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小学校教員養成において、小学校の家庭科の授業実践を想定し、基本的な技能であるボタン付けを取り上げた。ボ

タン付けの教材の内容分析に関連して学習指導案と評価問題の作成を具現化することを受講生に求め、この授業デザ

インの教育効果を明らかにすることを目的とした。教師教育としての授業への導入については、評価問題の作成4.52

＞ボタン付け・作品の製作4.35＞ボタン付けの内容分析4.17＞学習指導案の作成4.14の順で、いずれも平均４点以

上と、教師教育への導入に好意的な評価が得られた。自己評価の平均を求めた結果では、ボタン付け・作品の製作 4.05

＞学習指導案の作成3.5１＞評価問題の作成3.40の順である。評価問題の作成の自己評価が低い傾向にあることから

も、教師教育としての授業への導入は、好意的・積極的・肯定的なことが窺えた。 

 以上のことから、小学校家庭科授業を想定し、ボタン付けの実習、教材分析・学習指導案・評価問題の作成を取り

入れた授業デザインは有効と考える。さらに、家庭科授業デザインとして、事前に学習指導案の基本的な書き方を習

得するなど、内容の連携を検討するとともに、ボタン付けの拡大見本資料の作成や評価問題に相互評価を取り入れる

ことなどが課題である。 

 

 

はじめに 

 

近年、教員養成において教員の資質・能力の向上は緊急の課題であり、実践的授業力を身に付け

た教員の育成は重要である。授業の具現化には、教材分析によって、その教育的機能を理解し、基

礎と応用の関係を教材構造から明確にし、学習過程のデザイン、場の設定を工夫するなどが必要で

ある。山本 1)は、授業設計における構成要素として基本となる教材を取り上げ、ボタン付けの教材

を分析した。 

指導過程で意図的に間違った内容を提示して、その誤りに気付かせたり、あるいは、正しい内容 

―――――――― 
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を易しいものから難しい順に提示したりするなどが考えられる。そして、それは教師の視点によっ

て選択され、この視点が目標達成のために構造的であれば良い授業といえる。小学校学習指導要領 

家庭編の内容、C快適な衣服と住まい（１）衣服の着用と手入れに「イ 日常着の手入れの必要であ

ることが分かり、ボタン付けや 洗濯ができること」の記載がみられる２）。 

ボタン付けは、小学校家庭科教科書３）,４）だけでなく、中学校技術・家庭（家庭分野）教科書５）,

６）,７）にもみられる。平成 23年2月群馬県では、実技を含む独自の学力調査として、小学校５年生

を対象にボタン付け８）を、平成 22年 3 月岩手大学の児童・生徒の「生活技術能力」調査では、小

学校6年生にボタン付けの実技テストを実施９）するなど、重要な実技教材として位置付けているこ

とが窺えた。 

これらを踏まえて、小学校教員養成において、ボタン付けを取り上げ、小学校家庭科の授業実践

を想定して、学習指導案の作成と作品の製作を実施し、その授業評価を求め、教育効果を明らかに

することを目的とした。 

  

 

研究方法 

 

１ 調査対象 

  対象は、I 大学 2011 年度 後期「初等家庭科教育法研究」の受講生 63 人（男 21 人、女 42

人）で、いずれも小学校教員の免許取得希望者（国語科、社会科、理科、美術科、英語科、技術科、

養護学校教育専修）である。 

 

２ 実施場所と時期 

講義は、国立大学法人Ｉ大学講義室において、授業15回中2回目からの3コマ（１コマ90分、

2011年10月20日、10月 27日、11月10日）で、山本が実施した。 

  

３ 資料、材料・用具 

資料は、教師側で、小学校教科書のボタン 

付けの記載部分B4判１枚、ワークシートB4 

判２枚（ボタン付けの内容分析用、学習指導 

案作成用）、評価問題作成用として、A4判用 

紙１枚を用意した。 

図１に、ボタン付けの内容分析のワークシ 

ートを示す。ワークシートは、下部左側に指 

導教材の関係図と目標の記述箇所がある。 

左上部には、ボタン付けの要素の分析欄が 

ある。ボタン付けの要素の分析では、正しい 

もの、誤りのものを示し、教材の構造を明確   図１ ボタン付けの教材分析のワークシート 

化する。右上部のボタン付けの教材分析欄で 
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は、正しいものと誤りのものを明示する。右下部には、ボタン付けの下位目標欄を、さらに、左下

部には、この授業で要素毎に、扱うものと扱わないものをわける欄がある。ボタン付けの練習用布

は、教師側が、ボタン付けが含まれる作品製作のためのフェルト、ボタン、糸などの材料、用具は

受講生が用意した。    

 

４ アンケート調査の内容項目 

アンケート調査の内容項目は、大学におけるボタン付けの内容分析の導入、ボタン付けの実習、

ボタン付けの自己評価、ボタン付け関連の学習指導案の作成、ボタン付け関連の学習指導案の自己

評価、評価問題の作成、評価問題の自己評価について、５件法で求めるとともに、その理由を求め

た。さらに、５キーワードによるボタン付け関連の授業評価と、感想を自由記述法で求めた。 

 

