
3月 9日，高等学校学習指導要領が告示されました。また，この

4月からは，全国の小学校・中学校で，新学習指導要領の一部が先

行実施されています。

今回は，高等学校新学習指導要領の情報と，新学習指導要領の実施

や新しい教科書づくりのための教育図書の取り組みについてご紹介

いたします。

新学習指導要領実施に向けて

中学校 技術・家庭科情報No.4

保存版

中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

平成24年度発行 中学校  技術・家庭科
「活きる力につなげる教科書」鋭意編集中！

 “活きる力”とは，未来を担う子どもたちが，学校で学んだことを社会

や家庭において主体的に「活用」する力という意味を込めた，私たちが

提唱する新たな学力観です。人とヒト・人とモノ・人とコトの触れ合い

とつながりを大切にすることが，“活きる力”にもつながります。

 私たちは，“活きる力”につなげる教科書を作ります！

2009.4

新学習指導要領
先行実施スタート！
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科 目 標準単位数 必履修科目数数 必必標標

家庭基礎

家庭総合

生活デザイン

標準単位数数数科 目 標標

庭 礎家庭基礎

家庭家庭総合総合家庭総合

生活生活デザデザインイン

2

4

4

高等学校の新学習指導要領，告示！
平成21年3月9日、文部科学省より高等学校の新「学習指導要領」が告示されました。

「技術・家庭科」と関係の深い「家庭科」「情報科」はどのように変わるのでしょうか。

高等学校「家庭科」改訂のポイント

★科目構成はどうなるの？なるなる

現 行 改 訂

★改訂ポイント（文部科学省資料より）イン

●必履修科目：「家庭基礎」「家庭総合」「生活デザイン」のうちから1科目履修。

●科目構成：科目「生活技術」の内容を改編し、「生活デザイン」を新設。

●おもな改善事項：

 ・衣食住や消費生活などに関する知識・技術を身につけさせ、生涯の生活設計ができるようにすることを重視。

  ・消費者教育や環境教育及び食育の推進、子育て理解や高齢者の理解などの少子高齢化への対応に関する指導を充実。

 ・衣食住の文化の継承にかかわる内容を充実。

★高等学校家庭科の目標

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にとら

え，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会とのかかわ

りについて理解させるとともに，生活に必要な知識と

技術を習得させ，男女が協力して主体的に家庭や地域

の生活を創造する能力と実践的な態度を育てる。

●現行学習指導要領に比べ「人間の健全な発達」が「人

間の生涯にわたる」に変更となり、また、「主体的に」

という言葉が付け加えられています。一生を見通すとい

う時間軸と、いっそうの主体性が重視されていることが

わかります。

新学習指導要領 教育図書が考える・ここがポイント！

科 目 標準単位数 必履修科目数数 必必標標

家庭基礎

家庭総合

生活技術

科 目

庭 礎家庭基礎

家庭総合

生活生活技術技術

2

4

4

○○ ○○

★各科目の改善事項

家庭基礎
●青年期の自立と共生という視点から，家庭・家族，福祉，衣食住，消費生活にかかわる基礎的・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とのかかわりを深める学習を重視。

