
平成24年の新学習指導要領全面実施に向けた準備は進んでいますか？

教育図書では，新学習指導要領の内容を先取りした教材を数多く発行しています。

今回は，今すぐ授業で役立つ教材やアイディアのご提案をさせていただきます。

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」にご期待ください！
　“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発行します！

2010.10

新学習指導要領「内容 B　食生活と自立」お役立ち情報

中学校 技術・家庭科情報
No.8 家庭分野

ご提案その❶　New フードマスターシールを使ったプリント例　「旬の味を楽しもう！」

ご提案その❷　献立マスターシールと組み合わせて使えるプリント例

　　　　　　　　　　　　　　「1 日に必要な野菜の量ってどのくらい？」

内　容

全国のブロック大会では
教材を展示しています。
ぜひお立ち寄りください！

秋はおいしい食べ物が
いっぱい！

調理実習が楽しい
季節ですね〜。



次のページをご覧ください。

新学習指導要領現行学習指導要領

中学校

Ａ　生活の自立と衣食住
(1)  中学生の栄養と食事　　
　ア　食事の役割，健康と食事
　イ　栄養素の種類と働き，中学生の栄養の特徴 
　ウ　食品の栄養的特質，１日分の献立
(2)  食品の選択と日常食の調理の基礎  　
　ア　食品の適切な選択
　イ　簡単な日常食の調理
　ウ　食品や調理用具等の適切な管理
(3)  衣服の選択と手入れ　　
　ア　�衣服と社会生活とのかかわり，目的に応じた着用，個性

を生かす着用の工夫   
　イ　日常着の計画的な活用と選択
　ウ　衣服材料に応じた手入れと補修
(4)  室内環境の整備と住まい方　　　　　　 
　ア　住居の機能
　イ　安全で快適な室内環境の整え方の工夫
(5)  食生活の課題と調理の応用
　ア　日常食や地域の食材を生かした調理
　イ　会食の計画と実践
(6)  簡単な衣服の製作 　
　ア　衣服の基本的な構成
　イ　簡単な衣服の計画と製作

Ｂ　家族と家庭生活
(1)  自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり
(2)  幼児の発達と家族　　　
　ア　幼児の観察や遊び道具の製作，幼児の遊びの意義
　イ　幼児の発達と家族の役割
(3)  家庭と家族関係        
　ア　�家庭や家族の基本的な機能，家族関係をよりよくする方

法 
　イ　家庭生活と地域の人々
(4)  家庭生活と消費        
　ア   販売方法の特徴や消費者保護，物資・サービスの選択，

購入及び活用　
　イ　環境に配慮した消費生活の工夫
(5)  幼児の生活と幼児との触れ合い
　ア　幼児の生活に役立つものの製作    
　イ　幼児との触れ合い
(6)  家庭生活と地域とのかかわり

　ア　地域の人々との交流  

　イ　環境や資源に配慮した生活の工夫

※枠囲みは選択事項。３学年間で１又は２事項を選択

※A(5)，(6)，B(5)，(6) の４項目のうちから 1又は 2項目を選択

Ａ　家族・家庭と子どもの成長
(1)  自分の成長と家族
　ア　自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり
(2)  家庭と家族関係
　ア　家庭や家族の基本的な機能，家庭生活と地域とのかかわり      
　イ　これからの自分と家族，家族関係をよりよくする方法 
(3)  幼児の生活と家族
　ア　幼児の発達と生活の特徴，家族の役割
　イ　幼児の観察や遊び道具の製作，幼児の遊びの意義
　ウ　幼児との触れ合い，かかわり方の工夫
　エ　家族又は幼児の生活についての課題と実践

Ｂ　食生活と自立
(1)  中学生の食生活と栄養
　ア　食事が果たす役割，健康によい食習慣
　イ　栄養素の種類と働き，中学生の栄養の特徴
(2)  日常食の献立と食品の選び方
　ア　�食品の栄養的特質，中学生の１日に必要な食品の種類と概

量
　イ　中学生の１日分の献立
　ウ　食品の選択
(3)  日常食の調理と地域の食文化                        
　ア　基礎的な日常食の調理，食品や調理用具等の適切な管理  
　イ　地域の食材を生かした調理，地域の食文化
　ウ　食生活についての課題と実践

