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新教科書の基本構成

中学生に身近な年中行事や人生
のお祝い事をまとめて掲載しま
した。イラストや写真を見なが
ら，いままでの成長をふり返っ
たり，これからの生活の目標を
考えたりすることができるので，
家庭分野のガイダンスにも利用
できます。教科書の最終ページ
には，「おまけのクイズ 10」を
掲載。

見開きの導入ワークから始
まります。自立度チェック
やクイズなど，楽しいワー
クが盛りだくさんです。

見開きの左上に「Q（クエ
スチョン）」を設けました。
中学生が学習内容に興味を
持てるよう，内容を厳選し
ています。

●選択して学習する「生活の課題と実践」
はマンガ形式で手順を紹介しました。夏休
みなどでの利用もしやすくなっています。

●生徒の興味に応じて学習できるように，
「発展的学習内容」を各所に掲載しました。

●章末には「確認問題」を掲載。教科書を
見ながら解ける問題ばかりなので，テスト
前の自習にも使用できます。

資料が上，解説が下。
レイアウトが固定されており，
見やすく読みやすい教科書です。

欄外には，「考えよう」「調
べよう」などのミニワーク
を掲載しました。

各節ごとに学習のポイント
を簡潔に示しました。

キーワードをチェックし
ながら学習できます。

口絵

各章の導入

各節の導入

基本レイアウト

発展的学習内容

発展的学習内容 生活の課題と実践

その他……個々の生徒の理解の程度に応じた使い方がしやすいように，教科書の質・量ともに充実させました！

監修者のことば
白梅学園大学学長　東京大学名誉教授
汐見　稔幸

　この教科書の検定が終わり，印刷準備をしていた 2011 年 3 月
11 日，東日本を未曾有の大震災が襲いました。突然襲った困難を
乗り越えようと懸命になっている人々の姿を見るたびに，人間に本
当に大事なのは生活の具体的な知恵や技術をしっかり持っているこ
と，そして，みんなで支え合って生きていくという姿勢であること
だと，私たちはみな思い知らされたのではないでしょうか。
　学校は本来「人間らしく生きる」ということを中心の目標に据え，
そのための力を一人ひとりの生徒に丹念に育てていくところでしょ
う。そう考えると，中学校技術・家庭科は，周辺教科どころか，全
教科の中心に位置付いてよい教科ではないかと思えてきます。
　私たちは，そうした思いを込めて，さまざまな状況にあっても，
しなやかな心と体で，まわりの人と協力しながら未来をつくってい
ける人になってもらおうと，中学生らしい視点と実感を大事にした
新しい教科書をつくりました。未来を担う子どもたちの目が輝くよ
うに，この新しい教科書が少しでも役立つようにと願っています。

汐見　稔幸（しおみ としゆき）
1947年　大阪府生まれ

●著書　『元気が出る中学生の本』1991年（大月書店）／『父子手帖　お父さん

になるあなたへ』1999年（共著　大月書店）／『幼児教育産業と子育て』1996

年（岩波書店）／『子育てにとても大切な27のヒント　クレヨンしんちゃん親子

学』2006年（双葉社）／『親だから伸ばせる中高生の「学力」と「生きる力」』

2007年（主婦の友社）ほか多数

※本冊子は，教科書の編集方針を中心に，教科書のおもな特徴をまとめたも
のです。ページ見本や各内容別の特徴などは，別冊の「平成24年度用　技術・
家庭（家庭分野）　内容見本」（パンフレット・32ページ）に掲載しました。
本冊子とあわせてご覧ください。

口絵
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中学生の視点を大切に
●ともに学習を進めるふたごのキャラクターを採用

●中学生が興味を持って学習できる工夫を盛り込みました

　中学生が親しみを持って学習できるように，ともに学習を進めるふ

たごのキャラクター（ファミリンとライフン） を登場させました。キャ

ラクターのつぶやきが，自分の生活を見つめ直すヒントや，学習の広

がりのきっかけとなることをねらいました。

　各章や節の導入では，自立度チェックやクイズ，クラスみんなで話

し合うワーク，中学生に馴染み深いアニメ作品などを取り上げ，中学

生が興味を持って学習を始められるように工夫しました。いままでに

なくインパクトのある資料が満載です。また，編集時に行った中学生

アンケートをもとに，中学生が知りたいこと（根拠や理由，学習のヒ

ントなど）をできるだけ多く盛り込みました。中学生が主体的に学習

に取り組めるように，さまざまな工夫をしました。

01
５つのポイント

●「ほうちょうの扱い方」
「どうして切るの？」から始まり，具体的な
食材の切り方を写真で丁寧に掲載しました。
切った食材の原寸大写真と比べながら切るこ
とができます。中学生アンートの結果をいか
して作成したページの1つです。