家庭総合
●生涯を見通した生活を営むために必要な家族・家庭，子どもや高齢者とのかかわりと福祉，消費生活，衣食住などに関

 する知識と技術を総合的に習得させ，持続可能な社会を目指したライフスタイルの確立に関する学習を重視。

●例えば，生活設計の立案を通して，生涯を見通した自己の生活について主体的に考えることを重視。

生活デザイン
●実験・実習等の体験を特に重視し，衣食住の生活文化に関心をもたせるとともに，生涯を通して健康と環境に配慮した

 生活を主体的に営むことができるようにすることを重視。

●例えば，栄養とおいしさを考えた食べ物や食事を作るために必要な知識と技術を習得させることや，食文化を継承し食

 生活を創造的に実践する学習を重視。



3

高等学校「情報科」改訂のポイント

科 目 標準単位数 必履修科目必必標標

社会と情報

情報と科学

社会 情報

情報情報 学学

2

4

現 行 改 訂

科 目 標準単位数 必履修科目数数標標

情報A

情報B

情報C

修科目標準単位

情報

2

2

2

○
○

小学校

中学校

高等学校

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

全面実施（新教科書）

全面実施（新教科書）

学年進行で実施

移行期間（総則・算数・理科等先行実施）

施実行先、科理・学数施実行先等則総

新学習指導要領実施スケジュール

社会と情報
●情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ，情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を収

 集，処理，表現するとともに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い，情報社会に積極的に参画する態度を育てる。

情報と科学
●情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させるとともに，情報と情報技術を問題の発見と解決に効果的に活用す

 るための科学的な考え方を習得させ，情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。 

★各科目の目標（新「学習指導要領」より）

★科目構成はどうなるの？

★移行期間中、指導要録の取り扱いはどうなるの？

新しい学習指導要領の下での学習評価のあり方については，高等学校学習指導要領等の改訂の後，専門的な観点から検討

を進める予定です。

このため，小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に関する移行期間中における学習評価のあり方については，算数，

数学及び理科のうち移行期間に追加して指導する部分を含め，現行学習指導要領の下の評価規準等に基づき，学習評価を

行うこととします。

小学校学習指導要領等に関する移行期間中における小学校児童指導要録等の取扱いについて（平成20年 12月 25日

文部科学省通知）

移行期間（総則・数学・理科等先行実施）
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授業，研究会，イベント参加記など

つくってみました

子どものおもちゃ，食べ物など

2009/02/23 さいたま市のある中
学校で，味噌づくりの授業を見せてい
ただきました。

2008/07/17 保育所の先生が
つくった，トイレットペーパーの
芯を利用したガラガラです。

2009/02/14 羊毛フェルトでと
しょぞう人形をつくりました。羊毛の
性質の勉強にもなりますね～。

2008/06/02 東急ハンズ
で買った納豆菌と大豆から，納
豆をつくってみました。

2008/11/25 ある中学校のレ
シピを参考に，かぼちゃまんをつ
くりました。顔がコワイ？？

2008/12/16 新聞記事で見
つけた小学生がつくった弁当を
まねして，市松りんごに挑戦！

2008/11/07 フェルトの「ガ
ラガラいもむしちゃん」です！
  （参考：mm*chu にーなさんの作品）

2008/08/04  牛乳パックで
牛とゾウをつくりました。ゆらゆ
ら動くんだゾ～。

2008/07/14 子どものおやつ
は，栄養や見た目だけでなく，名
前も重要だとわかりました。

2008/04/16 「家計管理マ
スターシール」を使った授業を
見学させていただきました！

2009/01/26 「あなたのため
のおべんとうコンクール」を見に
行きました。上手だったなぁ～。

ここで紹介しているのは，記事の中のほんの一部です。続きはインターネット上でご覧ください。

2008/11/05 文化女子大
学・文化服装学院の文化祭で裂
き織り作品を見てきました。

 教育図書家庭科編集部では，現在，新しい中学校技術・家庭科（家庭分野）教科書の発行
に向けて，著者や協力者の先生方と掲載内容の検討を行っています。「としょぞうの家庭科教
材研究」は，教科書編集者である「としょぞう」が，教材研究をしながら感じたことなどを
週1～2回更新しているブログです。生徒の気分になって調理実習をしてみたり，自社教材
の宣伝をしてみたり，授業に役立ちそうな本の紹介や，新学習指導要領にかかわる文科省情
報なども随時公開しています。この春でブログは1周年を迎えました。ご覧になったことが
ありますか？

 最近では，読者の先生方から「としょぞうさんのブログに出ていた本を買いましたよ」，「と
しょぞうさん，こんな情報があるけれど知ってますか？」などなど，うれしいメールが届く
ことも増えてきました。先生もぜひ，としょぞうの教科書づくりを応援してください！