５ 手続き 

 授業の流れは、4部構成にわかれ、次の通りである。 

１）第１段階として、B4判のボタン付けの内容分析のワークシートを用いて、学習のつまずきにな

る要素を分析する。１番目に、指導教材の関係を把握し、ボタン付けの目標を記述する。２番目

に、ボタン付けの要素分析欄に記入していく。３番目に、ボタン付けの教材分析欄に、ボタン付

けの要素である、玉結び、玉どめ、糸の本数など、それぞれの正しいもの、誤りのものを記入し

ていく。４番目に、ボタン付けの下位目標を欄に記入していく。５番目に、この授業で扱うもの

と扱わないものにわけ、要素を整理していく。授業を想定して、具体的なボタンの穴数や大きさ

を決定して欄内に記入していく。いずれも受講生によって、順番に回答しながら、まとめる。  

２）第２段階として、ボタン付けの実習を行う。１本取りで布に縫い付け、「ボタンの付け方は適切

か」を評価の観点にする。 

３）第３段階として、ボタン付け関連の学習指導案を作成する。ボタン付けのある作品製作の学習

指導案でも良いことにする。 

４）第４段階として、ボタン付けの評価問題を作成し、各素点も記述する。さらに、予想される解

答例を赤ペンで記入する。実際に実技を取り入れた評価問題を作成しても良いことにする。 

その後、授業評価として、ワークシートによるアンケート調査を行い、授業終了時に回収する。 

 

 

結果及び考察 

 

１ 授業の実際とワークシートの記述例 

 授業の内容構成は、４部構成にわかれ、第１段階は、図１のボタン付けの内容分析のワークシー

トを用いて、ボタン付けの目標・要素分析を考える導入部分、第２段階は、ボタン付けの製作に関

わる学習、第３段階は、ボタン付け関連の授業設計に関わる学習、第４段階は、評価問題の作成に

関する学習とした。 

 以下、学習の要点とともに、実際の授業過程における受講生の学習の様子について、授業観察と

ともに、ワークシート記述例・作品例をもとに示す。 
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 なお、実際のワークシートは、鉛筆や黒ボールペン

などにより記述されたが、記述例として赤字で示した。 

１）指導教材の関係と目標の記入例                                                                 

図２に、指導教材の関係を示す。まず最初に、指導

教材の関係を考えた。具体的には、ボタン付けは、ボ

タン、針、糸と布の４点から成り立っていること。そ

れらを、とめたり、かざったりすることで、ボタン付                                         

けが成り立つこと。それらの関係を構造的に理解でき      図２ 指導教材の関係 

る。ボタン付けの目標は、（ボタンを糸と針によって）、 

ボタン付けを丈夫にきれいにはやく付ける（とめる・かざる）ことができることがわかり、目標の

下部に、各自で記述していった。 

さらに、ボタンは、ファスナー（ジッパー・チャック）と違って、途中のボタンのとりはずしが

可能であり、自由にできることを付け加え、確認した。                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

２） ボタン付けの要素分析と教材分析の記入例                

 

   表１ ボタン付けの要素分析の記入例         表２ ボタン付けの教材分析の記入例 

正しいもの 誤りのもの

とめる、かざる、止めはずし自由 おく、かざらない、とめるのみ

強くとめる（力ボタン） キャップ、おはじき等

穴がある 穴がない

穴が中心近くにある 中心外にある

変形しにくい（固い） 変形しやすい（やわらかい）

裏表がある 裏表がない

働き 結ぶ、つなぐ（とめる） はる

細くて長い 太くて短い

やわらかいけど強い 固い、弱い

のびにくい のびる

色が多い 単色（黒と白だけ）

何本かの糸でよられている １本の糸

素材が多い（綿、絹、ナイロンな
ど）

素材が少ない(毛糸、ビニール)

働き おおう ふく

やわらかい 固い

厚さが一重から二重 厚さがある

色がある 色がない

たて糸と横糸で織られている たて糸と横糸からなっていない

働き 糸を布の間に通す 刺す、穴をあける

穴（みみ）があいている 穴（みみ）がない（まち針）

先がとがっている 先が同じ太さ

細くて長くて固い やわらかく短い

まっすぐ まがっている

布
形態

縫い針
形態

要素

ボタン

働き

形態

縫い糸
形態

要素 正しいもの 誤りのもの

・玉結び ・人差し指の先に１回まき、糸を
親指で押さえ、人差し指をずらし
ながら、輪になった糸をより合わ
せる。より合わせたところを中指
で押さえ糸を引く。

・なし、玉結びが小さい

・玉どめ ・ぬい終わりに針をあて、針を
しっかり押さえ、２～３回糸をま
き、まいたところを指で押さえて
針を引き抜き、糸は２ｍｍぐらい
残して切る。

・なし、玉どめが小さい（１回ま
いただけ）
糸を１㎝以上残す

・糸の本数 ・１本あるいは2本（1本糸の方が

丈夫）

・４本以上

・穴に通す回数 ・2本糸のときは2回、1本糸のとき

は４回

・１回以下、５回以上

・糸の足まき ・上から下へ2～3回 ・ なし、１回、５回以上

・下前とボタンの間 ・布と同じくらいの厚さ、上前の
厚さ

・すき間がない、布以上のすきま
があいている

・糸の色 ・ボタンに合った色 　・ボタンに合わない色

・ボタンの表裏 ・表を上にする ・表裏を決めない（表が下）

・ボタンの位置 ・ボタン穴に合うように規則的
に。

・不規則

   ・男女でたちあわせが違うので注
意。

・関係なく

・穴の大きさ ・ボタンの直径+布の厚さ ・ ボタンの直径

・針の長さ ・短針・長針（３．５～４．５ｃｍ）・５㎝以上

・糸の長さ ・約６０ｃｍくらい(肩幅くらい) ・１０ｃｍ以下、９０ｃｍ以上   

 