（▶教科書 p.108 〜 109）

●発展的学習内容
中学生がよく知っているマンガやアニメの
主人公の住まいを想像するワークです。

（▶教科書 p.187）

●「わたしたちの消費生活」導入
広告に掲載された商品のキャッチコピーをも
とに，上手な買い物について考えます。　　

　（▶教科書 p.228 〜 229）

●「住まいの中で起こる事故の例」
見開きを使ったインパクトのある大きな資料
で，住まいの中の危険について印象づけます。

（▶教科書 p.190 〜 191）

Check 
Point

5 ページへ

6ページへ

7ページへ

8ページへ

9ページへ

１　中学生の視点を大切に
各章や節の導入では，自立度チェックやクイズなどを掲載し，興味を持って学習できる

ようにしました。また，ともに学習を進めるふたごのキャラクター を登場させました。

２　実感をともなう理解のために
食品や子どもの手形などの原寸大写真を掲載したり，料理の失敗例を掲載するなど，基

準になるものを示し，見て納得できるような工夫をしました。

３　しなやかな心と体を育むために
生徒同士がともに学び合い，技術・技能とコミュニケーション能力を高めていけるように，

グループやクラスで話し合ったり，考えたりできる実習やワークを多く掲載しました。

４　小・中・高の学習のつながりを大切に
A,B,C,D の 4 つの内容で構成し，学習指導要領との対応や小学校の学習とのつながりがわ

かりやすい構成としました。また，小学校のふり返りがしやすいように配慮しました。

５　自学・自習しやすい
簡潔でわかりやすい文章表現を心がけ，重要語句は太字で目立たせました。また，各節

の冒頭にはキーワードチェック欄を設け，章末には確認問題を掲載しました。

つのポイント
新しい家庭分野教科書の

ファミリン
（しっかり者）

ライフン
（おとぼけ者）

おもしろい！
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しなやかな心と体を育むために実感をともなう理解のために
●広い視点で生活を見つめる
　自己実現にとどまらず，グローバルな視点で持続可能な社会を他者と協力しながら築くことができるように，共

生の視点を盛り込みました。

0303
５つのポイント５つのポイント

02
５つのポイント

●見て納得できる教科書に！

●自分の生活をじっくり見つめ直したり，他と比較したりできる資料が豊富 ●コミュニケーション能力を高める

●取り組みやすい実習を多く掲載

　食品や子どもの手形などの原寸大写真や，料理の失敗例写真を掲載しました。基準になるものを示し，見て納得で

きるように工夫をしました。

　身近な年中行事や人生のお祝い事の一覧，全都道府県の郷土料理一

覧，布を使った作品の工夫例など，自分の生活を見つめ直したり，他

と比較して考えたりしやすくなるような資料を豊富に掲載しました。

　生徒同士がともに学び合い，技術・技能とコミュニケーション能

力をともに高めていけるように，グループやクラスで話し合ったり，

考えたり，発表したりできる実習やワークを多く掲載しました。

　調理実習や布を使った製作実習以外にも，さまざまな実習

を掲載しました。実際に手を動かしたり，考えたり，話し合っ

たりしながら，実践的・体験的に学習を進められるように配

慮しました。実習題材の詳細は，本冊子 p.10 〜 11 をご覧く

ださい。

生まれたときや幼児の手形を掲載
（▶教科書 p.30 〜 31）

衣生活の自立度チェックと
繊維の材料原寸大写真

（▶教科書 p.148 〜 149）

47都道府県の郷土料理例
（▶教科書 p.138 〜 139）

家族の役を演じるロールプレイング
（▶教科書 p.16 〜 17）

ダイヤモンドランキングで考えよう！
（▶教科書 p.257）

卵焼きの調理のポイントと失敗例
（▶教科書 p.127）

環境に配慮した暮らしを考える
グループワーク（▶教科書 p.264）

チョコレートを題材に考える生産者の暮らし
（▶教科書 p.256）

幼児と上手にふれ合うためのおもなこつ
（▶教科書 p.54）

卵をきれいに巻くには，卵が
なべにくっつかずに，きれい
にはがれることが大切です。
なべの表面に油をよくなじま
せ，なべ底が熱くなってから
焼くようにします。また，卵
の表面が完全に固まってから巻くと，切り分けた卵
焼きがひものようにほぐれてしまいます。半熟状態
で巻くことが成功のポイントです。

