
新学習指導要領全面実施まで，あと約1年となりました！

今回は，新学習指導要領の内容を先取り！

今すぐ授業で役立つアイディアや，教材のご提案をさせていただきます。
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新学習指導要領「内容 C　衣生活・住生活と自立」お役立ち情報

中学校 技術・家庭科情報
No.9 家庭分野

ご提案その❶　生活を豊かにするいろいろなきんちゃく袋をつくってみよう !

ご提案その❷　「家族の授業サポートマグネット集」と「平面計画シール」を使って考えよう！

家族みんなにとって快適な住まい　〜安全・安心に重点を置いて〜

内　容

教　科　書　情　報
平成24年度用　新教科書「技術・家庭科」
いよいよ検定結果が発表されます！

中学校
技術・家庭科

家庭分野

Now Printing

中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

　発表後，4月に全国の学校へ「教科書内容解説
資料」（内容ダイジェスト・新学習指導要領対応表・
観点別評価表・準拠教材一覧）をお送りします。
　「ご審査用見本」は5月以降，お近くの教科書展
示会場にてご覧ください。
＊見本のご請求，内容についてのお問い合わせ等
　は，　弊社営業部までお願いいたします。

TEL.03-3917-9151　E-mail  info@kyoiku-tosho.co.jp



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
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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 C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 B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は，しっ
かり頭に入りましたか？
小・中・高のつながりを意識
して，効果的な学習計画を考
えてくださいね！

家庭分野の先生方，こんにちは！
いよいよ 4 月から，小学校で新学
習指導要領が，全面実施になりま
すね！　しつこいですが，今回も，
まずは新・旧対応表から見ていき
ましょう。



　

　　

＜授業プリント案＞
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※�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。
ご提案　その1
生活を豊かにする
いろいろなきんちゃく袋をつくってみよう！

ここでは，生活に役立つきんちゃく袋をつくってみましょう。小学生での製作と変化をつけるた
めに，自分で大きさを決めることから始めましょう。できれば，布選びにもこだわりたいですね。

「まち」のある立体的な袋をミシンで縫い上げると，小学校の家庭科でつくった作品と
はひと味違う，丈夫で使い勝手のよい，満足のいく作品ができることでしょう！！

●わが家の非常用持ち出し袋

●部活動用のシューズ入れ

●幼児が楽しく食べられる様に工夫した

　お弁当袋（目がスナップで取り外せる）
●手ぬぐいを利用した

　ペットボトル入れ
●骨の折れたカサを利用した

　携帯用エコきんちゃく袋

新学習指導要領では，生活を豊かにするためのものづくり（布を用いた簡単な衣服や小物の製作）
が必修になりました。生活を豊かにする布製品はいろいろありますが，どんなものを製作した
らよいのでしょうか？　ただ単に「生活に役立つ」ということだけでなく，つくることを通し
て家族とよりよい交流ができるといいですよね。

