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家庭基礎および理科の基礎を付した科目における「環境」の意味内容の解明
─ SDGsを手がかりとした教科書分析─
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Clarifying the Meaning of "Environment" Related to Basic Home Economics and Basic-Added Subjects 
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Hajime Tanaka, Kumi Kobayashi and Tetsuya Suzuki 

要　旨
理科と家庭科をまたいで関連する用語のうち「環境」に注目し、この用語が用いられるケース

について理科と家庭科の共通点、相違点を明らかにすることを目的とする。家庭基礎および物理
基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎の各教科書本文から「環境」という文字列が現れる段落を
抽出してコーパスを作成し、分析の対象とした。この分析に当たり、SDGsに示された目標を尺度
として採用している。
家庭基礎と理科の基礎を付した科目とを比較して、両者に SDGsの目標３「すべての人に健康

と福祉を」に関連する内容が現れる。顕著な相違は、家庭基礎にはほとんどの SDGs目標が関わ
り、それらが横断的に扱われ得る一方、理科の基礎を付した科目では特定の SDGs目標のベース
となる知識・データを学ぶことになるという点である。
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1．研究の背景と目的

小林ら（2019）により、高等学校理科分野コー
パスを手がかりとして家庭基礎の教科書を用い、
理科と家庭科の両方に関連する用語を抽出し、類
似点・相違点を明らかにした。そこでは理科およ
び家庭科を横断して出現するものとして、「環境」、
「吸収」、「アミノ酸」という 3つの用語が上がった。
「吸収」という用語については、生物基礎、家庭
基礎において栄養素の吸収を扱う際に用いられる
用語である点が共通するが、生物基礎では消化吸
収の仕組みが取り上げられるのに対し、家庭基礎
では吸収される栄養素名が体のどの部位を形成す
るのかが説明される。「アミノ酸」という用語につ

いては生物基礎、家庭基礎ともに必須アミノ酸 9

種類の名称の記載があるが、「必須アミノ酸」とい
う用語は生物基礎の本文中には使用されていな
かった。また家庭基礎に固有な用語として「アミノ
酸価」があり、この用語は生物基礎には見られな
かった。「吸収」、「アミノ酸」、これら 2つの用語か
ら家庭基礎と理科の間を横断する可能性がうかが
われるであろう。
家庭科と理科の内容に注目した研究として、藤
谷の一連の研究がある（藤谷 1978、 1980、 1982、 
1985）。その中で藤谷（1978）は家庭科教員養成に
おいても化学教育が必要であることを指摘し、藤
谷（1980）では家庭科と理科化学分野の関わり合
いの変遷を明らかにした上で、藤谷（1985）にお
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いて「理科と家庭科は、同じ素材を扱ってもその
視点や教材としての扱い方が異なり、そのことは、
両教科の内容が相互補完の関係にあることを意味
している。」とする。また、藤谷（1982）では、両
教科ともに「生活の科学的理解」に関する教育内
容が欠落していることを指摘している。
以上の示唆によれば、理科・家庭科はそれぞれ
生活と生活を取り巻く環境に対する科学的理解を
促すものになっているのか、こうした科学的理解に
向けて互いに関わる要素は何か、たとえば理科の
うち物理・化学・生物・地学の各分野と家庭科が
どのように関連するのか、これらを綿密に調べる必
要がある。
分析の対象とする用語は、先に挙げた理科およ

び家庭科を横断して出現するもので分析されてい
ない「環境」であり（小林ら 2019）、この用語が取
り上げられるケースを理科と家庭科とで比較して共
通点・相違点を探る。理科、家庭科を扱う上で、
まずは一般的な類型を求めるために、多くの生徒が
共通して履修する科目を選ぶことにした。すなわち
家庭科では家庭基礎、理科では物理基礎、化学基
礎、生物基礎、地学基礎（これら 4つを以下、「理
科の基礎を付した科目」とする）に焦点を当てる。
また、「環境」に関わりが深く、現時代的な意義
をもつもの、研究の綿密さ・定量化に寄与するもの
として、本研究は SDGsに上げられた 17 の目標を
尺度として採用する。SDGsは「2015年 9月の国
連サミットで全会一致で採択。」され、「「誰一人取
り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社
会の実現のため、2030年を年限とする 17の国際目
標。」であると記されている（外務省 2020）。表 1
に 17の目標（ゴール）を示す。
これら 17の目標が互いに関連する様子を図にし
たものとして「ウェディングケーキモデル」（図 1）
が知られる。たとえば Franco Fassio and Nadia Tecco