（失敗例）

「言語活動の充実」は，
新学習指導要領の重要な
ポイントだったね。
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自学・自習しやすい教科書に小・中・高の学習のつながりを大切に

0503
５つのポイント５つのポイント

04
５つのポイント

●学習指導要領との対応がわかりやすい！ ●教科書を読んで納得！　学習しやすい！

●小学校のふり返りがしやすい！

●技術分野との連携

　A,B,C,D の 4 つの内容で構成し，学習指導要領との対応や小学校の学習とのつながりをわかりやすくしました。教

える側にも，学ぶ側にも理解しやすいつくりになっています。

　各節の冒頭でキーワードチェックができるようにしたり，重要な語句を太字で示すなどして，学習しやすい工夫を

盛り込みました。本文や図，コラムなどでは，文章量を充実させ，読んで理解を深めることができるように配慮し，

さらに言語活動の充実にもつながるよう配慮しました。各章末には「確認問題」を掲載し，生徒の興味に応じた学習

のための「発展的学習内容」や「生活の課題と実践」も充実させました（本冊子 p.3「新教科書の基本構成」参照）。

また，マークなどを活用し，生徒の理解が深まるような工夫も随所に盛り込みました（下部の「6 つの基礎食品群マー

ク」参照）。

　新学習指導要領対応の教科書には，質・量の充実が求められたため，この教科書もページ数を増やしました。生徒

の思考力，判断力，表現力その他の能力を育み，主体的に学習に取り組む態度を養うことを目指して，新教科書を編

集いたしました。

　冒頭のガイダンスでは，小学校での学習をふり返りながら，

中学校 3 年間の学習の見通しを持たせ，さらに，今後につな

げていくイメージを持ちやすいよう工夫しました（ガイダン

スについては本冊子 p.12 〜 13 参照）。また，各所に復習マー

クを示し，小学校のふり返りができるようにしました。

　技術分野と連携した学習ができるように，学校で栽培した

大根を使った料理を考える取り組み例を掲載しました。

●小学校で学習した「糸通し」「玉結び」「玉どめ」「ボタンつけ」
などをふり返りながら，衣服の補修を学習します。

（▶教科書 p.170 〜 171）

●生活の課題と実践（その2）
大根をおいしく楽しく食べるために
（▶家庭分野教科書 p.146-147）

●袋でつくるダイコンの栽培
（▶技術分野教科書 p.152-153）

小・中学校では，内容
A,B,C,Dの分類が同じ
なんだよね。

家庭分野の学習のガイダンス

各章ごとに，
イメージカラーが
あるんだね！

わたしの成長と家庭分野の学習
A 家族・家庭と子どもの成長
　第 1 章　家族と家庭生活
　第 2 章　幼児の生活と家族
　選択　生活の課題と実践
B 食生活と自立
　第 1 章　健康と食生活
　第 2 章　献立作成と食品の選択
　第 3 章　日常食の調理と地域の食文化
　選択　生活の課題と実践

C 衣生活・住生活と自立
　第 1 章　わたしたちの衣生活
　第 2 章　わたしたちの住生活
　第 3 章　生活を豊かにする工夫
　選択　生活の課題と実践
D 身近な消費生活と環境
　第 1 章　わたしたちの消費生活　
　第 2 章　家庭生活と環境

＜もくじ＞

ページ数が増えて，分厚くなった教科書を使いこなすポイントは，
本冊子p.13のQを参考にしてください。

●理解を深める工夫の一例
6つの基礎食品群およびその他の食品のイメージマーク（サイコロマーク）を作成し，同じマークを各所で使用しました。
生徒に6つの基礎食品群をしっかり印象づけるために，イメージカラーも設定して有効に活用しました。
　→「食品群別摂取量のめやすの表」「食品成分表」「献立に使われている食品分類表」「調理実習の材料」

1群 2群 5群 6群3群 4群 その他

食品群別摂取量のめやすの表
（▶教科書 p.80-82）

食品成分表
（▶教科書 p.83-85）

1日の献立例
（▶教科書 p.92-95）

調理実習
（▶教科書 p116-135）

連携

技術
分野

家庭
分野
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実 習 題 材 紹 介
　A,B,C,D それぞれの内容に，取り組みやすい実習を多く掲載しました。実際に手を

