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社会の変化に対応し、21 世紀を切り拓く人材を育成する上で、生活や社会の課題解決能力を育成することは、学校教育

の課題である。高校家庭科で育てる学力（資質・能力）について高校生の実態調査の結果、「エシカル消費」の知識、「消費者

市民」の実践が低かった。公正かつ持続可能な社会に参画する消費者市民を育成することは、消費者教育の課題となって

いる。そこで本研究では、高校家庭科に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通してどのような力を獲得

できているのかを実証的に検証することを目的とした。開発したカリキュラムは、「消費者すごろく」のゲーム、「ドキュメンタリ

ー映画」を用いて消費者と商品の背景を図解化して問題点を考えさせた上で、グループで消費者をめぐる問題についてテ

ーマを決めて解決方法をまとめて発表する。研究方法は、高校家庭科の授業に開発したカリキュラムの授業を実践して、授

業の流れに沿って図解化した発表内容や生徒のワークシートの記述内容の分析、さらに事前事後での「消費者の責任」の意

識の変容と知識・技能・活用力の変化を分析した。その結果、授業を通して商品の背景にある様々な問題を発見し、自らの

消費行動が世界と繋がっていることに気づき、「消費の責任」についてその行動に責任が生じるという考えに変容していた。

事前事後では、消費者市民の知識・技能・活用力、課題解決の得点が向上していた。 

 

 

―――――――― 
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Ⅰ．はじめに 

 

21世紀の子どもたちが社会において生きていくために必要な力として、OECDが提示した「キー・

コンピテンシー」（ライチェン・サルガニク，2006）、ATC21Sプロジェクトが提示した「21紀型スキ

ル」（グリフィン他，2014）、国立教育政策研究所（2013）が示した「21世紀型能力」などがあるが、

いずれも未来を創るために市民性が重視され、協調性と問題解決能力の重要性が挙げられている。

そのため、社会の変化に対応し、21世紀を切り拓く人材を育成する上で、生活や社会の課題解決能

力を育成することは、学校教育の課題となっている。2016 年 12 月の中央教育審議会の答申におい

て、学習指導要領改訂の基本的な方向性として、2030年の社会と子どもたちの未来を見据え、予測

できない変化に受身で対処するのではなく、主体的に向き合って関わり合い、未来を創り出してい

くために必要な資質・能力を子どもたちに確実に育む学校教育が目指され、自立的に生きる「生き

る力」や問題発見・解決能力の育成が重視されている（中央教育審議会，2016）。現在、このような

能力の育成に向け、学校教育で何を学ぶか、それがどのような資質・能力を育むかを明確化し、教

育課程の中で計画的・体系的に育んでいくことができるようにすることが求められている。 

家庭科では、生涯を通してより良い生活を送るために生活や社会における問題を自ら発見し解決

する課題解決の力の育成を目指しており、市民性を養い 21 世紀型学力を育成する中核をなす教科

であると言える。日本家庭科教育学会では、2015年に特別研究委員会を立ち上げ、よりよい生活を

営むために必要な生活実践力・活用力を「生活リテラシー」と捉えて、社会人や高校生調査を実施

して、研究成果を「未来の生活をつくる家庭科で育む生活リテラシー」の著書として刊行している

（日本家庭科教育学会、2019）。さらに、学習指導要領の改訂を踏まえて家庭科授業で育成している

資質・能力を実証的に研究することが必要とされ、日本家庭科教育学会の課題研究テーマに掲げら

れた。本研究会グループは、日本家庭科教育学会の課題研究テーマに基づき、「高校家庭科授業で育

成している資質・能力の実証的研究」について研究を進めている。これまで、高校家庭科で育てる

学力（資質・能力）を調査するため、高校生が身につける「生活リテラシー」の要素および高校生

が家庭科で習得する「知識・技能」を検討して質問紙を作成して、2019年 4月～6月にかけて、メ

ンバーが所属している計 5校の高校生を対象に質問紙調査を実施した結果、「衣食の技能」「社会保

障」「エシカル消費」の知識、「消費者市民」の実践力が低いことが明らかとなった（野中他、2020）。

エシカル消費については、消費者基本計画（2015年）において、消費者それぞれが各自にとっての

社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行う「エ

シカル消費（倫理的消費）」の啓発・普及が進められている。しかしながら、消費者庁（2020）の「エ

シカル消費（倫理的消費）」に関する消費者意識調査報告書によると、「エシカル消費（倫理的消費）」

の認知状況は 12.2％と低い。公正かつ持続可能な社会に参画する消費者市民を育成することは、

2012年に制定された消費者教育推進法にも明記され、消費者教育の課題となっている。高校家庭科

においても、持続可能な消費について理解するとともに、持続可能な社会を目指して主体的に行動

できるようになることが求められている（文部科学省、2019）。 

そこで本研究では、高校家庭科に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通し

てどのような力を獲得できているのかを実証的に検証することを目的とした。 
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Ⅱ．カリキュラム開発と研究方法 