（2019）を見ると、このモデルの各ステージと食料
に関する循環経済における 40の活動とを対応させ、
環境的に持続可能な開発という側面でこれらの活
動の影響を評価している。なお、図 1のウェディン

表 1　 SDGs が掲げる 17 の目標

17の目標 分類

1 貧困をなくそう 社会

2 飢餓をゼロに 社会

3  すべての人に健康と福祉を 社会

4 質の高い教育をみんなに 社会

5 ジェンダー平等を実現しよう 社会

6 安全な水とトイレを世界中に 環境

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 社会

8 働きがいも経済成長も 経済

9 産業と技術革新基盤をつくろう 経済

10 人や国の不平等をなくそう 経済

11 住み続けられるまちづくりを 社会

12 つくる責任つかう責任 経済

13 気候変動に具体的な対策を 環境

14 海の豊かさを守ろう 環境

15 陸に豊かさも守ろう 環境

16 平和と公正をすべての人に 社会

17 パートナーシップで目標を達成しよう 軸の頂点

グケーキモデルにある BIOSPHERE、SOCIETY、
ECONOMYは、それぞれ表 1の「環境」「社会」
「経済」に、さらに、最上位の部分は「軸の頂点」
とそれぞれ対応している。また、佐藤ら（2017）
は、SDGsと環境教育との関係において、「SDGsの
17の目標（ゴール）には、持続可能なエネルギー

図 1　SDGs17 目標のウェデイングケーキモデル
ストックホルムレジリエンスセンター HP より



25家庭基礎および理科の基礎を付した科目における「環境」の意味内容の解明

や、持続可能な生産・消費の実現、生態系・生物
多様性の保全、気候変動への対応などが記されて
いる」と記している。すなわち、環境に関する活
動・教育には SDGsの各目標と親和的なものが多
く、本研究が対象とする「環境」に関わるトピック
スもウェディングケーキモデルに象徴される 17目
標の階層構造に帰着されるという期待が大きい。

2．研究方法

2-1　コーパスの作成
家庭基礎については、2019年度都立高校の採択

率が高いものから 5冊を選び、これらの教科書の
本文から「環境」という文字列が現れる段落を抽
出してコーパスを得た（以下、家庭基礎の環境コー
パスと略称）。理科に関しては、小林ら（2019）に

おいて既に作成された高校理科分野コーパスの中
から基礎を付した科目に限った範囲を抽出し、さら
に「環境」という文字列が現れる段落を抽出して
新たなコーパスを派生させた（以下、理科の基礎
を付した科目の環境コーパスと略称）。 

2-2　ネットワークグラフとクラスタリング
あるコーパスに対して、そこに現れる数々の用
語が互いに共起する様子を定量し（図 2）、ネット
ワークグラフを作成することができる。ネットワー
クグラフ上で用語が互いに結びついてクラスタを
形成する様子を調べることになるが、ここに一種の
スペクトラルクラスタリングを適用する（図 3）。
上の作業工程を詳述しよう。一つのしきい値を

設け、例としてこれをいま 80とする。コーパス上

図 2　 コーパス上で各用語が互いに 
共起する様子を定量

図 3　 ネットワークグラフにスペクトラルクラスタリング
を施す様子

　ノードの出現順位とエッジの相関性をそれぞれ最大値が 100にな
るように相対値で置き換え、しきい値を下回るものを除いていく。
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に最も多く現れる用語の出現頻度を 100とした相
対値で各用語の出現率を評価し、用語と用語が共
起する際の相関係数の中で最大の値を 100とした
相対値で、各用語の間の相関性を評価する。ネッ
トワークグラフの上では用語はノード（頂点）、用
語と用語のつながりはエッジ（辺）と称される。出
現率の大きい順にノードを並べたとき、下位 80%