表１に、ボタン付けの要素分析の記入例を示す。ここでは、ボタン付けの要素４点（ボタン、糸、

布、針）をそれぞれの働きと形態にわけて、正しいものと誤りのものを記入した。まず最初に、「ボ

タンの働きの正しいものは？」と発問し、記入後、答えを発表しながらまとめていった。＜正しい

もの＞が記入できたところで、＜誤りのもの＞を記入し、順番に答えを発表、ボタンの＜形態＞も

同様に行った。次に、糸、布、針の＜正しいもの＞を５分間の作業時間をとり、記入後、発表した。

＜誤りのもの＞も同様にまとめていった。 



山本・佐藤：小学校教員養成における家庭科授業デザインの開発 

 - 171 - 

例えば、ボタンの＜形態＞の学習内容について分析すると、正しい学習内容を代表する教材の構

成要素は、「穴がある」「穴の位置は中心近くにある」「変形しにくい」「裏表がある」など、これに

対して、「穴がない」「穴は中心外にある」「変形しやすい」「裏表がない」などは、ボタンの誤った

内容を代表する教材の構成要素になる。針の穴については、「みみ」ともいうことを告げた。 

表２に、ボタン付けの教材分析の記入例を示す。ボタン付けの教材分析欄には、ボタン付けの要

素である、玉結び、玉どめ、糸の本数など、それぞれの＜正しいもの＞を、資料をみながら５分間

の作業時間をとり、記入した。発表後、要素毎に、＜誤りのもの＞を確認しながら記入したことか

ら、＜誤りのもの＞は同一内容の記述が多くみられた。 

３）ボタン付けの下位目標         

 

                     表３ ボタン付けの下位目標 

知識・理解 技能 関心・態度 

・ボタンの種類や役目がわかる。 

  

・針に糸を早く通すことができる。 ・自分の衣服についているボタン 

 をみて、ボタンの役割を考え、発 

   表できる。 

・玉結び、玉どめの方法がわかる。 ・丈夫にきれいにはやく玉結び、玉どめ 

ができる。 

・ボタンがとれたときは、すぐに付

けようとすることができる。 

・ボタン付けの位置がわかる。 ・糸の色、足の長さ、布のすくい方、糸の      ・丈夫できれいにはやい付け方が 

  とめ方を考えて、ボタンを正しい位置  工夫できる。 

  に丈夫に付けることができる。  

・布の針の持ち方、さし縫いの仕方がわ 

 かる。 

・布や針を正しく持って、さし縫いができ 

 る。 

  

・ボタンの丈夫な付け方がわかる。     

 

表３に、ボタン付けの下位目標を示す。ボタン付けの下位目標は、知識・理解、技能、関心・態

度などが具体的な行動目標で示される。知識・理解の場合は、文末がわかるとなっているが、言え

る、ノートに書ける、発表できるなど、具体的な状態が示される場合もある。 

ここでは、ボタン付けを扱っていることから、創意工夫の欄を設けなかったが、ボタン付け関連

の作品製作の学習指導案には、必要であることを説明した。 

４）この授業で扱うものと扱わないもの  

表４に、この授業で扱うものと 

扱わないものを示す。ここでは、     表４ この授業で扱うものと扱わないもの 

家庭科授業を想定して、ボタンの 

大きさ、穴の数などを決定し、欄 

内に記入して整理していく。            

例えば、ボタンの大きさでは、 

ボタンの大・中・小の大きさの違 

いによって、付けられたり、付け 

られなかったりする。本来ならば、 

ボタンの大きさに関係なく、付け 

られなければ学習は成立したとは 

 
要素 この授業で扱うもの この授業で扱わないもの

ボタン 大きさ 直径1.5cm前後 1ｃｍ以下、4cm以上
穴の数 2 4、1（足つき）
型 平ら 裏穴ボタン、足つきボタン
色 自由 ―――
材料 自由（貝、プラスチック） ―――

縫い糸 材質 手縫い糸 たこ糸、ナイロン糸
色 ボタンにあったもの、自由 ボタンにあわないもの

布 材質 フェルト・ポリエステル ナイロン
色 4色以内 ５色以上
厚さ 薄い、1～２㎜ あまりにも厚いもの（3㎜以上）

縫い糸 長さ 短針、長針 毛糸針、ししゅう針
太さ 木綿糸、１mm以下 絹糸、1.1mm以上
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いえない。しかし、学習者の発達段階から判断して、つまずきの構成要素の種類と数を固定して取

り扱うことになる。どのような作品を製作するかによって、記述内容に違いがみられることになる。                                                                          

この指導者の場合は、ボタンの穴の数は２つ、型は平ら、色は自由、材質は貝やプラスチックなど

自由ということで、学習の成立を考えていることになる。                                                                                  

                

２ 学習指導案の作成及び学習指導案に用いたボタン付け関連作品の種類とその数       

１）学習指導案の作成  

学習指導案の作成にあたっては、実施日時は、正式文書であることから西暦ではなく平成で書く

こと、開始と終了の時刻、男女の人数など書き方を順を追って説明した。また、「自分以外の者が学

習指導案をみて、授業した場合にうまくできるように、重要な発問・指示などは記述しておきまし

ょう」と、発問・指示などを明確にするように付け加えた。 

                                                                                         