 

１．カリキュラム開発 

「エシカル消費」に関する知識・技能及び課題解決能力の向上を目指して、高校家庭科で消費者

市民を題材にカリキュラム開発をした授業計画を表１に示す。エシカル消費という言葉の知識だけ

でなく、自分の消費行動に目を向け、それが社会にどのような影響を及ぼすのかを考えることがで

きるように授業を構成した。また学習の過程では、自ら課題を発見し解決を目指す課題解決型学習

を繰り返し取り入れ、主体的に学ぶ動機づけを行うよう工夫し、クラスメイトと協働し、学び合え

るグループ活動、発表などを多く取り入れた。授業計画における授業内容については以下に示す。 

 

表１ 授業計画と分析方法 

授業 

時数 
授業内容 学習形態など 分析方法 

 事前アンケート：「消費者の責任」、知識・技能・活用力  記述内容、得点化 

1 消費行動の振り返り・「消費者すごろく」の実施 グループ活動  

4者の関係性の図解化 2 4者の視点で関係性を考え図解化、発表 グループ活動・発表 

3 DVD「THE TRUE COST」視聴 映像視聴・説明 ファストファッションの問題点につ

いてKJ法で構造化 4 すごろくやDVDでの問題点の構造化 グループ活動･発表 

5 消費をめぐる問題についてテーマを決め、まとめる グループ活動 消費をめぐる問題点テーマ分析 

6 発表会 発表 感想（自由記述）内容分析 

 事後アンケート：「消費者の責任」、知識・技能・活用力  記述内容、得点化 

 

（1）1・2時限目：自己の消費行動の振り返り・「消費者すごろく」を通して 4者の関係性の図解化 

まず授業のはじめに、自己の消費行動を認識するために、自分自身の消費行動の振り返りを行う。

自分のふだん着ている上衣について、「どこで買ったか、だれが買ったか（もらった）、なぜ買った

か(もらった)、何回着たか、何回洗ったか(手入れ含む)、どんな素材か、どこで作られたか、誰が

作ったか」について考えさせる。そして、「友達と遊園地へ遊びに行くこと」を想定しその際に新し

い衣服を購入するかどうかについて意思決定プロセスを用いて考えさせ、グループごと、クラス全

体で意見の確認を行う。 

「消費者すごろく」の実施については、野中・高崎（2018）が消費者市民を育成するために開発

した「消費者すごろく」を用いて、グループごとに「A生産者」「B製造者」「C販売者」「D消費者」

の役割分担をしてゲームを行う。「消費者すごろく」は、役割ごとに現実社会の実態を反映させて初

期ポイント、給料、生活費の徴収が異なり、さらに各マスに現実に起こった様々なアクシデントや

イベントがあり、メンバーが止まったマス目のアクシデントに対してそれぞれの立場で影響を受け

るため、4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の立場の違いを強く感じることのできるゲームと

なっている。「消費者すごろく」の実施後、図１のように席を移動し、役割ごとに集まってそれぞれ

の立場で感じた問題点について話し合い4者の関係性を模造紙に図式化し、クラス全体に発表する。 
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＜すごろく場面での役割分担＞         席の移動       ＜役割ごとの話し合い場面＞ 

 

図１ 「消費者すごろく」の役割分担と座席の移動方法 

 

（2）3・4時限目：『THE TRUE COST』の視聴とファストファッションの問題点をＫＪ法で構造化 

  2013 年にバングラディッシュで起こった縫製工場の入った商業ビル崩壊事故や、衣服の原材料

である綿花の生産現場、ファストファッションなど安さを求め過ぎる消費者、フェアトレードに取

り組む企業などの現状を描いているドキュメンタリー映画『THE TRUE COST』の冒頭30分を視聴

する。視聴後、映画に関連する内容の資料から、衣服の輸入浸透率、日本の主な衣服原料の輸入率、

アパレル外衣の需給バランスと中古衣料の輸出総量推移、国内アパレル供給量、国内アパレル供給

量、市場規模の推移、衣料品購入単価・輸入単価の推移などの図表を確認する。これらの説明と、

映画内容をふまえ、ファストファッションについて問題だと思った点について各自付箋に書き、グ

ループごとに KJ 法を用いて模造紙に自分の付箋を貼りながら発表し合い、付箋の内容を分類して

タイトル（表札）を付けて問題点を構造化し、クラス全体で発表する。 

（3）5・6時限目：消費をめぐる問題点についてグループごとにテーマを決め、発表 

これまでの内容をふまえ、消費をめぐる問題点についてより深く学びたいテーマをグループで決

めてまとめ、クラス全体でプレゼンを行う。発表内容は、テーマ設定の理由、調査内容、そして解

決方法を入れることを条件とし、発表方法は、プレゼンテーションソフト、模造紙、紙芝居、動画

など各グループで自由に選択して工夫する。なお、グループでの発表準備については、授業時間に

応じて授業時間外でのグループでの分担や協力を想定した。 

 

