世界24ヵ国・地域（平成27年４月現在）で導入され、卓越した専門
性が求められる世界共通水準の FP資格です。日本では、国際 CFP®組織の FPSB との
ライセンス契約の下に、日本FP協会が認定しています。
また、FP 技能士は技能検定に合格することだけが資格要件であるのに対し、AFP・

NPO法人  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 専務理事　有田 敬三

職業紹介シリーズ〈ファイナンシャル・プランナー（FP）〉
FPは、ひとりひとりの夢をかなえる
「家計のホームドクター®」
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CFP®は、会員倫理規程の順守をはじめ、資格認定後も法律や税制、社会保障制度などが
日々変化する状況に対応できるように継続教育制度を義務付け、常に知識と相談スキルの
ブラッシュアップに努めています。さらに、AFP・CFP®は、当協会の会員向け会報やホー
ムページ等でFPに関する最新情報が得られ、全国にある各支部で開催する研修会や会員
交流会、有志で集まる勉強会などでお互いの情報交換やネットワークの構築も可能です。
多くの銀行や証券会社、保険会社などの金融機関では、FP知識の習得を推奨しており、
それを昇進・昇格の要件とする企業もあるなど高く評価されています。また、就職や転職
の場面において、FP資格を持っていることが役に立ったという声も聞かれます。金融機
関の中には、FP資格の保有を応募条件としているところもあり、一般企業でも労務や福
利厚生に関連した業務ではFPの知識を持つ人材が求められています。
■ＦＰの活躍の場
このように、FPが「家計のホームドクター ®」として活躍の場が広いことは確かです。

ただ、一昔前にはFP資格を取得すると、日本FP協会が就職や仕事を斡旋してくれるとか、
黙って座っていると顧客がやって来て、相談事をして料金を払って帰って行くというよう
な素朴な誤解もあったりしました。
企業内で働く場合も、独立して仕事をする場合も「まず自分で顧客を探し、FPサービ
スを提供し対価を得たり商品を販売すること」が基本で、マーケティングは重要な課題で
す。実務内容となれば十人十色で、自分の持ち味を活かした顧客開拓やFPサービス提供
の実践が不可欠です。私流の顧客との接点の持ち方は、「困ったなあ、どうしよう？」と
いう声を耳にしたときが仕事の始まりと心得ています。例えば、相談内容としてもし親が
亡くなれば相続税が心配だ」「保険の見直しをしたいが何から手を付けたらよいか分から
ない」「自然災害や交通事故で人生の転機に遭遇してしまった」「定年退職したけれど住宅
ロ―ンが残っている」「これからの生活設計をどう見直したらよいか」など枚挙に暇があ
りません。継続的な仕事か単発的な相談かは別にして、活躍の場は広くあります。
そして、顧客の２つの「カンジョウ」の受けとめ方が大事だと考えています。１つは、
数字でつかめるような「勘定」で、２つ目は、人の「感情」です。「勘定」は、論理的な
問題の把握や分析を深めることでより高いFPサービスを目に見える形で提供できますが、
「感情」の取り扱いは、カウンセリング的な要素を含め人への理解が重要です。仕事の成
否を左右するのは、この２つの「カンジョウ」への取り組みが重要だと経験的に学んでい
ます。
ところで、FPだけでなく、どんな仕事においても顧客を見つけることがスタートライ
ンです。さらに具体的に言えば、情報の受けとめ方がビジネスのきっかけになったりしま
す。ご親族での不幸があったことのお知らせを耳にすると、お悔やみの言葉に「手続き面
でご不明のことがあれば、何なりとご用命下さい」と添えるとか、訪問先でお孫さんが誕
生したという明るい話題があれば、おめでとうございますという言葉の次に、「この機会
にお孫さんに生前贈与の仕組みを活かして、積立商品とかいかがですか」と、これからの
生活設計に役立つ財産形成のヒントをご提供してみることも重要です。
また、今年１月からの相続税法の改正で、相続増税になり、平成27年4月からは「結婚・
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子育て資金の一括贈与の非課税制度」が始まります。そうした社会の仕組みの変化とお客
様の様々なニーズの中に、まさにFPならではの助言が活きるところです。
企業系FPの場合、企業のブランド力も支えになり、担当するお客様の12ヵ月の生活を
知ることでより信頼関係を高めることができ、独立系FPの場合も適切な助言の積み重ね
が口コミで顧客紹介につながるなど、顧客の視点に立った仕事ぶりが評価されます。
ファイナンシャル・プランニングを学ぶことは、収入の糧を得るためだけでなく、FP
自らが実践的な活動を通じて、自己実現による豊かな生活を形づくるなど価値があるとい
えます。これまでFP資格を取得した人の活躍の場は、銀行、保険、証券会社などの金融
機関、不動産会社、メーカーの人事厚生部門、公務員、NPOなど幅広い世界に広がって
います。そして、質の高いFPサービスの提供を継続するためには、税法の改正、高齢社
会の課題、投資環境など諸々世の中の変化をしっかりと確認し学び続けることが重要です。
その点では、日本 FP協会の継続教育の義務化は、お客様の信頼を得るため、FPの品質
を高める上で大いに効果があるものといえます。
■パーソナルファイナンス教育について（パーソナルファイナンスインストラクター制度）
近年、個人にかかわるお金について自ら学び、考えていく「パーソナルファイナンス」
の重要性が注目されています。当協会では早くから、このパーソナルファイナンス教育に
積極的に取り組んできました。その一つとして、「金融リテラシー（金融知力）」の向上を
目的に、主に高校生を対象とした出張授業を行っています。パーソナルファイナンス教育
に関する知識・経験を持つファイナンシャル・プランナーであるAFP・CFP®認定者を
学校へ派遣し、当協会で作成したテキストを使用しながら、「お金を使う・稼ぐ・貯める・
増やす・借りる」などの金融行動について、個人とお金、社会とお金のかかわりに基づき
授業を行うものです。この取り組みが始まった平成21年からこれまで、全国で延べ260校、
約32,000人の生徒に授業をしてきました。また、昨年度初めて、大竹高等専修学校（東京
都八王子市）において、社会科の授業の一環として年間を通じたパーソナルファイナンス
教育が導入されました。その結果、「お金に対する意識や行動が変わった」と答えた生徒
が7割近くに上り、「授業は実用的でお金の勉強は普段なかなかできないので、とてもいい
経験になった」、「将来に役立てたい」という声が多く上がりました。
経済環境や社会環境が日々変化していく中、豊かな人生を送るためには、若い時から適
切な生活設計や家計管理の方法を身に付けることが重要になっています。当協会では、今
後も若年層はもちろんのこと、幅広い世代に向けてパーソナルファイナンス教育を積極的
に推進していきたいと考えています。

パーソナルファイナンスインストラクター派遣に関するお問い合わせ先
NPO法人 日本 FP協会 総合教育部 パーソナルファイナンス教育課

〒105－0001 東京都港区虎ノ門4－1－28　虎ノ門タワーズオフィス５F
 ℡：０３－５４０３－９７７９・９７４３（直通）
 ℻：０３－５４０３－９７０１
 E-mail：pf-kyoiku ＠ jafp.or.jp
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http://www1.c3-net.ne.jp/zenkokukateika 
E-mail zenkokukateika-zkk@ia3.itkeeper.ne.jp