教育図書では，新しい技術・家庭科教科書発行に向けて，情報収集と情報発信を行っております。ここでは，
家庭分野，技術分野に分けて，その一部をご紹介いたします。

新しい教科書づくりに向けて

家庭分野 インターネット上で情報提供を行っています。

としょぞうの家庭科教材研究
http://toshozo.at.webry.info/



即席めん類

ハム類，ソーセージなど

このほか，食品のパッケージで見つけた興味深いマーク

中学生の生活に密着した教材を探そう！ 食品表示マーク探検の旅
 食品の容器や包装には，いろいろな表示やマークがついていますよね。最近，ある本で，「即席カッ
プめんの JASマークには標準や上級などの格付けがある」ということを知りました。「し，知らなかっ
た…！ 食品に付けられているマークのこと，もっと知りたい！」 ということで，いろいろな食品
表示マークを探す旅に出ることにしました。今回は，この旅で見つけたものの中から一部をご紹介い
たします。つづきはインターネット上でご覧ください！（5月初旬には掲載予定）

教育図書では，「としょぞうの家庭科教材研究」のほかにも，技術・家庭科の先生のために，2つのブ
ログを公開しています。忙しい先生方のお役にたてるように，できるだけ新しい情報を集めて掲載し
ています。ぜひ，ご活用ください！

●Web家庭科かわらばん http://kyoiku-tosho.at.webry.info/

官公庁や各団体が発表する情報や最新データなど，家庭科に関わりのある発見をできるだけ毎日ご紹介します。

●営業日報のようなもの http://kyoiku-tosho2.at.webry.info/

教科書営業担当者として全国 (?) を飛び回る傍ら，その土地ならではの気候・風土・文化を探ります。
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 即席めん類のうち，「即席カップめん」の JASマークには「上
級」と「標準」があるそうです。汁ものの場合，かやくの量が
めんの重量の15％以上のものには「上級」，6％以上のものに
は「標準」という格付けがあるんだそうです（ほかにも，一般
状態や食味についても違いがあるそうです。さらに，汁もの以
外は，また別です）。①は「標準」，②は「上級」，③は JASマー
クのついていない商品です。①のパッケージには「山菜たっぷ
り」と書いてありますが，マークは標準 JASでした。
 ハム類やソーセージなどでも，いろいろな JASマークを発
見しました。「特級」「上級」「標準」「特定 JAS」マークなどです。
細かい規定があるそうです。

 ここに載せた以外にも，JAS マークには，「生産情報公表
JASマーク」や，「有機JASマーク」などもありますね。いやぁ，
JASマークって奥深いですね～。

ところで，JAS法・JASマークって？
 JAS とは Japanese Agricultural Standard（日本農林
規格）の略。JAS法の正式名称は，「農林物資の規格化及び品
質表示の適正化に関する法律」で，農林水産省が管轄していま
す。JAS法は大きく分けると「品質表示基準制度」（義務の制
度）と「JAS規格制度」（任意の制度）から成り立っています。
JASマークが付けられている製品は，一定の品質や特色をもっ
ているので，消費者が買い物で商品を選んだり，事業者間で取
引する際の1つの目安になります。

JASマーク
表示無し

←標準

←特級

←上級

←標準 ←特定JAS

えっ！？

あまり授業には役立たない！？

もっとがんばります！！

そうそう，マクドナルドのホームページ
によると，マクドナルドのハンバーガー
パティは JAS上級だそうです。

中学生が食品表示に興
味をもつきっかけに・・・

かわいいベルマーク
サントリー生茶のベ
ルマークにはパンダ
が！ 凝ってるな～。

カルビーじゃがりこの表示
「じゃがりこ」はお菓子なのに「電子レンジ不可！」と
いう表示が。水を加えてチンするとマッシュポテトのよ
うになる，という食べ方がはやったからでしょうか…？