２．授業実践と授業分析 

開発したカリキュラムの授業実践は、2019 年 9 月～11 月に、東京都内私立 A 高等学校３年生の

学校設定の家庭科選択科目受講者 3クラス（N=119）を対象に行った。 

授業分析は、表１の授業計画に分析方法を示している。授業計画の流れに沿って、1・2時限目は

4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性の図解化、3・4限目はファストファッションの

問題点について KJ 法で構造化、5・6 限目は消費をめぐる問題点のテーマ分析と授業を通しての感

想の自由記述分析を行った。 

また、授業前後には、授業効果を測るため同じ内容のアンケートを実施した。アンケートは、「消
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費者の責任とは何か」を問う自由記述と、育成した資質・能力をみるため「消費者市民」「課題解決」

に関する知識・技能・活用力の質問項目（各 4項目）を用いた。 

「消費者の責任とは何か」を問う自由記述の分析は、授業の事前事後で記入された文字数と記述

内容から「消費者の責任」の意識の変化を比較した。また、消費者市民に関する4項目は、「エシカ

ル消費がわかる」「環境や社会に配慮した消費行動ができる」「商品を選ぶときは、品質表示を確認

する」「商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える」である。課題解決に関する 4項目は、「課

題解決のために、情報を収集し、有効なものを判断し活用できる」「目標を達成するために計画的に

行動している」「一つの方法がうまくいかなかったとき，別の方法でやってみる」「インターネット

の情報が正しいかどうか考えるようにしている」である。それぞれの項目について、「あてはまる」

4点、「ややあてはまる」3点、「あまりあてはまらない」2点、「あてはまらない」1点として得点化

し平均点を算出して、授業の事前事後で比較した。 

 

 

Ⅲ．結果と考察 

 

１．授業の流れに沿った生徒の課題解決 

（1）「消費者すごろく」を通して 4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性の図解化 

「消費者すごろく」を通して、個人で4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の立場の違いに

ついて気づいたことをワークシートに書いた記入例（自由記述）を表2に示す。「生産者はみんなに

必要とされているのに（需要がある）のに給料が低い。」「生産者や製造者は最初からもっているお

金が少ないので生活を変えられない。そのため、貧困が継続する。」など、主に生産者や製造者の不

公平な状況についての気づきが多く、また、「消費者の消費の仕方が他への影響が大きい。（バーゲ

ンで安く買えば、3者にとって利益を削っての在庫処分となる）」のように消費者の行動の影響力に

ついての気づきもみられた。 

その後、図1のようにすごろくの役割ごとに席を移動して自分の役割の立場について話し合いな

がら、4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の関係性を図解化して、クラス全体に発表した。図 

 

表2 「消費者すごろく」を通して気づいたことの記述例（自由記述） 

・4者の給料や生活費の差が大きい。 

・生産者はみんなに必要とされている（需要がある）のに給料が低い。 

・生産者や製造者は最初からもっているお金が少ないので生活を変えられない。そのため、貧困が継続す

る。 

・A（生産者）B（製造者）C（販売者）はどれも売り手側→自分の意志に関係なく利益・損害が生じる。 

・何やかんやで需要があると考えると、B（製造者）と C（販売者）は儲けられる。災害などの影響も受けない。

しかし A（生産者）や D（消費者）は普段の消費状況に左右されるので赤字。消費者はうまくいけば、プラス

になるが全てに巻き込まれるのが難点だと思った。 

・消費者が３Rカードでリサイクルすれば生産者・製造者の利益が増える。 

・消費者の消費の仕方が他への影響が大きい。（バーゲンで安く買えば、3 者にとって利益を削っての在庫

処分となる） 

・消費者の需要によって販売者の収入が左右される。 
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2-1～図2-4は、グループで作成した 4者の関係性の図解化の例を示している。図 2-1は、4者の関