未満に位置するノードをネットワークグラフから除
き、相関性が 80%を下回るエッジをネットワーク
グラフ上から除く。この除去操作に伴って他のノー
ドとの間にあったエッジを失って孤立するノード、
端に有していたノードを失うエッジ、これらもネッ
トワークグラフから除く。

しきい値を高くしても残るノード・エッジを、
ネットワークグラフ上に形成される各クラスタを代
表する語群とみなすのである。

2-3　環境教育指標としての SDGs

家庭基礎の環境コーパスと理科の基礎を付した
科目の環境コーパスの双方においてしきい値を 80

にセットしたところ、それぞれがネットワークグラフ
上に 10個前後の語群を残した。（図 4、5）。これら
の語群が各コーパスで大きく扱われるトピックスを
代表するものとし、それらの語群に対応すると筆者
らが判定した SDGs目標の番号をリストし、教科書
にそれらの語群が登場する事例を挙げた（表 2、 3）。

（a） しきい値 50 

図 4　家庭基礎の環境コーパスから得られたネットワークグラフ

（b） しきい値 80

(a) しきい値 50

図 5　理科の基礎を付した科目の環境コーパスから得られたネットワークグラフ

(b) しきい値 80
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表 2　家庭基礎の環境コーパスから抽出された語群
語群 教科書の事例 SDGs目標

快適性─
利便性─
持続可能性

快適な住生活には、近隣地域の住環境が快適である必要がある。住環境には、安全性、健康
性、利便性、快適性などがある。また、美観性（街並み景観など）、経済性（居住費など）、
社会性（地域の慣習など）も大きく関係する。住環境は、年齢、性別、職業、ライフスタイ
ルなどにより、重視するものがちがう。さらに近年では、「安全・快適・便利、さらにそれが
長続きする」という持続可能性も求められるようになった。（教科書 E）

3、4、5、
10、11、 
15、16

消費者の権
利─消費者
基本法

消費者基本法では、消費者の利益を守り、暮らしを安定させ、その質を向上させるために、
「消費者の権利の尊重」「消費者の自立の支援」などの理念を定め、国（政府）や地方公共団
体、事業者、消費者の責務を明らかにしている（図 15）。消費者は、人権に根ざした権利意
識を身につけ、自ら進んで必要な知識の習得や情報の収集に努めることが大切である。そし
て、日ごろから安全性や公正さ、環境などの社会的価値に配慮した消費行動をしていきたい。
（教科書 B）

12、16

温度差─
調節

体感温度は、気温が同じでも、湿度・風・輻射熱により変化する。自然気候を最大限活用し
ても快適にならない場合に、冷暖房を利用する。冷房は高温高湿下での生活を快適にするが、
冷房病を引き起こす場合があるので、室温、室内外の温度差、吹き出し口の向きや距離に注
意し、冷風を直接からだに当てないようにする。暖房時は、床暖房やホットカーペットを活
用すると、快適な温度分布が得られやすい。冷暖房中は、暖かい空気は上部に、冷たい空気
は下部にとどまり、上下の温度差ができる。この差が 3～5℃以上になると不快に感じ、作業
能率が低下するので、室内の気流を適度に循環させ、上下の温度差を少なくするとよい。居
住者全員に快適な温熱環境をつくることは難しく、衣服による調節も必要になる。就寝時や、
高齢者・乳幼児・病人がいる時は、温度調節に気を配る。（教科書 C）

3

空気─湿度 ◆ 保健衛生上の機能　自然環境から体を保護し、活動を支える機能を保健衛生上の機能とい
い、次のものがあげられる。
体温調節の補助　人は体温を 36.5℃前後に保つ必要がある。人体は体温調節機能をもつが限
界があり、被服の着用や冷暖房により体温を一定に保つように補っている。着衣によって体
表面と被服との間に外気とは異なる温度・湿度の空気層が生じる。重ね着により、この空気
層の重なりをつくり出すと保湿性が高められる。暑いときは皮膚表面の高温・多湿の空気を
外気中に逃がすように開口部を広くするとよい。（教科書 D）

