
「健康・安全」「持続可能性」「伝統」「共生」「自立」
５つのテーマで紐解く「人生の解説書」

「教育図書の担当者は『東京五輪を控え，自国の文化を説明できる
知識を身に付けてほしい』と狙いを話す。」と紹介されました。

▲「和食」の記述の充実について

読売新聞（3月 19 日）で
取り上げられました！

新刊！

男女共同参画の年表（P.17）やワーク・ライ
フ・バランスの特集など，職業観を養う内容
を豊富に掲載しています。

▼教科書 p.26,54,232

▲こだわりの職業コラム

職業観を養う資料が満載！
キャリア教育に最適な教科書です。

教育図書こだわりの
ビー　 　ゴ

クッキリ見やすい
ゴシック体

B５サイズ
へのこだわり

＆ 誰の目にも読みやすく、やさしいユニ
バーサルデザインのゴシック体を本文
に使用。クッキリとした文字で学習内
容が頭に入りやすい！

手に持ちやすく，机の上に広げやすい
スリムな B５判 にこだわりました！
豊富な資料と充実の内容はレイアウト
の工夫でしっかり引き継いでいます。

その答えは…

＊B５判は縦横比が　　　　
の白銀比！人が美しいと感
じる比率です！ あっ！

読みやすい

豊富な資料とスッキリとした紙面，読みやすい書体を実現した新しい教科書のご提案です！！

特色紹介

教科書のテーマは
「健康・安全」「持続可能性」
「伝統」「共生」「自立」の５つ。
各章の扉の問いかけは
学習の気付きを促します！

教科書全体を貫く５本の柱

豊富な資料と実験実習題材

本当の知恵を身につける

限られた時間内でできる
簡単＆安価な実験や，
ディベート学習につながるテーマ
を数多く掲載。
アクティブ・ラーニングに
対応しています！

生活に隠された原理原則を
しっかりと扱っています。
暗記型の知識ではなく，
生きるために必要な
本当の知恵が学べます！

⇒ウラ面（実習，コラムなど一覧）もご覧下さい。

▲扉の問いかけのヒントは
　　　　　　　教科書の本文で！

▶考えさせる資料を
数多く掲載。
給与明細も実物表示
（p.98）

新 家庭総合
今を学び 未来を描き 暮らしをつくる

B5判／256頁／口絵10頁 家総 308

代表監修 小澤紀美子（東京学芸大学名誉教授）
（東海大学特任教授）

▼簡単実験 p.116

▲ディベートにつながる資料 p.234

近所のおばあちゃんとお話してきた。おばあちゃんの時代の話や伝統的な話がたくさん聞けたよ。

おじいちゃんが老眼なんだって。高齢者になるとほかにどんな変化があるのかなぁ。

年金で生活しているおじいちゃん。年金ってどういうしくみ？自分がもらう頃にはどうなっているんだろう。

駅やスーパーでお年寄りが困っていたよ。みんなが気持ちよく生活するために何ができるだろう？

何だろう？

自分が年を取ったときのために，今からできる健康管理は



Pick Up!
領域にかかわる職業の紹
介を各章末に配置。職業の紹介

アクティブ・ラーニングに
対応。みんなでワーク！ワークの題材

授業に役立つ豊富な資料を掲載。
ぜひ，教科書でお確かめください。実習，コラムなど一覧

授業でできる簡単な実習や
ディベート学習用資料。

日本の伝統と知恵について
学習を深めるコラムです。

●p.26 なりたい職業は何だろう？
●p.54 保育士
●p.76 社会福祉士
●p.104 広告デザイナー
●p.166 みそ製造工
●p.204 和裁士
●p.232 左官

●p.109 「和食」について考えてみよう！

●p.202 日本の伝統的な衣服

●p.202 和服各部の名称と慣用表現

●p.203 Ｔ.Ｐ.Ｏ. に合わせて和服の例

●p.203 ライフステージの行事と和装

●p.227 日本の住まいの工夫

●p.227 地域に根づいた暮らしと住まい

●p.8 人生を 24時間とすると…
●p.10 何のために働くか
●p.11 実際に求人票を見てみよう！
●p.16 女性の働き方について考えてみよう
●p.21 民法改正どう思う？
●p.24 親等表を見てみよう
●p.29 男女で尊重しあう関係を築こう（性感染症）
●p.39 離乳食を食べてみよう！
●p.40 子どもの状態を確認しよう！
●p.44 理想の子ども数と実際の子ども数
●p.45 年齢と出産
●p.49 育児の１日
●p.79 商品の入手方法の長所と短所
●p.85 契約書を読んで考えてみよう！
●p.89 キャッシュカードの管理はしっかりと
●p.107 さがしてみよう「こ」食
●p.117 砂糖の温度変化
●p.138 １日の献立を見てみよう
●p.145 料理のおいしさを表現してみよう！
●p.203 風呂敷でかんたんバッグ
●p.209 使いやすい住空間とは？
●p.211 平面図を読み取ってみよう
●p.234 さまざまな役割を担って生きる
●p.240 バリアを探してみよう
●p.241 ボランティア活動に参加しよう
●p.242 それって本当に環境にやさしい？
●p.245 ３R，５R，さまざまな R
●p.246 環境ラベルを探してみよう！