係性をピラミッド型に示し、生産者・製造者・販売者・消費者の力関係を表現して、ピラミッドの

右側に縦軸として収入や労力を示す以外にも人数、影響力、給料などを加えていた。図 2-2は、生

産者の立場の困難さを示しており、生産者の立場でゲームをした生徒の思いを表現していた。図2-

3は、消費者の視点が入っており、A生産者・B製造者は C販売者にとっては替えのきくもので、D

消費者はC販売者を選べるということを図示し、消費者の影響力の強さについて発表していた。図

2-4 のフェアトレードの視点を加えた図では、フェアトレードの場合とそうではない場合の影響を

図示し、消費者と共に販売者の影響の強さについて発表していた。このように、班ごとに図解化し

た内容は異なるが、消費者すごろくを通して経験したそれぞれの立場からグループで協力して考え

をまとめて表現することができていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1  4者の関係性をピラミッド型に示した図    図2-2  生産者の立場の困難さを示した図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 消費者の視点を加えた図             図2-4 フェアトレードの視点を加えた図 

 

（2）ファストファッションの問題点について KJ法で構造化 

DVD『THE TRUE COST』の視聴後、ファストファッションの問題点について各自で記入した付箋

をグループで伝え合い、KJ法で構造化した模造紙の記入例を図 3-1、図3-2に示す。図3-1は、経

営陣の行動が労働者（生産者・製造者）へしわ寄せを与えており、生存競争からコスト、環境へ影

響を及ぼしていることを構造化して、労働者の生存競争やコスト削減など切実な現実を表現してい

た。図3-2では、身勝手な企業と消費者が立場の弱い労働者や環境に与えている影響を構造化して、

身勝手な企業や消費者の行動が労働者の安すぎる賃金や農薬被害、自殺などに繋がることを表現し 
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図3-1 消費をめぐる問題点のまとめ          図3-2 消費をめぐる問題点のまとめ 

「経営陣と労働者の力関係」               「身勝手な企業と消費者が周囲に与える影響」 

                                  

表３ 消費をめぐる問題点についてKJ法で分類したタイトル（表札）一覧 

組 班 タイトル 

A 

１ ・生産者の背景・ファストファッションの背景・農薬被害・消費者問題・食品問題 

２ ・低賃金・労働環境・利益の独占 

３ ・農業関係・消費者意識・労働環境 

４ ・労働組合・農家・賃金問題・意識の違い・貧富の差・命 

５ ・原材料・値段・生産者・販売者・環境 

６ ・健康被害・利益追求・賃金格安 

７ ・消費者・販売者・製造者・生産者・諸問題 

８ ・独占・労働環境・製造者・殺虫剤・売れ残り 

B 

１ ・経営陣・労働者側・生存競争・コスト・自殺過労死 

２ 
・発展途上国への押し付け・自分のことしか考えない・農薬による影響・劣悪な労働環境・従業員を軽視する・

消費者の立場・農家の自殺・売れ残り 

３ 
・独占市場・自殺・企業のCM・農薬の副作用・労働環境・労働者の権利・衣服生産・理不尽な経営者・ファッシ

ョン業界の変化 

４ ・消費・自殺・労働環境・農薬・労働賃金 

５ ・利益重視・低コスト化・労働者が低賃金・農薬殺虫剤・先進国と途上国の関係・労働者と経営陣の関係 

６ ・先進国が与える被害・農業経営・農薬による被害・労働環境 

７ ・余剰生産・消費者の需要・価格競争・労働環境・先進国VS発展途上国・企業＝利益追求・生産者＜販売者 

８ 
・女性の立場が弱い・生産者・製造者の賃金が低い・利益だけを追求・不法な児童労働・労働組合が弱い・先

進国と発展途上国・工場の安全性・殺虫剤の影響・デフレ 

C 

１ ・人件費・労働者の賃金問題・低価格コスト・格差・主従関係 

２ ・販売者の立場・生産、製造者の立場・負の連鎖・ほとんど外注、低価格志向・悪い労働条件・子どもも弱者 

３ ・消費者の考え方・経営者の考え方・劣悪な労働環境・軽視される労働者の身体 

４ ・企業側・産業における問題点・無駄が多い・農薬・労働者側 

５ 
・９７％が発展途上国の人々が製造・販売者、消費者の意見・８５％が女性・農薬被害・価格競争・インド自殺多

い・モンサント社市場独占・膨大な利益がありながら労働者を守れていない 

６ ・販売者・製造者・生産者・消費者 

７ ・身勝手な企業・劣悪な労働環境・立場の弱い労働者・身勝手な消費者・環境問題・農薬被害 
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ていた。表3は、3クラスすべてのグループが消費をめぐる問題点について KJ法で分類したタイト