3、13

界面活性剤
─排水

洗濯排水には、衣服から落ちた汚れや洗剤に含まれる界面活性剤などが含まれている。洗濯
排水による環境負荷を減らすには、洗剤を必要以上に使わないこと、必要ない洗濯をなるべ
く減らすことなどが必要である。（教科書 E）

6、14

自発的─
保育

幼稚園や保育所における集団生活のなかで、子どもは子ども同士のふれあいや、保育者の適
切なはたらきかけを通して発達していく。集団保育は家庭保育にはない教育環境を備えてお
り、子どもの自発的で社会的な活動を促しながら、豊かな人間関係・社会性 ·個性・自主性
を発達させていくことができる。少子化が進み、安全な遊び場が減少するなか、集団保育の
重要性はますます高まっている。（教科書 C）

3、17

冷暖房─
温熱環境

近年、高断熱・高気密の住宅の建設により、冷暖房の効率と温熱環境は確保しやすくなった。
しかし、室内で汚染物質が発生すると、換気量の不足により、高濃度になりやすく、居住者
の健康に影響する。（教科書 B）

3、9

気密─遮断 少ないエネルギー消費量でより快適に暮らせる住まいを、省エネルギー住宅という。住宅の
断熱性と気密性を高めて室内外の熱の出入りを抑制し、冷暖房によるエネルギー消費を減ら
すとともに、健康的な空気環境を保つ換気システムを整えることが重要である。1999年に国
が設けた次世代省エネルギー基準では、断熱性や気密性の目安が基準値として示されている。
（教科書 A）

3、6、11、 
12、13、 
14、15、16

大量生産─
大量消費

日本では高度経済成長期以降、科学技術の発達や流通の広域化、大量生産・大量消費が進
み、商品が豊富で便利な消費生活が実現した。しかしその一方で、環境汚染や自然破壊、公
害病の発生、都市化の増大や農山漁村がさびれるなど、生活がおびやかされるようになった。
商品やサービスの使用による消費者の健康被害、安全性にかかわる事件や事故、購入時の契
約問題も多発した。（教科書 B）

3、7、9
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幼稚園─
保育所

保育をサポートする代表的な施設には、保育所、幼稚園がある。また、急速な少子化や家庭
環境の変化などに対応するため、平成 18年に、保育所と幼稚園を一体化した施設、認定こ
ども園が創設された。平成 27年には、保育所に入所したくても入所てきない待機児童に対応
するための地域型保育が開始された。その他にも、さまざまな保育サービスがあるので、状
況に応じて使い分けるとよい。施設によって保育の内容に違いはあるが、同年代の子どもと
交流することにより、友人関係や子どもの世界を広げ、子どもが社会性を身につける貴重な
機会となっている。（教科書 E）

3、4、16、 
17

出生─適応─
新生児

新生児期（出生後 4週間）は、新しい環境に適応する時期である。胎児期は、胎内での安定
した環境のもとで保護されているが、出生後は自力で呼吸や栄養摂取を行うことになる。こ
の環境の変化に適応するため、新生児は短時間でからだのしくなやはたらきを変える力を持っ
ている。しかし、この時期は、先天異常・呼吸困難や出生時の損傷などにより死亡する割合
も高いので、細心の注意が必要である。（教科書 C）

3

損耗─行為 住まいは、さまざまな生活行為、天候の影響、物理的な力などにより、汚れの付着、材料の
破損・腐朽・損耗が起きる。快適で安全な住環境を確保するために、それぞれの構造や材料
に適した日常の清掃と、損耗などの予防・管理を実施する。このことにより、住まいの耐用
年数を延ばすことができる。（教科書 B）

3、12

表 3　理科の基礎を付した科目の環境コーパスから抽出された語群
語群 教科書の事例 SDGs目標

栄養─段階 生産者である植物は、外界から取り入れた無機物をもとに有機物を合成し、生命活動に利用
している。生産者が合成した有機物は、生産者から食物連鎖を通して各栄養段階の生物に利
用されることによって、あるいは分解者のはたらきによって無機物にもどる。このように、生
態系では、物質はその形を変えながら非生物的環境と生物との間をたえず循環している。そ
して、この物質の循環に伴って、エネルギーが生態系内を流れている。（教科書 A'）