Ｃ　衣生活・住生活と自立
(1)  衣服の選択と手入れ
　ア　�衣服と社会生活とのかかわり，目的に応じた着用や個性を

生かす着用の工夫        　
　イ　衣服の計画的な活用や選択
　ウ　衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れ
(2)  住居の機能と住まい方                                 　
　ア　住居の基本的な機能
　イ　安全な室内環境の整え方，快適な住まい方の工夫
(3)  衣生活，住生活などの生活の工夫
　ア　布を用いた物の製作，生活を豊かにするための工夫       
　イ　衣生活又は住生活についての課題と実践

Ｄ   身近な消費生活と環境
(1)  家庭生活と消費
　ア  消費者の基本的な権利と責任                        
　イ  販売方法の特徴，物資・サービスの選択，購入及び活用 
(2)  家庭生活と環境
　ア　環境に配慮した消費生活の工夫と実践

としょぞう
としょぞう

きょーとん
きょーとん
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小学校　現行

高等学校　現行（家庭基礎の場合）

小学校　平成23年度

高等学校　平成25年度（家庭基礎の場合）

（1）家庭生活に関心をもって，家庭の仕事や家族との
　　 触れ合いができるようにする

（2）衣服に関心をもって，日常着を着たり手入れした
　　 りすることができるようにする

（3）生活に役立つ物を製作して活用できるようにする
（4）日常の食事に関心をもって，調和のよい食事のと
　　 り方が分かるようにする

（5）日常よく使用される食品を用いて簡単な調理がで
　　 きるようにする

（6）住まい方に関心をもって，身の回りを快適に整え
　　 ることができるようにする

（7）身の回りの物や金銭の計画的な使い方を考え，適
　　 切に買物ができるようにする

（8）近隣の人々との生活を考え，自分の家庭生活につ
　　 いて環境に配慮した工夫ができるようにする。

A  生活の自立と衣食住
　（1）中学生の栄養と食事
　（2）食品の選択と日常食の調理の基礎
　（3）衣服の選択と手入れ 
　（4）室内環境の整備と住まい方
　（5）食生活の課題と調理の応用
　（6）簡単な衣服の製作
B  家族と家庭生活
　（1）自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり　
　（2）幼児の発達と家族
　（3）家庭と家族関係
　（4）家庭生活と消費
　（5）幼児の生活と幼児との触れ合い
　（6）家庭生活と地域とのかかわり

（1）人の一生と家族・福祉
　ア　生涯発達と家族
　イ　乳幼児の発達と保育・福祉
　ウ　高齢者の生活と福祉

（2）家族の生活と健康
　ア　食生活の管理と健康
　イ　衣生活の管理と健康
　ウ　住生活の管理と健康

（3）消費生活と環境
　ア　家庭の経済と消費
　イ　消費行動と環境

（4）ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動
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中学校　現行 中学校　平成24年度

（1）人の一生と家族・家庭及び福祉
　ア　青年期の自立と家族・家庭
　イ　子どもの発達と保育
　ウ　高齢期の生活
　エ　共生社会と福祉

（2）生活の自立及び消費と環境
　ア　食事と健康
　イ　被服管理と着装
　ウ　住居と住生活
　エ　消費生活と生涯を見通した経済の計画
　オ　ライフスタイルと環境
　カ　生涯の生活設計

（3）ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

A　家庭生活と家族
　（1）自分の成長と家族  
　（2）家庭生活と仕事   
　（3）家族や近隣の人々とのかかわり 
B　日常の食事と調理の基礎
　（1）食事の役割
　（2）栄養を考えた食事
　（3）調理の基礎
C　快適な衣服と住まい
　（1）衣服の着用と手入れ
　（2）快適な住まい方
　（3）生活に役立つ物の製作
D　身近な消費生活と環境
　（1）物や金銭の使い方と買物
　（2）環境に配慮した生活の工夫

A　家族・家庭と子どもの成長
　（1）自分の成長と家族 
　（2）家庭と家族関係
　（3）幼児の生活と家族 
B　食生活と自立
　（1）中学生の食生活と栄養
　（2）日常食の献立と食品の選び方 
　（3）日常食の調理と地域の食文化
C　衣生活・住生活と自立
　（1）衣服の選択と手入れ
　（2）住居の機能と住まい方
　（3）衣生活，住生活などの生活の工夫
D　身近な消費生活と環境
　（1）家庭生活と消費
　（2）家庭生活と環境