ル（表札）一覧を示している。多くの班が 3～8 個のタイトルで分類しており、キーワードとして

「労働環境」、「生産者」、「製造者」、「販売者」、「消費者」、「農薬」、「自殺」、「低賃金」が頻出した。

また、発表で挙げられたファストファッションの問題点を表４に示した。「児童労働が行われている

可能性があること」「殺虫剤が多く使われていることで、生産者の健康を害すだけでなく、将来、そ

の土地が使えなくなってしまう可能性があること」「労働者の命を顧みない大企業の体制」「生産者

や製造者の選択肢がないこと」などの問題点が具体的に挙げられた。 

 

表４ 発表で挙げられたファストファッションの問題点例 

・製造者の労働組合が機能していないこと。労働組合を作ったが暴力を受けていた。 

・低賃金で長時間労働を強いられていること。 

・児童労働が行われている可能性があること。 

・遺伝子組み換えコットン生産により、種子と殺虫剤の購入で借金せざるを得ないこと。 

・殺虫剤が多く使われていることで、生産者の健康を害すだけでなく、将来、その土地が使えなくなってしまう可能性がある

こと。 

・労働者の命を顧みない大企業の体制。生産者や製造者の選択肢がないこと。 

・低価格主義や大量生産。 

・アパレル産業に多くの人が携わっていることに気づいていないこと。 

・85％が女性労働者で、子どもとは離れ離れで生活するしかないこと。 

・たくさん作っても売れ残ってしまうこと。 

・消費者が劣悪な企業に気づかず購入してしまうこと。 

 

（3）消費をめぐる問題に関するテーマ設定と発表 

3 クラスすべてのグループにおける消費をめぐる問題に関するテーマ設定と発表方法を表 5 に示

す。テーマは、大きく 4つに分けられた。衣に関する内容、労働者や労働環境に関する内容、食に

関する内容、フェアトレードに関する内容である。衣服に関する内容は、「ファストファッションの

裏側」「種子独占の問題点」「オーガニックコットンとファッション」などである。労働に関する内

容は、「労働弱者と教育問題」「日本の労働環境」「労働者を思いやる消費をするには」などがある。 

 

表５ 消費をめぐる問題の発表テーマと発表方法 

A組 B組 
C組 発表方

法 

ファストファッションの裏側 種子独占の問題点 パーム油利用の現状 

プレゼン

テーショ

ンソフト 

労働弱者と教育問題 フードロスの問題点と解決策 
日本の相対的貧困率を低下させる

ためには 

発展途上国の労働問題 オーガニックコットン×ファッション 衣服廃棄 

日本の労働環境 Btコットンがもたらす影響 
労働環境について～日本の労働賃

金問題～ 

フードロス 農薬・殺虫剤の影響 食品ロス 

 フェアトレード商品について ファストファッション～労働者軽視～ 

フェアトレードの問題点 
ファストファッション 安さの裏に潜む

問題 
 動画 

チュー王子の大冒険（消費

者意識を高めよう） 

コーヒー豆から見る労働問題とその解

決策 
労働者を思いやる消費をするには 模造紙・ 

紙芝居 
  低賃金労働者とフェアトレード 
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   図4-1 プレゼンテーションソフトでの発表例           図4-2 プレゼンテーションソフトでの発表例 

          「オーガニックコットン×ファッション」                 「パーム油利用の現状」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-3 紙芝居での発表例                        図4-4 模造紙での発表例 

     「チュー王子の大冒険―消費者意識を高めよう―」            「低賃金労働者とフェアトレード」 
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食に関する内容は、「食品ロス」「パーム油利用の現状」である。フェアトレードに関する内容は、

「フェアトレードの問題点」「フェアトレード商品について」であった。これらのテーマの中では、

労働者や労働環境についての内容が多かった。これまでの学習を通してより関心が高いテーマであ

ったと考えられる。 

発表方法は、表5に示した通りで、多くの班はプレゼンテーションソフトを選び、各クラス 1～2

グループは模造紙や紙芝居での発表を選択し、動画や一部アニメーションを利用したグループもあ

った。図4-1～図4-4に様々な発表方法で作成した発表例を示す。図4-1、図4-2は、プレゼンテー

ションソフトを利用した発表スライドの一部を示している。どのグループも写真やイラストを用い

て効果的に発表していた。また、図 4-3は紙芝居での発表に用いた紙芝居の写真である。発表時に

はナレーションと登場人物とで分担し寸劇のように行っていた。図 4-4は、模造紙での発表例「低

賃金労働者とフェアトレード」である。写真やグラフなどの資料添付をし、インパクトのあるポス

ター作成を行っていた。 

 