7、14、15

亜高木層─
低木層

森林に一歩足を踏み入れると、高い木々の下に低木や草本などのいろいろな植物がみられる。
森林がどのような構造かによって、森林内の環境が決まり、森林の中の植物の生活にも影響
する。よく発達した森林には、上から高木層、亜高木層、低木層、草本層、ゼニゴケなどの
コケ植物などが生える地表層などの階層構造がみられる。上層の葉が密に茂った森林を歩い
ていると、かなり暗く、夏でも涼しく感じることがある。これは高木層や亜高木層によって下
層への光の透過が妨げられるためである。森林に注がれる光は高木層を通り抜けると約 10％
まで減少し、亜高木層を通り抜けると数％にまで低下する。下層にいくほど日陰の程度が強
くなるため、弱い光で生育できる植物しか生育できなくなる。（教科書 E'）

15

冬─夏 自然環境は、数年程度の時間スケールでも変動を繰り返している。例えば、私たちは、猛暑
や冷夏、暖冬や厳冬などを繰り返し経験する。気象庁は 30年間の平均値を平年値として、
毎年の値を平年値と比較して、猛暑や冷夏などを判断している。このように自然環境には、
平年値などに対して、高い・低い、多い・少ないなどを繰り返す変動性がある。（教科書 F'）

13

営巣地─
アホウドリ

このような増殖事業の結果、2009年には、鳥島のアホウドリは、推定 2300羽を超えるまでに
増殖した。現在でも、営巣地の環境改善や新たな繁殖地をつくる取り組みが続けられている。
（教科書 C'）

15

分解者─
生産者─
消費者

非生物的環境から生産者である植物にとり込まれた無機物は、光合成によって有機物に合成
される。植物体を構成する有機物の一部は、消費者である動物へとり込まれる。さらに、植
物や動物の枯死体や排出物などに含まれる有機物は、分解者により分解されて非生物的環境
へ戻る。このように、物質が生態系内を循環することを、物質循環という。（教科書 G'）

14、15

陽樹─陰樹 陽樹が成長してできた陽樹林では、森林内部の光が減少するため、光補償点の高い陽樹の芽
ばえは育ちにくくなる。一方、このような環境でも、陰樹の芽ばえは光補償点が低いため、
生育することができる（図 17-d）。その結果、陽樹と陰樹の混ざった混交林が形成される（図
17-e）。やがて陽樹が枯れて陰樹が残り、陰樹林が形成される。陰樹は、直射日光の当たる部
分に陽葉をつけるようになる。陰樹林では、その幼木がつぎつぎに育って成木と入れ替わる
ため、構成種に大きな変化がみられなくなる。このような状態は極相（クライマックス）と呼
ばれ、このときの森林を極相林という（図 17-f）。（教科書 B'）

15
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3．結果

3-1　家庭基礎の環境コーパスに現れる語群
家庭基礎の環境コーパスから得られたネット

ワークグラフ（図 4（b））から、12種類の語群・
26個の用語が抽出された。「環境」という用語から
イメージされやすい「快適性─利便性─持続可能性」
「冷暖房─温熱環境」が上がる一方で、「自発的─保
育」、「出生─適応─新生児」など保育に関わる語群
が出現した。
これらの語群それぞれに SDGsの目標を割り振っ
たところ（表 2）、目標「3 すべての人に健康と福
祉を」は語群「快適性─利便性─持続可能性」をは
じめ 12語群中 10の語群で関連すると言えた。こ
れは健康や福祉を取り扱う家庭科の特徴と捉える
ことができる。次に多くの数の語群と対応した目標
は「16平和と公正をすべての人に」であり、4つ
の語群に関連した。その中に語群「消費者の権利─
消費者基本法」があり、その教科書事例には、消
費者の権利だけではなく、「消費者は、人権に根ざ
した権利意識を身につけ、自ら進んで必要な知識
の習得や情報の収集に努めることが大切」とその