今回は，内容 Bに注目して，
教育図書発行の教材とから
めた情報をお届けしたいと
思います。

前回は，内容 Aについての情
報をお届けいたしました！

小・中・高　新学習指導要領　新旧対照表

小・中・高等学校の学習指導
要領改訂のポイントを，カン
タンにまとめてみました！
小・中・高のつながりを意識
して，効果的な学習計画を考
えたいですね！　

家庭分野の先生方，こんにちは！
今年の夏は，とっても暑かったで
すが，新学習指導要領実施に向け
た教材研究は進みましたか？



　　

旬の味を，楽しもう！

＜授業プリント案＞
URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs/
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp
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　野菜や果物，魚には，ほかの時期に比べるとたくさん出回る時期（出盛り期）があり，これを旬（しゅん）と呼
んでいます。旬の食品は，栄養価が高く，さらに味もよいという特徴があります。
　Newフードマスターシールの中の野菜類，いも類（こんにゃくは抜かす），きのこ類のシールを，その食品の旬
の時期（春・夏・秋・冬）で分類してみましょう。さらに，シールに無い野菜も書き加えたり，旬の食材を使った
料理にはどんなものがあるか，書き出したりしてみましょう。

かぶ，キャベツ，たまねぎ（新たまねぎ），じゃがいも（新じゃがいも），
ごぼう（新ごぼう）　など

（記入例）たけのこご飯，山
菜の天ぷら，新たまねぎの
サラダなど

（シール以外）たけのこ，みつば，山菜，アスパラガス，そら豆　など

（シール以外）オクラ，えだ豆，スイートコーン，にがうり　など

（シール以外）さといも，まつたけ　など

（シール以外）しょうが，カリフラワー　など

レタス，きゅうり，青ピーマン，なす，西洋かぼちゃ，さやいんげん，
トマト　など

（記入例）きゅうりの酢の物，
夏野菜のカレー，さやいん
げんのおひたしなど

（記入例）さつまいもご飯，
大学いも，きのこご飯など

さつまいも，しいたけ，マッシュルーム，たまねぎ，ぶなしめじ，
じゃがいも　など

れんこん，えのきだけ，にら，ブロッコリー，ほうれんそう，しゅんぎく，
根深ねぎ，はくさい，こまつな，だいこん，にんじん，ごぼう　など

（記入例）おでん，なべ物，
ふろふき大根，けんちん汁な
ど

春の食品春 春の料理

夏の食品夏 夏の料理

秋の食品秋 秋の料理

冬の食品冬 冬の料理

右ページには，「New フードマスターシール」を活用できるプリント例を掲載しました。解答例を青字で示しています。

※品種や地域によって収穫の時期が異なるので，右の分類にあてはまらない場合もあります。
※ここでは，野菜類，いも類，きのこ類を扱うものとしました。地域の特徴に合わせて，魚介類や果物を一緒に取り上げてもよいでしょう。
※もやしは一年を通して価格と出荷量にあまり変化が見られないため分類外としました。

※�このプリント案は，今回の情報誌オリジナルのご提案になります。
　生徒用にコピーする場合は，中の青字を消してください。ご提案　その 1

教育図書のシール教材を，自作プリントと組み
合わせて使ってみませんか？

New フードマスターシールは，発売以来，多くの中学校でご活用いただいております！
ご使用校の先生方の声を掲載しました。

この中に，地域でとれる食品は
あるかな？

【先生方の声】
●授業のあとは，家に持ち帰って

家族と楽しんでいるようです。

●台紙が数種類あるので，いろい

ろな分類が楽しめます。値段も

お手頃！

●食品シールの数が多いので，生

徒が飽きずに楽しんでいます。

でも，「ひじき」と「しらす干し」

が無いのが残念！　マジックで

書き込ませています。

おかげさまで，
大好評！！

シールのサンプルご希望の場合は，お送りいたします。
お気軽にお問い合わせください。

　教育図書のシール教材は，工夫が盛りだくさん！　シールは貼ったりはがしたりがカ
ンタンにでき，失敗しても大丈夫！　何度も貼り替えができます。
　そして，すでにお気づきの先生もいらっしゃるかもしれませんが…，実は，専用のシー
ル台紙を利用しなくても，自作のプリントで，シールを貼ったりはがしたりすることも
可能なのです！　いろいろな授業の中で，活用してみてくださいね！