注意喚起の表示
日清カップヌードルについていたマークで
す。「移り香注意」という表示がついたんで
すね。

参考資料：彩図社「図解 表示のカラクリ 改訂版」，農林水産省ホームページ ほか

製品に JASマークを付けることができる事業者は，製造施設，品質管理などの体制が十分であ
ると認定された事業者だけなのだそうです。さらに，製品に JASマークを付けるかどうかは各
事業者の自由なので，「JAS マークがついていない商品」＝「品質がよくない」というわけで
はない点にも注意が必要です。

油脂類についている JASマークも，いろいろあって興味深かったです。

① ② ③

毎日チェック！

本当に営業しているの？

紙上ブログ まだインターネット上でブログをご覧になったことのない先生のために…
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■さっそくタネ袋を見てみましょう。

表 裏

タネ袋には，いろいろな情報が詰まっています。初心者にもわかりやす
く書かれていますので，まず，タネ袋を見るのがお勧めです！

＊種の入手法については，裏表紙をご覧ください。

 新学習指導要領で，「生物育成」が必修になりました！！ そこで，お知恵を拝借しに，種苗メーカー ( 株 ) サカタのタネさんを

お訪ねしました。お話しいただいたのは，(株 ) サカタのタネ 広報宣伝部広報宣伝課長 淡野さんです。

技術分野 「サカタのタネ」さんをお訪ねしました。

きょーとん；早速ですが，中学生のみなさんが初めて植物を育てるとき，
 どのようなことに注意したらよいか教えていただけますか。
淡野さん：そうですね。病気や害虫に強くて，育てやすいものを選ぶとよ
 いですね。
きょーとん：例えばどんなものでしょう。
淡野さん：弊社でいえば，花ならヒャクニチソウの「ジニア・プロフュー
 ジョン」， ケイトウの「きもの」「ゆかた」，ミニヒマワリの「小夏」な
 どが人気があって，お薦めですよ。
きょーとん：それで，育てるものを選んだら，どんなことに注意したらよ
 いですか。ほかにもいろいろ教えてください！
淡野さん：わかりました。まずは，タネ袋を見ていただくと，いろいろな
 ことがわかるんですよ。それから，…

＊この後も，淡野さんからいろいろ伺いました。以下ご参照ください！

ジニア・プロフュージョン

夏小のもき

です。す。

ジ アジニアジニア ププロ・プロフフュージジ ンジョン

★生産地，タネの有効期限：
タネは生き物で寿命があり
ます。袋から出したタネは
早めにまかないと発芽率が
落ちます。

★品目名：「ヒャクニチソウ」
「ミニトマト」など，花，野
菜などを日本で呼んでいる大
きな分類名。

★品種名：品目名をさらに小
さく分けた名称。「ジニア・
プロフュージョン」「小夏」
など。

★まきどき目安：品種によっ
て異なる，おおまかなタネま
きの時期です。詳しい情報は
裏面参照。

★科・属名：植物には，世界共通の分類のしかたと名前のつ
け方があります。この分類のしかたで，形や性質（形質）の
よく似た植物をまとめたものを「種 (しゅ )」，似た種をまと
めたものを「属 (ぞく )」，さらに似た属をまとめたものを「科
( か )」といいます。同じ科の植物は，いろいろな性質が似
ているので続けて栽培しないなど，育て方の参考になります。

★栽培解説：平易な文章とイ
ラストで，栽培カレンダーに
基づいた作業を具体的に示し
ています。

★栽培ごよみ：自分が
住んでいる場所の栽培
区分ごとのタネまき，
定植，収穫などの時期
がわかります。

★発芽までの日数，発
芽適温，生育適温。

★袋詰めタネ量：何株
できるかという目安に
なります。

★仕上がり：花なら咲いたと
ころ，野菜なら収穫したとこ
ろ。この写真をめざして育て
てみましょう。

きものきものきもの 小小夏小夏小夏
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ジニア・プロフュージョンの栽培のしかた