いろいろなきんちゃく袋　作品例

材料・分量（布の模様に方向がない場合）
●布（つくりたい袋の大きさ+縫

ぬ

いしろ）
　たて：（Ａ×2）+Ｃ+縫いしろ分（４+４）cm
　よこ：Ｂ+Ｃ+縫いしろ分（1.5+1.5）cm
●ひも　袋の大きさや，目的による

中に入れる物の出し入れがしにくくなったり，袋の口が
閉まらなくなったりしないように，必ずゆとりを加えた
大きさを考えることが，袋づくりのポイントになります。

生活を豊かにするきんちゃく袋をつくろう ＜つくり方・手順＞

＜袋の大きさの考え方＞

❷�袋の口の部分以外に，ロックミシンまたはジグザグミ
シンをかけて，縫いしろの始末をしておく。

❸�中表に折り，口あき止まりまで縫う。縫い始めと終わ
りは返し縫いをする。縫い目にアイロンをかけ，縫い
しろを割る。

返し縫い 返し縫い（裏）

4cm

1.5cm

わ

口あき
止まり

口あき
止まり

❹袋の口になる部分を三つ折りにして縫う。

口あき止まり
ひも通し口

縫いしろは割る

0.2～0.3
cm

返し縫い
する

3cm

1cm

❺袋の底の角の部分を縫い，まちをつくる。

Cの長さ

縫う

縫いしろは割る

（表）

（裏）

（裏）

❻袋を表に返してひもを２本通す。糸端
はし

の始末をし，全
体にアイロンをかけたらできあがり。

ひも
ひもは，端を結ぶ。
長さは好みで調節する。

（表）

❶�つくりたい袋の大きさを決め，できあがりの大きさの
まわりに縫いしろをつけて裁

さい

断
だん

し，しるしをつける。

ジグザグミシン

（裏）

ジグザグミシン

4

2.5 1.5

1.5

4

2.5

2.5

2.5

（A×2）＋C
cm

口あき
止まり

口あき
止まり

底

（裏）

C

4cm

縫いしろ 1.5cm

4cm

縫いしろ 1.5cm

2.5cm2.5cm

2.5cm2.5cm

１ 
２
C

１ 

２
C

 （B＋C）cm

A
（高さ）

B
（横幅）

C
（底の
　厚さ）

「まち」とは？
衣服などの布幅

はば

の不足
した部分に補い添

そ

える
布。袋物の奥

おく

行きや，
厚みを出すことなども
「まち」という。

方向のある模様入りの布を使う場合は，上の図のようにして
つくると，片面の模様がさかさまになってしまう。袋用の布
を２枚用意して，底の部分も縫い合わせてつくるとよい。

4cm
同じものを
２枚用意する

たて
A＋1/2C+縫いしろ
　　　　（4＋1.5）cm
よこ
B+C+縫いしろ（3）cm

1.5cm

1.5cm

ジグザグ
ミシン

2.5cm

（表）
（裏）

つくり方は，基本的にはみんな同じです。
ゆとりを考えないと，入れたいものが
入らなくなるから注意して！

ポケットつき

文字は刺しゅう，
フェルトのアップリケ，
布用クレヨン等で

スナップつけの
学習も楽しく

軽い，水をはじく
（意外と便利）

●自分の，家族の，

　お弁当袋



URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs/
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

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

6 7

＜授業展開案＞ ※�この展開案は，今回の情報誌オリジナルのご提案になります。
　生徒の実態に合わせて，アレンジしてお使いください。

　
「家族の授業サポートマグネット集」と
「平面計画シール」を使って，
家族みんなにとって快適な住まいを考えよう !

ご提案　その2

・中学 2年生
「自分だけの部屋は絶対にほしい！　
もちろん，勉強を集中してしたいからだよ。」

・妹（幼稚園）
「お兄ちゃんといっしょにゲームをして遊びたいの
に，最近あまり遊んでくれないよ。」

・母（会社員）
「趣味はミシンで洋服づくり。平日は仕事があって
できないけれど，休日は思いっきり楽しみたいわ。」

・父（会社員）
「仕事で疲れて帰って来ても，
家族の顔を見ると，
またがんばれる気がするよ。」

・父（70歳）
「元気なんだけど，最近，歩くとひざが痛いな。」

生徒のプライバシーに配慮しながら，家族の住生活を授業で扱うのは難しい
な…と感じたことがありませんか？　そんなときは，架空の家族を設定して，
その家族の住生活について，みんなで考えてみてはいかがでしょうか？

※詳しくは，教育図書のカタログ，ホームページをご覧ください。シール教材のサンプルをご希望
の場合にはお送りいたします。お気軽にお問い合わせください。

A
B

26,250円（25,000円）

セット内容
人物の顔マグネット（24枚），気持ちの
顔マグネット（10枚），キーワードマグ
ネット（40枚），吹き出しマグネット（4
枚），指導用解説書（A4判16ページ）
専用ケース入り

★監修：黒川衣代（鳴門教育大学教授）
裏面にマグネットが付いていますので，黒板やホワイトボードに貼って使
用できます。板書と組み合わせて，さまざまな場面での活用が可能です。 3746130コード番号

「家族」の授業
サポートマグネット集

Q

Q

++ 平面計画
シール 板 書

使うのはコレ！

家族の授業サポートマグネット集
家族の顔

マグネット
キーワード
マグネット

平面計画シール（マンション編）／平面計画シール2（一戸建て編）

●セット内容：
［A］台紙（A4判）1枚、設備・家具シール（B5判）1枚、解説書（B5判1p.）
［B］台紙（A4判）1枚、設備・家具シール（A4判）1枚、解説書（B5判1p.）