●p.59 高齢者疑似体験をやってみよう

●p.65 傾聴ボランティアにチャレンジしてみよう！

●p.116 糊化と消化の実験してみよう

●p.120 バターをつくってみよう！

●p.121 パイナップルのたんぱく質分解酵素

●p.143 だしの「うま味」を知ろう

●p.169 不感蒸泄って何だろう？

●p.176 布の吸水性を調べてみよう

●p.176 布の溶融実験

●p.185 ブックカバーのつくり方

●p.185 ティッシュケースのつくり方

●p.11 生涯賃金の比較
●p.17 男女共同参画に向けた世界と日本の取り組み
●p.23 生活保護って何？
●p.25 人の一生と法律
●p.28 新生児期の特徴
●p.29 母体の健康と胎児
●折込 赤ちゃんを見てみよう！
●折込 子どもの成長を見てみよう！
●p.38 母乳と調製粉乳のエネルギーと栄養素の違い
●p.43 子どもの遊びと３つの間
●p.45 少子化の背景は？
●p.49 マタニティマーク
●p.51 世界の子どもの現状を知ろう
●p.52 子どもとふれ合ってみよう
●p.58 日常生活で高齢者が困る場面
●p.61 高齢期におこりやすい病気
●p.83 情報はどのように使われている？
●p.95 景気と家計のつながり
●p.103 フェアトレードのしくみ
●p.113 たんぱく質の補足効果とは？
●p.126 新鮮な生鮮食品を選ぼう
●p.128 加工食品の表示をチェックしてみよう
●p.140-142　調理の基本をふり返ってみよう
●p.144-145　肉・魚・野菜の調理による変化
●p.162 道具の使い方（箸など）
●p.165 環境を考えて食べる
●p.169 季節に合わせた衣服の機能
●p.170 場面にあった服装例
●p.171 流行色とコーディネート
●p.183 復習しよう！基礎縫い
●p.193 洗剤の表示の読み方
●p.193 しみ抜き
●p.196-197　自分で洗濯してみよう！
●p.200 繊維製品が消費者に届くまで
●p.215 現代の住まいの成り立ち
●p.224 さまざまな暮らし方
●p.238 共生社会５つの視点
●p.243 地球温暖化のしくみ

●p.9 おもな権利と年齢
●p.21 「家」制度
●p.22 他の国の事実婚・について見てみよう！
●p.30 発育・発達の障がい
●p.34 人見知りの変化
●p.36 子育て体験記
●p.46 親権制限制度とは？
●p.49 子育て支援のしくみ～くるみん～
●p.60 ロコモってなんのこと？
●p.60 老化と骨の関係
●p.61 認知症
●p.66 介護うつとは
●p.75 海外の社会保障制度
●p.84 未成年者の契約
●p.91 クレジットカードについて知ろう
●p.98 給与明細の読みとき方
●p.102 消費者市民社会をめざして
●p.103 企業のエシカルな取り組み
●p.106 体内時計と朝食
●p.111 ペットボトル症候群
●p.112 トランス脂肪酸
●p.122 減塩を目指して
●p.123 フードファディズム
●p.125 食品保存の方法
●p.139 五味，五色，五法
●p.161 季節の行事食
●p.163 「いただきます」と「ごちそうさま」
●p.177 着衣着火に注意！
●p.179 コルセットの歴史
●p.203 富岡製糸場が世界文化遺産に
●p.217 トラッキング現象とは
●p.221 世界の住宅事情
●p.223 ハザードマップ
●p.225 高校生によるまちづくり
●p.231 建物の持続可能性を考えた取り組み
●p.239 地震の場面における自助／共助／公助
●p.240 ユニバーサルデザイン商品の例

実験・実習

伝統のコラム

自分の価値観を養うための
さまざまな資料。豊富な資料最新の話題や学習を深める

内容をコラムで掲載。最新のコラム

こちらで紹介した以外にも、
教科書にはたくさんのコラムや資料
を掲載しています！
お手元の教科書をぜひご覧下さい！

●食生活
●衣生活
●住生活
●生活設計

●青年期と家族
●保育
●高齢期
●消費生活

【本表の色分け】

選挙権について
も扱いました

社会保障の意味につ
いて考える資料

リボ払いの注意
点について

衣服と健康の関係を
衣服圧から考えます。

高校生でも参加でき
るまちづくり

給与明細の
実物を掲載

海外との比較で多様
性を学びます。

晩婚・未婚化を示
す資料から社会の
課題を探ります。

折込だけで学べる等
身大の赤ちゃん！

職業観を身につけます。

いろいろな視点から
環境を考える。

流れに沿って２
ページで紹介！

他教科との
連携

法律を読み解く６親
等までの親等表！

キャリア教育
に最適な資料

簡単でわかりやす
い好評実験

高齢出産のリスクを
扱いました。

状況によって変化
する役割

青年期に必要な職業観
を養います。
キャリア教育にぜひご
活用ください！

短時間＆安価
な実験！

食品表示法完
全対応！話題の減塩を学

び健康への意識
を高めます。

色の変化を写
真で紹介

塩蔵や発酵など先人
の知恵を学びます。 熱による食材の

変化を視覚的に。

高齢者の立場に
立ってみよう。

手縫いをふり返る
復習ページ

批判的思考
を養います。