（4）授業を通しての感想（自由記述） 

授業全体を通して生徒が考えたことや感想（自由記述）のワークシート記入例を表６に示す。多

くの生徒が、自分が消費者であることに自覚を持ち、どのような行動をしたらよいか考え始めてい

る内容が書かれていた。 

たとえば、生徒A、B、Cは「私たち消費者が無知」「商品が安くなることの背景で、どんな犠牲が 

 

表６ 授業後の感想 自由記述例 

生徒A 

私たち消費者が無知であることが、様々な問題を生じさせているのではないかと感じた。生産があるから消費

があり、消費があるから生産が成り立っている。私たち消費者は、生産者のことを考える必要がある。身近にな

っている SNSで拡散すれば自分の意識も変えることにも繋がるのではないかと思う。 

生徒B 

商品が安くなることの背景で、どんな犠牲が払われているか、考えたこともなかったし、興味を持ったこともなか

った。学習の中で、自分の暮らしている国と違う暮らしを見て、ショックだった。だからこそ、これからは関心を持

っていきたいし、自分にできることを探していきたい。 

生徒C 

本来知っておくべきだった知らないことを多く知ることができました。自分と密接に関わっているのに、こんなに

も知らなかったことも驚きでした。すごろくをやっていた時には見えていなかったものが今は見えていると思い

ます。 

生徒D 

自分たちが求める安さの裏には、大きな犠牲がついていることが分かった。数百円多く払うだけで、何人かの

命が救えるのならば、出し惜しむことなく多く払い、少しでも多く、お金とは比べ物にならない大切な命を救い

たいと思った。 

生徒E 

今回初めてエシカルファッションについて聞き、エシカル消費に興味がわいた。ファッションに興味があるので

より深く学びたいと思った。プリントに紹介されていた大学生のように、自分のできることをして、人に影響を与

えたいと思った。 

生徒F 

様々な視点から消費社会の現状と解決策を知ることができました。フェアトレード以外にもエシカルファッション

や one for oneモデルなどさまざまな取り組みがされていることにおどろきました。これから先、この授業を頭に

入れて、考えながら行動していきたいと改めて思いました。また、少しでも先進国の私たちは発展途上国での

残こくな事実をより知る必要があるとも思います。とてもためになる授業でした。 
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払われているか考えたこともなかったし、興味を持ったこともなかった」「自分と密接に関わってい

るのに、こんなにも知らなかったことも驚き」など、これまでの自分を振り返り、授業をきっかけ

に消費者である自分を意識し始めたことがわかる。また生徒 Dは、「お金とは比べ物にならない大切

な命を救いたい」と述べており、自分の選択が、誰かの命に関わるかもしれないという切実な感想

であった。生徒E、Fは、「初めてエシカルファッションについて聞き、エシカル消費に興味がわい

た」「フェアトレード以外にもエシカルファッションやone for oneモデルなどさまざまな取り組

みがされていることにおどろきました」と述べ、今回学んだ言葉「エシカル」を自分なりに活用し

ようとする様子が見られた。その他、「SNS での発信や周囲に伝えていきたい」、「行動に移したい」

など、得られた知識を活用する意欲も読み取れた。高校生の自分に何ができるか、新しい取り組み

は何かなどを模索する様子や新たな学習への興味関心が窺えた。そして生徒 Gは、「現代文の授業で

同じようなテーマを扱って一度深く考えた」と書かれているように、他教科とのつながりについて

述べられている。他の生徒の記述にも現代文、英語、社会などの科目名が出てきており、学習内容

を関連付け生かそうとする様子が見られた。 

以上のことから、本授業を通して消費者を取りまくこれまで知らなかった世界を発見して自らの

消費行動を見つめ直す機会となり、さらに自分たちで消費をめぐる問題のテーマを決めて課題解決

について考えたことは実践的態度を養い、生徒の学びへの探求心や満足感につながったことが推察

される。 

 

２．事前事後での生徒の変容 

（1）「消費者の責任」（自由記述）の変化 

授業前と授業後に行ったアンケートで、「消費者の責任とは何か」で回答した自由記述の文字数を

事前事後で比較した結果を表７に示す。事前の記述では 3 クラス平均で 15 文字に対して、事後の

記述は平均82文字で事前よりも 67文字増えて5.5倍となっている。 

 

表７ 「消費者の責任とは何か」自由記述文字数の事前事後比較 

クラス 事前 字数 事後 字数 増加字数 

A組 18 85 ＋６７ 

B組 14 89 ＋７５ 

C組 14 ７３ ＋５９ 

3クラス平均 １５ ８２ ＋６７ 

 