                                                                       

    図３ 学習指導案例（ペンケース）      図４ イラスト作図のある学習指導案例  

                    

図３に、学習指導案例（ペンケース）を示す。時間配分は、教師と児童にわけて、分単位の記入

がみられた。学習内容のねらいには、オリジナルペンケースを完成させるだけでなく、括弧を設け、

具体的にボタン付けとなみ縫い、玉結び、玉どめのねらいの記述がみられた。教師の活動には、主

な発問内容が具体的に、鍵括弧を設けて記述されていた。また、作業がはやく進んだ場合を想定し

て、名前の縫いとりの実施、作業への配慮についても具体的な記述がみられた。 

図４に、イラスト作図のある学習指導案例を示す。学習活動には、作業手順の記述が箇条書きで
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簡潔に書かれていた。さらに、小物作りのフェルトの重ね方や縫い方、縫い付けるボタンの種類な

どは、イラスト入りであった。  

受講生から、発問の仕方、児童の反応の書き方、留意点の書き方などの質問を受けた。学習指導

案をこれまでに作成の経験が 1回しかないとか、それが略案であるために詳しく知らない受講生も

みられた。後半になると、互いに聞き合い、話し合いながら作業を進めている様子が窺えた。いず

れも集中して作業に取り組んでいた。ボタン付けの教材分析をしているために、教師の活動欄には、

具体的な発問や指示などが書かれ、ボタン付けの要素を分析しているために、概ね児童のつまずき

の視点も捉えていた。 

２）学習指導案に用いたボタン付け関連作品の種類とその数   

               

 表５  ボタン付け関連作品の種類とその数                    N=63 

作品の種類                                                個数（％） 

ボタン付けの練習のみ                                         16（25.4） 

小物入れ                                                 24（38.1） 

ティッシュケース                                              7（11.1） 

ペンケース                                                 4（ 6.3） 

ブックカバー                                                2（ 3.2） 

その他（額縁、巾着、小銭入れ、アクセサリー入れ、カイロ入れ、顔物語、             10（15.9） 
名前入りワッペン、ハートおもちゃ、クリスマスツリー、ストラップ）         

 

表５に、ボタン付け関連作品の種類とその作品例を示す。ボタン付け関連の作品は、練習布での

ボタン付けのみが16個（25.4％）みられた。作品の製作では、小物入れが最も多く24個（38.1％）、

次にティッシュケース７個（11.1％）、ペンケース４個（6.3％）、ブックカバー２個（3.2％）の順

であった。その他として小銭入れ、巾着入れなど各１個の計 10個がみられた。作品の一部には、授

業時間内だけでなく、作品見本とするために、家庭学習で行ったものもみられた。 

３）学習指導案に用いたボタン付け関連の作品例 

 

 

 

           

 

 

 

図５ 小物作りの作品例       図６ 顔物語と額縁の作品例                                         

 

図５に、小物作りの作品例を示す。いずれも２色のフェルトを重ね 

合わせたもので、左は、花の刺しゅうが、右は、靴型のものであった。 

図６は、その他にみられたもので、左の顔物語は、ドアを開けるとい  図７ 名前入りワッペン 

ろいろな顔が飛び出す。右の額縁は、絵や写真の作品を中に入れ、ボ 
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タンでとめるようになったものであった。図７は、学級の仲間の名前入りワッペンである。一人ひ

とりのワッペンがボタンで取り外しできるようになっていて、車のタイヤや、鳥・うさぎの目にボ

タンが使われているものであった。 

 

３ 評価問題の作成 

評価問題の作成では、目標と評価は表裏一体であることから、ボタン付けを「丈夫に、きれいに、

はやく付けることができる」の目標を、評価問題に表すことになる。具体的には、評価問題の内容

として、「ボタン付けのやり方がわかるか」「ボタンの裏表があっているか」「玉結び、玉どめができ

ているか」「留めやすいように布からボタンを浮かしているか」などが入っていることを指導者、す

なわち受講生自身で確認する必要がある。実際に学習指導案を作成するだけに終わらずに、ここで

は、評価問題まで作成させた。 

評価問題は63人が作成し、観点別に素点が示され、合計点が、100点、50点などと、異なるもの

の右上に具体的に示されていた。 

          

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        図８ ボタン付けの評価問題        図９ 生活に活かす問題がある評価問題 

  

図８に、ボタン付けの評価問題を示す。タイトルは、「ボタン付け評価テスト」で、4項目から構

成されていた。問1は、括弧を設けて、巻く回数や穴に糸を通す回数など、文章を完成させる問題

としていた。問２は、ボタン付けに必要な用具をイラストに示し、その名称（２つ穴ボタン、足付

きボタン、針、糸）を記入させていた。問３は、ボタン付けのイラストを示し、ボタン付けのポイ

ントを記入する問題になっていた。問４は、感想と評価を自由記述法で求めていた。 

図９に、生活に活かす問題がある評価問題を示す。タイトルは、「確かめてみよう」の小テストで、

3 項目から構成されていた。問１は、「木の葉の名前の縫い取り」の作品作りに必要な要素である、
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玉どめ、玉結び、なみ縫いなどを記入する問題になっていた。問２は、ボタンの種類とボタン付け