※さらに易しい栽培のしかた，他の植物の栽培のしかたなど，教育図書のホームページをご覧ください。

管理：日当たり，水はけ，風通しのよいところで管理します。コンテナ栽培の場合は，土の表面が乾いたら，たっぷりと水
を与えます。花期が長いので，追肥として1か月に1度は株元に1つまみほど置き肥（化成肥料）を与えます。

市販のタネまき
用培養土

市販の培養土のの培培養培養土

市販の販の

9cm
ポリポットポリポリポッッ

水水水

鉢皿鉢皿鉢皿

15～18cm鉢，
または，
60cm のプラン
ター

腐葉土、苦土石灰、緩効性化成肥料
を鋤き込んでおく。

●花壇の場合

株間30cm

  定植（鉢）（本葉5～6枚）
①15～ 18cm鉢に1株，60cm
プランターなら3～4株を定植。
②花芽が見えたら摘心をします。 

  定植（花壇）
①風通し，水はけのよいところに植
えかえます。

  種まき後60～75日くらいで
咲き始めます。

5 6

●まきどき：暖地4～6月，温暖地4月中旬～7月中旬，寒地・寒冷地5～7月。（発芽に適した温度25℃前後）

  タネまき
①6cmポリポットにタネまき用土を入れてまき，土
はタネが隠れる程度におおいます。
②発芽まで乾かさないように管理します。
＊7～10日で発芽します。 

  間引き
①本葉が広がるまでに行いま
す。
＊根がついていれば，間引き
したものは，別のポットに植
えることもできます。

  移植（本葉2～3枚）
①9cmポリポットに移植
します。
注意：多湿を避け，アブラ
ムシ，ハモグリバエなどに
注意し，早めに防除します。
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4

栽培カレンダー ＊タネ袋の裏にある栽培ごよみを拡大したものです。



2009 年 4月発行
中学校技術・家庭科情報　No.4

知っておきたい

食べ物の話
★編集協力：（社）日本化学工業協会

★定価150円（本体 143 円）
★ B5 判／ 48 ページ／オールカラー

健康な生活のためには、
　●バランスのよい食事！
　●規則正しい食事と生活リズム！
　●情報に振りまわされない！

■本書の提言■

好評発売中！

〒170-0012 東京都豊島区上池袋 1-38-2
TEL.03-3917-9151（代）FAX.03-3917-7338

＊種の情報や入手については，(株)サカタのタネホームページをご覧下さい！

http://sakata-netshop.com/shop/

今回ご訪問した　
サカタのタネさんの　オンラインショップ

Plan Do See から批判的リテラシーの学びへ

新しい
問題解決学習

6

荒井紀子 
鈴木真由子 綿引伴子編著
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Plan Do See から批判的リテラシーの学びへ

新しい
問題解決学習

61 批判的リテラシー
について、
詳しく述べた
注目の新刊！

●定価3,570円 ( 本体 3,400円 )　
● A5判／上製本／208ページ

4 月下旬発行予定

新刊

★今、最も注目される「批判的リテラシー」について考察した最新刊。問題解決学習をクリティカルに振り返って課題を

　確認し、批判的リテラシーを軸に子どもの思考を育むことをめざす具体的な提案です。

★新しい学習指導要領では、OECD が定義する主要能力（キー・コンピテンシー）が重視されています。

　キー・コンピテンシーと家庭科、キー・コンピテンシーと問題解決学習とのかかわりについて、ていねいに解説。

★理論だけでなく、Plan Do Seeをより発展させた「批判的リテラシー」による学びを取り入れた実践事例を、詳しく紹介。

ご紹介！

荒井紀子

鈴木真由子 綿引伴子

福井大学

大阪教育大学 金沢大学

編著