また、「消費者の責任とは何か」の自由記述内容の変化について、表８に生徒の事前事後の記入例

を示した。授業前の記述は、表 8の生徒の記入例のように単語や一文であることが多く、「残さず食

べる」「お金を払う」という内容の記述が目立った。もしくは、未記入の生徒もいた。しかし、授業

後では、未記入の生徒はおらず、内容についても、事前調査とは比較にならないほど明確に意見が

書かれていた。 
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表８ 「消費者の責任」（自由記述）の事前・事後比較 

 授業前 記述 授業後 記述 

生徒A お金を払うこと 

何を選んで買うかは消費者の自由だと思うが、それによってどのようなことが起こ

るのか、商品の作られた背景をしっかり知ったうえで選択して消費することが重要

と考える。 

生徒B 環境について考えること 
単に安さを追求するのではなく、商品が生産された裏側を考える責任、苦しい生

産者を助ける方法を探す必要がある。 

生徒C 
ちゃんと使う。すぐ捨てな

い。 

アフリカとかで貧困の人々がかかえている問題は遠い話じゃなくて、自分たちが

ふだん捨てているものとかが、影響を与えていたり、少し行動すればそれらの人

たちを助けることができたり、身近なことだと感じられた。今後は気軽に消費者に

なるのではなく、実感をもって、責任の重さを深く考えるべきだ。 

生徒D 契約。信頼。 

消費者としてその商品がいつ、どこで、だれが作っているのか理解する必要があ

ると感じた。先進国に生きる私たちが不自由なく衣類を楽しみ、消費、廃棄をくり

返す裏側ではたくさんの人々が犠牲になっているからである。容易にモノを捨て

るのではなく、リサイクルなどをし、モノの循環を大切にする必要がある。そのモノ

が作られた背景を理解し、その上で消費行動をすることが責任だと思う。 

生徒E 

お金を払う。環境に配慮

する。ゴミを正しい場所に

すてる。 

まずは生産地、生産者の環境を知ることが大事だと思うようになりました。最近は

食べ物、洋服、雑貨を見てこれはどこからやってきたんだろう、どんな人が関わっ

ているのだろうと考えることが多いです。「消費者の責任」とは、生身の人間、そし

て環境を知ることだと思います。そして、教育と SNS の活用により多くの人の目に

つくように、そんなところから始めていきたいと考えます。 

生徒F 
値段以外の原産地なども

よく見て選ぶ。 

生産者のことを考える。「消費」しすぎない。商品だけでなく、生産者の「命」も消費

している。エシカル消費を心がけるようにする。 

 

生徒A、Bのように、「商品の作られた背景をしっかり知ったうえで選択」「商品が生産された裏側

を考える責任」など、商品の裏側を考えて消費行動で選択することについて多くの生徒が書いてい

た。生徒C、Dは、「アフリカ」「先進国」という言葉を用い、自分の消費行動が世界と繋がっている

ことを具体的に述べている。生徒 E、Fは、「生身の人間」「命」など消費者の行動が誰かの命を助け

たり、脅かしたりしていることに言及していた。このように、事前では消費者について漠然として

自分の周囲しか見ていなかった生徒が、授業を通して自分の消費行動が世界とつながっていること

を理解して、消費者としてどのような行動をとるべきか、その行動に責任が生じるという考えを持

つことができるように変容していた。 

 

（2）「消費者市民」「課題解決」に関する知識・技能・活用力の変化 

「消費者市民」「課題解決」に関する知識・技能・活用力を問うアンケートの事前事後比較の結果

を表9に示す。事前の「消費者市民」に関する項目は、全体的に得点が著しく低く、特に、「エシカ

ル消費がわかる」は 1.12、「商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える」は 1.56 であった。 

事前事後で比較すると、「消費者市民」については 4項目全てにおいて授業後が有意に高く、4項

目平均でも事前1.63から事後 2.42で有意に高く授業の効果がみられた。表6の授業を通しての感

想や表8の「消費者の責任」でみられたように、ほとんどの生徒が授業の前には商品の背景やエシ

カル消費について意識したこともなかったが、本授業実践を通して自分の消費をめぐる様々な問題

を発見して解決策を考えたことで「消費者市民」に関する知識・技能・活用力が向上したと考えら

れる。しかしながら、事後においても「消費者市民」の平均点は 2.42で高いとはいえず、さらなる 
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表９ 「消費者市民」「課題解決」に関する知識・技能活用力の事前・事後比較（N=119） 

 

質問項目 
事前 事後 

ｔ検定 ＡＶ ＳＤ ＡＶ ＳＤ 

消
費
者
市
民 

エシカル消費がわかる 1.12 0.380 2.43 1.133 *** 

環境や社会に配慮した消費行動ができる 2.03 0.748 2.67 0.651 *** 

商品を選ぶときは、品質表示を確認する 1.82 0.848 2.45 0.951 *** 

商品を選ぶときは、環境や作り手のことを考える 1.56 0.684 2.14 0.814 *** 

「消費者市民」平均 1.63 0.621 2.42 0.880 *** 

課
題
解
決 

課題解決のために、情報を収集し、有効なものを判断し活用できる 2.98 0.666 3.11 0.654 n.s. 