のポイント（厚さ３～４、玉結び、糸あし）をイラストに対応して記入させていた。問３は、自由

記述法でボタン付けの生活での活用実践例を問題にしていた。  

いずれも解答例は赤字で示すと共に、合計点は右上の枠欄に設けられていた。  

  

４ 受講生による大学における授業構成毎の評価と自己評価 

１）大学におけるボタン付けの内容分析 

 

表６ 大学におけるボタン付けの内容分析（５件法）            N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       28（44.4）    23（36.5）     8（12.7）      3（4.8）        1（1.6） 

 

表６に、大学におけるボタン付けの内容分析を示す。大学におけるボタン付けの内容分析の実施

に対し、平均4.17（不偏分散 0.89、標準偏差0.94）の良い評価で、５点と４点で51人（81.0％）

を占めた。 

評価５点には、「実際現場で教える時に戸惑わなく教えることができる」「将来教員になる人が子

どもにボタン付けの仕方を教えられないと意味がないから」など 28人で、将来役立つことをあげて

いた。一方、1点は、「内容分析自体が何やら複雑で難しかった」の１人で、内容分析の作業の難し

さをあげていた。 

２）大学におけるボタン付けの実習と自己評価 

 

   表７ 大学におけるボタン付けの実習（５件法）              N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       29（46.0）    28（44.5）     5（7.9）      1（1.6）        0（0.0） 

          

表７に、大学におけるボタン付けの実習を示す。大学におけるボタン付けの実習に対し、平均 4.35

（不偏分散0.48、標準偏差0.69）と良い評価を得た。最も多かったのが５点、次に、４点、３点、

２点の順で、５点と４点で、57人（90.5％）を占め、１点はみられなかった。 

評価５点には、「あいまいに覚えていた基礎・基本をもう一度しっかりと覚え直すことができたか

ら」「今まで学習で習ったとはいっても忘れているから」「将来役に立つと感じたから」「必要な技術

をしっかり振り返ることができるから」と学習の振り返りや将来に役立つことをあげている一方、2

点は、「実際に作品にするまでする必要があるのか分からない」と、作品製作の必要性の判断がつか

ない記述がみられた。 

 

表８ 大学におけるボタン付けの自己評価（５件法）            N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       20（31.7）    29（46.0）    11（17.3）      3（4.8）        0（0.0） 
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  表８に、大学におけるボタン付けの自己評価を示す。ボタン付けの自己評価は、平均 4.05（不

偏分散0.69、標準偏差0.83）であった。４点が最も多く、次に５点、３点、２点の順で、５点と４

点で、49人（77.8％）を占め、1点はみられなかった。 

 評価５点には、「うまく手順通りにできたから」「手間取ることなくスムーズにできたから」「小学

校以来、正しい付け方などを忘れていた部分もあったけど、再度思い出して正しくはやく付けられ

たから」「丈夫ではやくできたため」など、作業のスムーズさ、良い出来映えをあげていた。一方、

2 点は、「とても時間がかかったから」「よくできなかったから」「ダマになりがちで汚い」「うまく

いかなかった」など、技能の未熟さに結び付いたものがみられた。 

３）大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成及び自己評価 

 

表９ 大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成（５件法）       N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       22（34.9）    30（47.6）     9（14.3）      2（3.2）        0（0.0） 

                             

表９に、大学におけるボタン付け関連の学習指導案の作成を示す。大学におけるボタン付け関連

の学習指導案の作成に対し、平均 4.14（不偏分散 0.61、標準偏差 0.78）と良い評価であった。最

も多かったのは、４点、次に５点、４点、２点の順で、５点と４点で52人（82.5％）を占め、１点

はみられなかった。 

評価５点には、「小学校教員になったらボタン付けの指導をする可能性があるため、今回の作成で

気を付けなければいけないことなどが理解できたから」「実際に教師になった時に役立つと感じたた

め」「ボタン付け関連学習は様々な方法があり、ボタン付け導入から小物作りまで学習指導案が応用

できるから」「事前に予想されることやアイデアについて考えておくことは有益だと思うため」「実

際に自分で作ったものを子どもも作ると仮定し授業計画を考えることは良いと思ったから」など、

実際に教師になったときを想定しての記述がみられた。一方、２点には、「教師が子どもに指示する

ような一方向的な学習指導案になってしまった」「作成に時間がかかり、うまくまとめることができ

なかった」など、作成への不慣れ、子どもへの指示が多いことへの反省の記述がみられた。 

 

 表 10 大学におけるボタン付け関連の学習指導案の自己評価（５件法）       N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）      １0（15.9）    18（28.6）     29（46.0）      6（9.5）        0（0.0） 

    

表10に、大学におけるボタン付け関連の学習指導案の自己評価を示す。ボタン付け関連の学習指

導案の自己評価は、平均 3.51（不偏分散 0.77、標準偏差 0.88）であった。最も多かったのは、３

点、次に４点５点、２点の順で、３点以上が57人（90.5％）を示し、1点はみられなかった。 

 評価５点には、「さまざまな子どもからの質問について考えたり、指示の言葉を自分なりにできた

から」「ボタン付けをしっかりと学ばせることができる内容にしたから」「授業の流れについて明確

にすることができた」「具体的な授業イメージができ、留意点を多く書けた」「ワークシート用紙も
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作ることができ評価しやすい」と、具体的にイメージできたことを多くあげていた。一方、２点は、