責任についての記載もみられた。
語群「温度差─調節」「出生─適応─新生児」のよ

うに 1つの語群が 1つの目標と対応している場合も
あるが、ほとんど語群が複数の目標に対応してい
た。特に、語群「快適性─利便性─持続可能性」「大
量消費─大量生産」は、多くの目標を横断して関連
することが分かる。

7つないしは 8つの目標が当てはまった語群「快
適性─利便性─持続可能性」「大量消費─大量生産」
に相当する教科書の事例を見ると、住生活に関す
る語群「快適性─利便性─持続可能性」については
単に快適に過ごすことだけではなく、経済性、地
域との関わり、住まう人などを考慮することが記載
されており、語群「大量生産─大量消費」に関して
は消費生活が環境破壊に繋がること、人々の健康
に影響を与えることが記載されている。
ある問題を考えるためにさまざまな視点を持ち、
問題同士に繋がりがあることを理解する必要性が
これらの事例には説かれており、まさに内容を分化
して取り扱わないよう配慮している家庭科らしさが
表れていると捉えることができる。
また、語群「幼稚園─保育所」に図 1の頂点に位

視床下部─
間脳

ヒトの神経系（図 1）には中枢神経系（脳・脊髄）と、そこから出て体中に伸びる末梢神経
系がある。神経系はおもに、信号を伝えるはたらきをもつ神経細胞からなる。脳の中でも、
器官のコントロールには間脳・中脳・延髄が重要であり、特に間脳の一部である視床下部が、
体内環境の変動を常に感知するとともに、各器官をコントロールする司令塔の役割を果たし
ている。（教科書 E'）

3

交感神経─
副交感神経

自律神経系は、主に脳や脊髄からの情報を内臓などに伝える神経である。自律神経には、交
感神経と副交感神経の 2種類がある。交感神経と副交感神経は、同じ器官に分布しているこ
とが多く、一方が器官の働きを促進すれば、他方は抑制するというように、互いに反対の作
用（きっ抗作用）を現す。このようにして、これらは、意思とは無閑係に心拍数や胃腸の働
きなどを調節し、体内環境を安定にしている。（教科書 B'）

3

除去─
適応免疫─
食細胞─
バリア─
食作用─ 
自然免疫

私たちの体は、3つの防御機構によって守られている。第 1の防御機構は、外部環境からの
病原体などの異物の侵入を防いでいる皮膚などのバリアである。バリアが突破されて、異物
が体内に侵入すると、白血球が連携してさまざまな免疫の反応が起こる。第 2の防御機構は、
食細胞による食作用で、異物を見つけて食作用により排除する。バリアと食細胞による食作
用は、動物が生まれながらにもっており、自然免疫と呼ばれる。第 3の防御機構は、最も強
力で、ヘルパー T細胞がかなめとなって、各種のリンパ球が病原体などの異物に特異的には
たらく適応免疫（獲得免疫）である。適応免疫には、B細胞がつくる抗体と呼ばれるタンパ
ク質によって、細胞外の病原体を除去する体液性免疫と、キラー T細胞が直接感染細胞を見
つけて殺し、細胞内の病原体を除去する細胞性免疫がある。それでは、自然免疫と適応免疫
のしくみについて学習していこう。（教科書 D'）

3
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置する目標「17 パートナーシップで目標を達成し
よう」が当てはまるものとした。教科書の中に「待
機児童に対応するための地域型保育」の開始が掲
載されており、社会全体で未来を担う子育てを支
えていく仕組みが読み取れたものである。表 2に
挙がった SDGs目標は図 1の「軸の頂点」の他、
「環境」、「社会」、「経済」のいずれにも分布する。
これは家庭科が SDGsの目標を横断的に扱う教科
であることを示す。