New フードマスターシール
定価 252 円（税込）

●シール（A4 判　1 枚）

▼表面「食品を分類してみよう」 ▼表面「4つの食品群別・種類機能別分類表」

▼裏面「6 つの基
礎食品群・おもな
はたらき別分類表」

▼裏面「栄養素の
種類と主な機能」

【セット内容】

【使用例】

●台紙（A4 判　2 枚　両面印刷）

…このほかに解説書が1枚付いています。
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＜授業プリント案＞ ※�このプリント案は，今回の情報誌オリジナルのご提案になります。
　生徒用にコピーする場合は，中の青字を消してください。

シール教材を活用する前に，実際の食品を使っ
て「実感」を高める実習をしてみませんか？

ご提案　その 2

豊富な料理のシールを見ているだけでもワクワクしてしまう献立マスターシール！
食事バランスガイドを扱いたい先生にもオススメです！�

筑前煮の野菜
予想（　　　　　　）g

計量（　　　　　　）g

きゅうり1本
予想（　　　　　　）g

計量（　　　　　　）g

☆ 1日に必要な野菜料理は，およそ（　　　）皿

きゅうりとわかめの
酢の物の野菜（きゅうり）

予想（　　　　　　）g
計量（　　　　　　）g

（にんじん，ごぼう，れんこん，たけのこ，
干ししいたけ，さやえんどうの合計）

予想を書き入れてか
ら，実際に重さを
計ってみよう！

右ページには，「献立マスターシール」と一緒に活用できるプリント例を掲載しました。解答例を青字で示しています。

※計量に必要な料理は先生が事前に計って，準備してください。ここでは概量をおさえることが重要です。重量には多少の違いがあることも伝えて
おくとよいでしょう。
※料理に使われている野菜の重量を考える前に，きゅうり1本（約100g），きざんだ野菜は手のひらいっぱい（片手）で約50gなど，覚えやす
い食品の重量を提示すると，めやすとなるでしょう。

70〜 80

50〜 70

約 100

5

１日に必要な野菜の量って，どれくらい？

食品群別摂取量のめやすの「数値」がわかっても，どのくらいの量か「実感」としてわか
らない子が増えています。実際の食品を計量してみると，実感をともなった学習につなが
ります。ここでは，献立マスターシールと，シールを使う前に行える実習をご提案します！

【先生方の声】
●料理の種類が豊富だから，1日

分の献立を，楽しく考えること

ができる！

●足りない料理がある場合は，付

箋に料理名を書かせて貼らせて

います。

●「カルシウムたっぷりの献立」

「鉄分たっぷりの献立」など，

テーマを決めて献立を考えさせ

たら，授業がもり上がりました。

献立マスターシール
定価 252 円（税込）

シールのサンプルご希望の場合は，お送りいたします。
お気軽にお問い合わせください。

●シール（A4 判　1 枚）
●台紙（表面，裏面）

●栄養素表（2 枚） ●ワークシート（2 枚）

【セット内容】 …このほかに解説書が1枚付いています。

ほうれん草の
ごまあえ
（ほうれん草）

予想（　　　　　　）g

計量（　　　　　　）g70〜 80
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映像教材

お知らせ

　「最新　家庭科情報」との連動企画「スミムシの巣」が，
教育図書のホームページ上に，ひっそりとOPENしたのを
ご存知ですか？　情報誌ではご紹介できなかったこぼれ話な
どを，随時更新していきたいと思っております。家庭科に関
する素朴な疑問や，スミムシに調べて欲しいことなどがあり
ましたら，ぜひメールをください！

左の商品の他にも，たくさんの映像教材をご用意し
ております。詳しくは，同封の「DVD＆ビデオ教材
カタログ」をご覧ください。また，教育図書のホー
ムページでも，映像教材のラインナップをご紹介し
ています。

http://www.kyoiku-tosho.co.jp/hs-kateika/sumimushi/index.htm

★教育図書は「食」に関する映像教材も豊富です！

★スミムシの巣OPEN！　ぜひご覧ください。

【先生方の声】
●お箸が上手に使えない子が増えています。新学

習指導要領では伝統や文化について重視されて

いるので，「楽しい食事のマナー　和食のマナー

編」を活用したいと考えています。

●調理実習の前に「調理実習基礎の基礎　準備編」

を見せました。実際に実習するときにもまた注

意を加えましたが，「ビデオで見たでしょ」と確

認することができ，効果的でした。

おたより（メール），お待ちしていま〜す！