「書く言葉があまり思い浮かばなかったから」「子どもの動きを詳しく予測できなかった」「発問を

あまり入れることができなかったから」「指導の仕方に時間がかかり、うまく書くことができなかっ

た」と、子どもの動きを予想できないこと、発問が思いつかなかったことをあげるものがいた。 

４）大学における評価問題の作成と自己評価 

 

表11 大学における評価問題の作成（５件法）             N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）      34（54.0）    28（44.0）      1（1.6）      0（0.0）        0（0.0） 

  

表11に、大学における評価問題の作成を示す。評価問題の作成は、平均4.52（不偏分散 0.29、

標準偏差0.53）と高い評価を得た。最も多かった５点と４点を合わせると62人（98.4％）を示し、

2点と１点はみられなかった。 

評価５点には、「自分でやってみることが大切だと実感したから」「小学校で教える際に必要なの

で」「今まで他の授業ではこうしたことをやったことがなかったため、自分の力になったという実感

がもてたので」と体験の大切さ、教師になったときに必要、やったことがなかったので力になるな

ど、いずれも作成したことに好意的なものであった。３点の１人においても「とてもいい経験にな

る」と好意的・肯定的なものであった。いずれも積極的な大学への評価問題としての課題の導入を

肯定したものであった。 

 

表12 大学における評価問題の自己評価（５件法）             N=63 

評価点         ５         ４         ３          ２           １ 

人数（％）       5（7.9）    21（33.3）      31（49.2）      6（9.5）        0（0.0） 

 

表12に、大学における評価問題の自己評価を示す。大学における評価問題の自己評価は、平均 

3.40（不偏分散0.60、標準偏差 0.77）であった。最も多かったのは３点、次いで４点、２点、５点

の順で、３点以上で、90.4％を占めた。 

評価５点には、「自分で考えて作ることがとても楽しかった」「内容分析をしたので、何を問題に

するかがわかった」「イラストを入れて、わかりやすくした」など、作成する楽しさ、子どもの立場

から考えられた、学習したことへの理解をあげていたのに対し、２点では、「テスト案を作成するこ

とは難しかった」「テスト作りは、どこをテストに出すかを考えるのが難しかった」「評価の方法を

考えたりするのははじめてのことだったのでとても大変でした」「ただ作るのではなく、もっと子ど

もによりそうような考え方をしたい」など、テスト作成の難しさ、大変さ、子どもよりの考え方な

どの考え方をあげていた。 

  

５ ５キーワードによる授業評価と自由記述法による感想 

 受講生が、どのような授業評価をしているかを５キーワードによってイメージして記述してもら
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った結果と、さらに、興味・関心や創意工夫面などでの学習効果を明らかにし、教材としたの価値

や授業デザインを検討するために、自由記述法による受講生の感想を分析した。 

 

             表13 5キーワードによるボタン付け関連の授業評価  

   順位  キーワード     点数(％)          累積比率 

１  玉どめ        24(7.7)   

２  玉結び        23(7.3) 

３  ボタン        20(6.4)     

４  糸          16(5.1) 

５  生活に役立つ     15(4.8)           31.3% 

６  評価テスト      14(4.5) 

７  縫い方        13(4.2) 

８  ボタン付け      11(3.5) 

８  針          11(3.5)  

10  基礎・基本      10(3.2)           50.2% 

11  丈夫          9(2.9) 

11  小物作り             9(2.9)  

11  将来役立つ           9(2.9) 

14  丁寧に               8(2.6) 

14  教材分析             8(2.6)        63.9% 

16  学習指導案作成       7(2.2) 

16  布・フェルト          7(2.2) 

16  ボタンの種類         7(2.2) 

16   作品作り             7(2.2) 

20   楽しい               6(1.9)           74.8% 

 

表13に、５キーワードによるボタン付け関連の授業評価を示す。ボタン付け関連の授業評価を５

キーワードで求めた、上位 20位を示す。１位は、玉どめ24点(7.7％)で、上位２位から 10位には、

玉結び、ボタン、糸、生活に役立つ、評価テスト、縫い方、ボタン付け、針、基礎・基本がみられ、

累計点数は157点（50.2％）であった。10位までには、生活に役立つボタン付けの教材要素である

ボタン・糸・針と縫い方の基礎・基本である玉どめ・玉結びがみられ、評価テストをあげていた。

11 位から 20 位までは、丈夫、小物作り、将来役立つ、丁寧に、教材分析、学習指導案作成、布・

フェルト、ボタンの種類、作品作り、楽しいで、1位から 20位までの累積点数は 234点(74.8％)を

占めた。20 位までには、目標にあがっているキーワードとともに、評価テスト、作品、小物作り、

教材分析、学習指導案作成、楽しいがみられ、学習する楽しさを体験し、満足感を味わったことが

窺えた。 

  

表14 受講生の自由記述法による感想               N=109 

項目 好意的な記述内容（92件） 非好意的な記述内容（17件）

教材・内容分析
10（10・0）

他にも応用したい2　つまずきがわかった2　必要性がわかった2　大学の授業らしく新しい
知識を得た1　教材をきちんと選べる1　ためになった1

ボタン付け
36（32・4）

基礎・基本の確認ができた15　生活に役立つ7　楽しかった5　子どもの立場から考えられ
る1　いい経験になった1　簡単だった1　しっかり覚える必要がある1　子どもはいろいろ付
けたがると思った1　拡大見本が簡単にできることがわかった1　全員にわかる指導がわ
かった1