動かしたり，考えたり，話し合ったりしながら，実践的・体験的に学習を進められ

るように配慮しました。ここでは，おもな実習題材を掲載しましたが，教科書には

この他にも「考えよう」「話し合おう」「調べよう」などのミニ実習も掲載されています。
※ここでは，教科書の中に出てくる　　　　　マークのついた
　実習題材を一覧にしました。

●それぞれの家族の役を演じてみよう
●地域の中で自分にできることを見つけよう

●幼児のおやつをつくってみよう
●幼児の生活に役立つものをつくってみよう
●幼児のおもちゃを手づくりしてみよう
●幼児とのふれ合い実習

●自分の食生活をふり返ろう

●つくってみよう（調理実習）

●うどんをつくってみよう！
●お正月のお雑煮をつくってみよう！

●ゆかたを自分で着てみよう
●布地の組織のちがいを確かめよう
●衣服の手入れ・補修の方法

●住まいの空間の使い方を考えてみよう
●住まいの手入れを安全に行うために

●つくってみよう（布を使った物の製作）
　◆エプロン
　◆アームカバー
　◆きんちゃく袋
　◆ショルダーバッグ

●あなたなら，どうする？　まわりの人と話し合ってみよう
●ダイヤモンドランキングで考えよう！

●自分の暮らしをチェックしてみよう
●環境に配慮した商品を探そう
●自分らしいスタイルを探してみよう！

A　家族・家庭と子どもの成長 食生活と自立B　 衣生活・住生活と自立C　 身近な消費生活と環境D　
きょうかん

第 1章　家族と家庭生活 第 1章　健康と食生活 第 1章　わたしたちの衣生活 第 1章　わたしたちの消費生活

第 2章　家庭生活と環境
第 2章　わたしたちの住生活

第 3章　生活を豊かにする工夫

第 3章　日常食の調理と地域の食文化

第 2章　献立作成と食品の選択

第 2章　幼児の生活と家族
◆主食の調理（おにぎり，さつまいもご飯，チキンライス，
きのこのスパゲッティ，ピザトースト，カレーライス）
◆主菜の調理（いわしのかば焼き，煮魚，ムニエル，ハ
ンバーグステーキ，ぶた肉のしょうが焼き，八宝菜，
肉じゃが，卵焼き）
◆副菜の調理（ほうれんそうのごまあえ，生野菜サラダ，
筑前煮，切干大根のあえ物，わかめときゅうりの酢の
物）
◆汁物の調理（わかめととうふのスープ，野菜スープ，
みそ汁，けんちん汁）
◆デザート・間食の調理（蒸しパン，フルーツヨーグルト，
牛乳かん，カップケーキ，くし団子）

調理実習では，縦に流れ
るレイアウトを採用し，
手順を写真でわかりやす
く示しました。

必修となった幼児ふれ合い実習では，「事前
準備」「注意点」「ふれあいのこつ」などを
丁寧に掲載しました。

実習のポイントや失敗例，
調理科学をやさしく解説
した「参考コラム」など
を掲載しました。

「布を使った物の製作」では，生徒の工夫
がしやすいように，多くのアレンジ例を
写真で紹介しました。

取り組みたくなる実習例
を，豊富に掲載しました。



12 13

　まず，口絵1〜2に「家庭分野の学習を，はじめよう！」として，家庭分野の学習の目的や進め方を示しました。さらに，
p.4 〜 5には「わたしの成長と，家庭分野の学習」として，小学校のころの学習のふり返りやこれからの目標を考えるペー
ジを設けました。口絵3〜7では，中学生に身近な年中行事や人生のお祝い事を掲載しました。いままでやこれからの，
家族やまわりの人たちとのかかわりを見つめるための資料として活用できます。

　「生活の豊かさ」は，生徒一人ひとりによって異なっています。したがって，みんなが同じ物を製作することが，それ

ぞれの生徒たちの生活の豊かさにつながるかどうかは，疑問が残ります。自分や家族の生活に役立つものや，便利なもの，

持っているとうれしくなるようなものを，生徒一人ひとりがそれぞれに考えながら製作することができるように，この教

科書では「基本の製作例」と「アレンジ例」を，写真でできるだけ多く掲載しました。

　たとえば，製作題材例の「きんちゃく袋」は小学校でもよく製作
される題材ですが，この教科書では「まち」をつけて袋に奥行きや

厚みを出し，「つくりたい袋」の大きさを自分で考えながら製作で

きるようにしました。小学校の実習を活かしながら，一歩進んだ立
体的な袋をつくることができるでしょう。オリジナルのアレンジの
参考にしやすいように，生徒が取り組みやすいアレンジ例も豊富に