3-2　 理科の基礎を付した科目の環境コーパス
に現れる語群

理科の基礎を付した科目の環境コーパスから得
られたネットワークグラフ（図 5（b））からは、9

種類の語群・23個の用語が抽出された（表 3）。
3-2と同様、語群それぞれに対応する SDGsの目
標を調べ、目標「15 陸の豊かさも守ろう」が 5つ
の語群に、目標「14 海の豊かさを守ろう」が 4つ
の語群に対応するとした。理科という分野では「環
境」という用語が「（陸や海の）生き物」「生態系」
と密接に関わることを反映すると言える。
これらの他には、目標「3すべての人に健康と福
祉を」が 3つの語群に、目標「7 エネルギーをみん
なにそしてクリーンに」と目標「13 気候変動に具
体的な対策を」がそれぞれ 1つの語群に対応させ
た。なお、目標「3すべての人に健康と福祉を」が
対応する語群として「視床下部─間脳」「交感神経─
副交感神経」を挙げたが、これが妥当であるか否
かは判断が分かれるところかもしれない。教科書事
例を見ると体内環境・人体に関する知識が記され
ており、これらが人間の健康を維持するためには欠
かせないであろうと現時点では判じたものである。

図 1の「環境」を構成する目標は 4つあり、そ
れらのうちの 3つが理科の基礎を付した科目に大き
く関連すると言える（目標 13、14、15）。また、「経
済」を構成する目標の内の 2つが現れる点も言及
される（目標 3、7）。逆に理科の基礎を付した科目
の上で、「軸の頂点」、「経済」に関わる内容が大き
なウエイトを見せることは無いと言えるであろう。

もう一つ特筆されることは、表 3中の教科書事
例に見られるように、SDGs目標と関わる語群の多
くが生物基礎で扱われる用語である点である。地
学基礎で扱われる用語も存在するが、「環境」とい
う用語に関して物理基礎、化学基礎で扱われる教
科書事例は登場しなかった。

3-3　 家庭基礎と理科の基礎を付した科目との
比較

家庭基礎環境コーパスから得られた SDGs目標
と理科基礎環境コーパスから得られたそれらを比
較すると、目標 3が共通して現れることが分かる。
特に家庭基礎ではこの目標 3が大きなウエイトを
有する。これは「健康」という用語に関わると判定
される用語・概念が 2つのコーパスに共通して多
く現れるためであると理解される。
一方で、家庭基礎に 11個の SDGs目標が現れた

のに対して、理科の基礎を付した科目には 5つの
目標が現れたのみであったことは大きな相違であ
る。また、家庭基礎では 1つの語群に複数の SDGs

目標が対応するケースがほとんどであったが（12

語群中 10）、理科の基礎を付した科目ではそのケー
スが少ない（9語群中 2）。
これに 3-2、3-3に記した内容を合わせると、家
庭基礎はウェディングケーキモデルの全体に関連
し、理科の基礎を付した科目が関わる範囲を包含
する様子が分かる。基礎を付さない科目を含んで
分析を行う場合でも、本研究が示すこの結果がそ
こに反映される以上、家庭科は目標同士の繋がり
も扱い得る教科であるという特色を持ち、理科は
特定の目標のベースとなる知識・データを学ぶ教
科であるという側面を見せる可能性が大きい。

4．まとめ及び考察

「環境」という用語の関連語群を分析する上で、
SDGs目標を尺度とすれば家庭基礎が扱う内容が理
科の基礎を付した科目を扱う内容を包含することが
示された。他教科・他科目との比較分析、及び「環
境」以外のキーワードについて調査を進めた上で
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論を待つ必要はあるが、SDGsにアプローチする上
で家庭科は必須の教科であることがうかがわれる。
また、理科の基礎を付した科目の中では、ほぼ
生物基礎のみが「環境」を取り扱うものであった。
この点は「1　研究の背景と目標」で採り上げた
「家庭科教員養成においても化学教育が必要であ
る」（藤谷 1978）と異なる帰結に思われるが、「環
境」と関連する用語を対象に分析を進める必要が
予見されることはこの件に関しても同様である。
本研究では筆者らの判断によってコーパス上に現

れた各語群に SDGsの各目標を対応させたが、
SDGsに関わる多数の用語・トピックス・概念を
ネットワークグラフとして表現すれば、家庭科・理
科の相互の関係だけでなく、これらの教科と SDGs

との関係も統計的に処理をすることが可能となる。
この手法はより客観的な分析をもたらすものであり、
教科間の関係、各教科・科目と SDGsとの間の関係
を分析する上で大きな役割を果たすと目される。
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