難しかった1　付け方を知らなくて恥ずかしかっ
た1　１人の教師が全員にやり方を理解させるの
は大変1　針に慣れていないので苦戦した1

作品の製作
21（20・1）

楽しかった10　うれしかった2　作れる作品がわかった2　良かった1　他の物も作る意欲が
わいた1　きちんと学べて良かった1　見本があったので良かった1　おもしろい作品ができ
た1　がんばった1

準備物が大変だった1

指導案の作成
22（13・9）

書き方がわかった4　見本があり良かった2　勉強になった1　面白かった1　予想する反応
がうまくできた1　色々と広く展開できた1　いい経験になった1

難しかった8　流れを把握するのは大変1

評価問題の作成
7（4・3）

良い経験になった2　良いきっかけとなった1　他でやらないので為になった1 難しかった3

授業全体
13（13・0）

教師の仕事を体験できて良かった2　小学校教師になったらためになる2　良い機会2　他
の授業でやったことがないため自分の力になったと実感2　やってみることの大切さがわ
かった2　指導法が役立つ1　今後の実習に生かしたい1　基礎から実践まで楽しめた1   
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表 14 に、受講生による自由記述法による感想を示す。自由記述法による感想は、７人を除く 56

人109件、１人平均1.95件の記述がみられた。受講生の感想を通読の結果、学習活動全般に関する

記述がみられ、この授業を「確認できた」、「楽しかった」各 15件、「わかった」13件など、何らか

の表現で積極的・好意的な記述が 92件（84.4％）にみられた。一方、非好意的な記述は、17件（15.6％）

で学習指導案の作成が９件（8.4％）と最も多く、次に、ボタン付け 4件（3.7％）、評価問題３件（2.8％）

の順で、教材分析、授業全体に関してはなく、多くがはじめてなので「難しかった」、「大変だった」

という記述がみられた。中でも学習指導案の作成については、９件と非好意的な記述の５割強を占

めた。記述内容として、「つまらなかった」「わからなかった」「退屈だった」などの記述はなく、技

能に対して、「知らなくて恥ずかしい」「慣れていないので苦戦」など、否定的なものではなく、「１

人の教師が全員にやり方を理解させるのは大変」など、技能の未熟さや教師としての立場を意識し

たものがみられた。 

項目別では、ボタン付け 36件（33.0％）、学習指導案の作成 22 件（20.2％）、作品の製作 21 件

（19.3％）、授業全体13件（11.9％）、教材分析10件（9.2％）である。 

多くの受講生が、大学におけるボタン付け関連の授業によって、内容分析と学習指導案や評価問

題の作成を通して、肯定的な評価をしていることから、この授業の教材としての価値が求められた。 

 

 

まとめ 

 

教師教育の授業デザイン開発の一環として、小学校教員養成にボタン付けを取り上げ、小学校家

庭科の授業実践を想定した授業後に授業評価を求めた結果、以下のような若干の知見を得た。 

１）ボタン付け関連の作品は、練習布でのボタン付けのみが 25.4％で、作品の製作では、小物入れ

が最も多く 38.1％、次にティッシュケース 11.1％、ペンケース 6.3％、ブックカバー3.2％の順

で、その他に、小銭入れ、巾着入れなど、各１個の計10個がみられた。 

２）ボタン付けの内容分析に対し、平均4.17の良い評価を得た。５点と４点で81.0％を占めた。5

点の内容としては将来役立つことをあげる一方、1点１人は、内容分析の作業の難しさをあげた。 

３）ボタン付けの実習に対し、平均 4.35と良い評価を得た。５点と４点で90.5％、1点はなかった。

５点には、学習の振り返りや将来に役立つことをあげる一方、２点には、作品の製作の必要性の

判断がつかない記述がみられた。ボタン付けの自己評価は、平均 4.05で、５点と４点で 77.8％、

1 点はなかった。５点には、作業のスムーズさ、良い出来映えをあげる一方、２点には、技能の

未熟さをあげていた。 

４）ボタン付け関連の学習指導案作成に対し、平均 4.14 と良い評価を得た。５点と４点で 82.5％

を占め、1 点はなかった。５点には、教師になったときを想定した記述がみられる一方、２点は

作成への不慣れ、子どもへの指示が多いことへの反省の記述がみられた。学習指導案の自己評価

は、平均3.51で、最も多かったのは３点、次に４点、５点、２点の順で、１点はなかった。５点

には、具体的にイメージできたことをあげる一方、２点は、子どもの動きを予想できないこと、

発問が思い付かないことなどがみられた。 

５）評価問題の作成は、平均 4.52 と高い評価を得た。５点と４点で 98.4％を示し、２点と１点は



茨城大学教育実践研究 31(2012) 