目標を達成するために計画的に行動している 2.56 0.796 2.78 0.709 * 

一つの方法がうまくいかなかったとき，別の方法でやってみる 3.05 0.658 3.10 0.590 n.s. 

インターネットの情報が正しいかどうか考えるようにしている 3.15 0.705 3.39 0.653 ** 

「課題解決」平均 2.93 0.924 3.10 0.927 n.s. 

 *p<0.05  **p<0.01 ***ｐ＜0.001 

 

継続的な取り組みが必要である。 

「課題解決」については、事前平均が 2.93と高いため事後 3.10で向上しているものの有意差は

みられなかったが、4 項目すべてで得点は向上し 2 項目で有意に高くなっていた。今回の授業計画

では、個人での課題発見・課題解決、グループでの話し合いによる課題発見・課題解決、そして発

表を繰り返し何度も実施した。課題を見つけ、解決する活動を繰り返し行うことで、自分の生活の

中や、他の学習においても活用できる力を得ることができると考える。 

 

 

Ⅳ．まとめと今後の課題 

 

本研究では、高校家庭科の授業に消費者市民を題材にしてカリキュラム開発を行い、授業を通し

てどのような力を獲得できているのかを実証的に検証した。開発したカリキュラムは、「消費者すご

ろく」ゲームを用いて生産者、製造者、販売者、消費者の関係性を図解化し、さらにドキュメンタ

リー映画『THE TRUE COST』から現実世界での関係性と問題点をＫＪ法で構造化する。そして、これ

らの授業の後に、各グループで消費をめぐる問題についてテーマに決めて課題解決案をまとめ、発

表会を行う。一連の授業では、個人、グループ、クラス全体での課題解決を複数回取り入れるよう

に設計した。 

高校家庭科の授業に開発したカリキュラムの授業を実践して、授業の流れに沿って図解化した発

表内容や生徒のワークシートの記述内容の分析、さらに事前事後での「消費者の責任」の意識の変

容と知識・技能・活用力の変化を分析した。その結果、仮想ゲームの「消費者すごろく」で考えた

4者（生産者、製造者、販売者、消費者）の図解化で考えた問題点が、現実社会のドキュメンタリー

映画を視聴して問題をＫJ 法で構造化することでより自分の問題として捉えることができていた。
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さらに、グループで消費をめぐる問題についてテーマを決めて解決策をまとめて発表することで、

これからの自分の消費行動を考えるきっかけとなっていた。そのため、事前では「消費者の責任」

の意識が低く自由記述に単語や一文でしか記入できなかった生徒が、事後では 5.5倍の文字数で自

分の意見を述べ、授業を通して自分の消費行動が世界とつながっていることを理解して、消費者と

してどのような行動をとるべきか、その行動に責任が生じるという考えを持つことができるように

変容していた。また、授業の前には商品の背景やエシカル消費について意識したこともなかった生

徒がほとんどだったため、事前の「消費者市民」の知識・技能・活用力は著しく低かったが、本授

業実践を通して自分の消費をめぐる様々な問題を発見して解決策を考えたことで「消費者市民」に

関する知識・技能・活用力が有意に向上していた。そして、今回の授業ではグループでの課題解決

を複数回取り入れたことにより、「課題解決」に関する項目も得点が向上していた。 

本授業研究を通して、開発したカリキュラムが「消費者市民」を育成する効果があること、さら

に事前事後の検証で用いたアンケートの指標が授業効果の測定に活用できることが明らかになった。

しかしながら、「課題解決」については、今回の授業ではグループでの協調的問題解決であったため、

コミュニケーションに関する協働の質問項目を追加する必要があったと考える。また、「消費者市

民」に関する項目の得点が有意に高い結果となったが、「エシカル消費が分かる」や「商品を選ぶと

きは環境や作り手のことを考える」などの得点は十分とは言えず継続的な取り組みが必要である。

これらの知識・技能・活用力は社会生活の中で実践することで、学びをより深められる。学習内容

を生活の中で実践し、周囲に発信できる力を高める工夫が必要である。 

高校家庭科授業で育成している資質・能力の実証的研究を進めるうえで今後の課題は、よりよい

社会の構築に向けて生活や社会の課題解決能力を育成する家庭科授業を検討して、いろいろな授業

実践を通して、育成している資質・能力を実証的に明らかにすることである。 
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