コード番号 定価

6476310 ［A］マンショ
ン編 252円（240円）

1946310 ［B］一戸建て
編 252円（240円）

●生徒用シール教材

●マグネット付きカード教材

家族の会話をもとに，家族みんなが気持ちよく暮らせる住まいの間取りを「平面計画シール」でつくってみ
よう。難しく考え過ぎずに，おおまかな配置を考えよう。できあがったら，こだわりの間取りや家具の配置
などについて，グループで意見交換をしてみよう。

家族の安心・安全な生活のために，防災という観点から，自分が
つくった間取りを見直してみよう。

黒板にマグネットを貼って，板書と組み合
わせてください。架空の家族を設定すれば，
生徒のプライバシーに触れることなく，家
族の住まいを考えやすくなります。架空の
家族の住まいなら，生徒同士で気軽に意見
交換もしやすいので，学習が深まりますよ。

シールを使って手軽に平面計画ができます。シールは，貼ったり
はがしたり，自由自在。油性マジックで書き足すこともできます。

板書例は，右ページを
参考にしてください。

①大地震や火災などのときを想定して，計画した間取りを見直してみよう。
→　・家具が倒れて出入り口をふさいでしまう配置になっていないか？
　　・地震のとき，寝ているところに家具が倒れてこないだろうか？
　　・各家族員の避難経路は？　　など

②非常用持ち出し袋は，住まいの中のどこに置いたらよい？
→　玄関付近，寝室，廊下，屋外の物置，車の中など，家族の考え方や住まい・地域の特徴な
どによって異なるが，一か所に置かずに数か所に用意しておくと，なお安心である。防災対策
として非常用持ち出し袋の用意は重要であるが，生死に関わる状況では，非常用持ち出し袋の
持ち出しにこだわらず，身の安全を第一に考え，直ちに逃げることが大切である。災害時の避
難や連絡のとり方について，あらかじめ家族でルールを決めておくとよいことなども伝えたい。

③非常用持ち出し袋の中身は，どんなものを入れたらよい？
→　懐中電灯，ろうそく，ライター，ラジオ，電池，ナイフ，薬，保存のきく食品，タオル，ウェットティッシュ，
ポリ袋など　（赤ちゃんや高齢者，障がいのある人がいる場合などには，用意するものが変わってくる。家族の構成メ
ンバーや人数によって，用意するものを考えたい。）

父

母

妹

祖　父

中学生

【生徒の声】
●計画をしていたら，自分の将来の家に

対する夢が，どんどんふくらんできま

した。理想の家を建てるためには，しっ

かり働かないといけないと思いました。

●お風呂は，ゆっくりくつろげるように

広いスペースを確保して，湯船はヒノ

キで良い香りに。洗濯に残り湯を使え

るように，洗濯機はお風呂場の近くに

配置しました。エコなこだわりです。

●家に帰ってから，建築関係の仕事をし

ている母に見せたら，なかなかよく考

えられているとほめられてうれしくな

りました。

●家族の満足を満たすことばかりを考え

ていたら，客間をつくることができま

せんでした。客間がつくれたら 100 点

満点の家だと思います。

家族の授業サポート
マグネット集より 家族のキャラクター設定と，

セリフを板書

※各学校・クラスの実態に合わせて，さまざまな設定で使ってみてください。

それぞれの家族に
とっての快適とは？
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住生活

衣生活

★教育図書は「衣生活」「住生活」に関する映像教材も豊富です！

新家庭科ベストセレクション

家庭科ベストセレクション

新家庭科ベストセレクション

教育図書　教材ビデオシリーズ

「繊維」って知っていますか？
衣服と装いの科学 目で見る繊維の基礎

世界の住居
気候・風土とのかかわり日本の住居

15,750円（15,000円）

8546840

●カラーDVD　●約20分
●解説書、ワークシート付

コード番号

15,750円（15,000円）

3846680

●カラーDVD　●25分
●解説書付

コード番号

12,600円（12,000円）

3846760

●カラーDVD　●約16分
●ワークシート付

コード番号

15,750円（15,000円）

3846960

●カラーDVD　●約20分
●解説書、ワークシート付

コード番号

最新の素材やドライ
クリーニング，リサイクルな
ど，素材と管理を科学的に
とらえています。

2011年
2月新刊

2011年
2月新刊 単調になりがちな

座学の授業には，

映像教材で変化を！

気候気候・風土に合わせた伝統的な
住居について，外観と内部を紹介。

原料から繊維，
そして糸に
なるまでが，
よくわかる！

縄文・弥生時代から現代まで，
日本の住居の特徴を紹介。