 - 180 - 

なかった。５点には、体験の大切さ、教師になったときに必要、やったことがなかったので力に

なるなど、いずれも作成したことに好意的なものであった。３点の１人も「とてもいい経験にな

る」と好意的で、積極的な評価問題の作成導入を肯定したものであった。評価問題の自己評価は、

平均3.40で、３点が最も多く、次に４点、２点、５点の順で、３点以上で、90.4％を占めた。５

点には、作成する楽しさ、子どもの立場から考えられた、学習したことへの理解をあげたのに対

し、２点では、テスト作成の難しさ、大変さ、子どもよりの考え方などがみられた。 

６）５キーワードによる授業評価では、１位は玉どめ（7.7％）で、10 位までに生活に役立つボタ

ン付けの教材要素であるボタン・糸・針と縫い方の基礎・基本である玉どめ・玉結び、生活に役

立つ・評価テストをあげている。11～20位までは、丈夫、小物作り、将来役立つ、丁寧に、教材

分析、学習指導案作成、布、ボタンの種類、作品作り、楽しいで、1～20位まで74.8％を占めた。 

７）自由記述法による感想は、7人を除く 56人 109件、平均１人 1.95件の記述がみられ、好意的

な記述が 84.4％、非好意的な記述が 15.6％で、項目別では、ボタン付け 33.0％、学習指導案の

作成20.2％、作品の製作 19.3％、授業全体11.9％、教材分析 9.2％であった。そのうち、非好意

的な記述は、学習指導案の作成 8.4％が最も多く、次にボタン付け3.7％、評価問題 2.8％の順で、

教材分析、授業全体に関してはなく、多くがはじめてなので「難しかった」、「大変だった」など

の記述がみられた。 

８）５件法による教材評価では、教師教育としての授業の導入については、評価問題の作成 4.52＞

ボタン付け・作品の製作 4.35＞ボタン付けの内容分析4.17＞学習指導案の作成 4.14の順で、平

均値４点以上と、教師教育の導入に積極的・好意的・肯定的な評価が得られた。自己評価の平均

を求めた結果では、ボタン付け・作品の製作 4.05＞学習指導案の作成 3.51＞評価問題の作成 3.40

の順である。評価問題作成の自己評価からも、教師教育としての授業への導入は好意的なことが

窺えた。 

  以上のことから、小学校の家庭科授業を想定し、ボタン付けの実習、内容分析・学習指導案・

評価問題の作成を取り入れた授業デザインは有効と考える。小学校教員養成において、小学校の家

庭科の授業実践を想定し、授業デザインに基本的な技能であるボタン付けを取り上げることは、針

に糸を通す、玉結び、玉どめの基礎的な技能が含まれ、丈夫に付けることのほかに、きれいに使い

やすく正しい位置に付けるなどの条件を取り入れてボタンの良い付け方がわかる良い教材であると

いえる。 

 今後、事前に学習指導案の基本的な書き方を習得するなど、内容の連携を検討するとともに、ボ

タン付けの拡大見本資料や評価問題の相互評価を取り入れるなどが課題である。 

 本研究の一部は、日本家庭科教育学会第 55大会（平成 24年6月）において、発表した。 

 

 

注 

 

1) 山本紀久子『実践力を育てる家庭科の授業』(図書文化,1985),pp.21-27. 

2）文部科学省『小学校学習指導要領』(東京書籍, 平成20年７月25日, 2008),p.89. 

3）渡邉彩子他『新しい家庭 5･6』(東京書籍,平成22年文部科学省検定済,2010),pp.26-27. 
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   『いつも確かめよう ⑨ボタン付け（２つ穴ボタン）』として、５段階にわけ、写真と説明文で

示している。『資料 いろいろなボタン』として、「２つ穴ボタン」「足付きボタン」「４つ穴ボタン」

（糸のかけ方２種類）と、４つのチャック項目（糸を固く巻いている、糸が２～３回かけてある、

布の厚さ分だけういている、裏には玉結び、玉どめができている）が示されている。 

4）櫻井純子他『小学校 わたしたちの家庭科 5･6』(開隆堂出版,平成22年文部科学省検定済,2010), 

pp.18-19. 

  『二つあなボタンのつけ方』として、五段階にわけ、写真と説明文で示している。また、『参考 

 いろいろなボタンのつけ方』として、「四つあなボタン」「足つきボタン」をイラスト・写真で示 

しているが説明文の記載はないが、『「できたかな」ボタンつけ』の４つのチェック項目（糸を固 

くまいている、あなに糸を３～４回通している、すきまがあいている、玉結び、玉どめがついて 

いる）が示されている。 

5） 加藤幸一他『新しい技術・家庭 家庭分野』（東京書籍,平成23年文部科学省検定済, 2011）,p.115. 

  『振り返ろう』として、「ボタン付け」を４段階にわけ、写真と説明文で示している。 

6）鶴田敦子他『技術・家庭（家庭分野）』(開隆堂出版,平成23年文部科学省検定済, 2011),p.167. 

  『小学校の学習をふり返る』として、「ボタンつけのしかたを確認しておきましょう」として、 

５段階にわけ、イラストと説明文で示している。 

7） 汐見稔幸他『技術・家庭 家庭分野』（教育図書,平成23年文部科学省検定済, 2011）,p.219,p220. 

   ショルダーバックのボタン付けに対し、ボタン付けの全作業過程ではないが、「ボタンの糸足は

ひもの太さに合わせる」や『目的に合わせてアランジしてみよう』で、「ボタンの数を変える」「い

ろいろなボタンをつけてみよう」「くるみボタン」をあげ、ボタン付けの実践を促す記載になって

いる。 

8）上毛新聞社「県教委 初の独自学力テスト 公立小中 177校対象に」,『上毛新聞』第41569号

(2011年 2月8日,2011),１面. 

9）渡瀬典子他「児童・生徒の「生活技術能力」開発を目指す体験学習教材の検討」『平成 20・21

年度岩手大学教育学部プロジェクト推進支援事業 研究成果報告書』岩手大学教育学部 ＦＤ推進

委員会 教育学部・附属学校連携委員会(平成22年3月,2010), pp.2-6. 

 

 