写真で掲載しました。幼児の生活に役立つきんちゃく袋の例（弁当

袋，着替え入れなど）も掲載しているので，内容Aの「家族」や「幼児」
の学習にもつなぐことができます。また，身の回りの布製品の展開
図などの資料も豊富に掲載しているので，教科書に掲載されていな

いものを製作題材とするときにも参考にすることができます。　

　モノが豊富な現代，自分が製作したものを使用することは，中学

生にとっては「非日常」的なことです。しかし，「ものをつくるこ
との苦労」「できたときの達成感」「家族に喜んでもらえる満足感」
など，実際に製作して体験してみないとわからないことが，確かに

あります。家庭分野の目標を生徒一人ひとりに達成してもらうため

に，先生の願いや想いを込めて，さまざまな物の製作に取り組んで

ください。限られた時間での製作実習では物足りないと感じる生徒

たちには，「課題と実践」につなぐことも考えられるでしょう。

　中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」（平成

20年 1月 17日）において，「繰り返し学習や知識・技能を活用する学習，発展的な学習に自ら取り組み，知識・技能

の定着や思考を深めることを促すような工夫が凝らされた，読み応えのある教科書」が重要であると提言されました。こ
のことを踏まえて，後に教科用図書検定調査審議会から「教科書の改善について〜教科書の質・量両面での充実と教科書
検定手続きの透明化〜」（平成20年 12月 25日）という報告書が発表になり，6つの「教科書改善に当たっての基本
的な方向性」が示されました。この中に，「2. 知識・技能の習得，活用，探求に対応するための教科書の質・量両面での
格段の充実」という項目があります。これらに基づいて，教育図書の新しい技術・家庭科教科書でも，質・量両面で充実
した教科書を目指して編集いたしました。
　この報告書の中には，教科書の内容の質・量の充実に当たっては，多くの教員や保護者の間に定着している「教科書に
記述されている内容は，すべて教えるものである」という教科書観について，「個々の児童生徒の理解の程度に応じた指
導の充実に資する教科書」や「児童生徒の学ぶ意欲の向上に資する教科書」，「児童生徒の自学自習に資する教科書」といっ
た見方に転換されていくことが求められているという記述があります。

　たとえば，口絵3〜7では折込みの裏表を使って中学生に身近な年中行事を取り上げています。季節の移り変わりや

昔から行われている年中行事と衣（季節や行事に合わせた着用など）・食（行事食，伝統食など）・住（飾り付けや手入れ

など）との関わりについて考えるヒントとして活用できます（上記参照）。

　さらに，「B食生活と自立」では，栄養的にバランスのとれた豊かな食生活を築いていけるように，日本の気候風土に

適した米を中心に，日本各地で生産される食材をふんだんに盛り込んだ「日本型食生活」の考え方を基本にして，栄養，
献立，調理の学習をつなげる工夫をしました。「主食」「主菜」「副菜」「汁物」ごとに展開されている調理実習は，献立や
栄養の学習にも活用しやすいつくりとなっています。47都道府県すべての郷土料理例を掲載したり，各地域のうどんや
お雑煮の比較写真を掲載するなどして，地域の食材や文化を見つめ直すことができるような工夫も盛り込みました。「C

第1章わたしたちの衣生活」では，ゆかた，柔道着，はんてん，作務衣，はっぴなどの身近な和服を取り上げました。ゆ
かたについては，部分名称や着方，たたみ方なども示しました。「C第2章わたしたちの住生活」では，日本の伝統的な

住まいの「縁側」「引き戸」などを取り上げて，現代の住まいや生活との関わりについて考えさせる内容を掲載しました。

また，発展的学習内容として世界の民族衣装や住宅例，料理例なども掲載し，海外の文化との比較もできるようにしました。

新教科書の使い方　Q＆Ａ

A

A

A

A

新学習指導要領では，3年間の学習の見通しを持たせるためのガイダンスが新たに設定されました。
ガイダンスでは，教科書をどのように使ったらよいでしょうか。

※ここでは，教科書に関するおもな疑問を取り上げました。このほかの疑問にもお答えできるように，現在教師用指導書を鋭意編集中です。

「生活を豊かにするための工夫」として，布を用いた物の製作が必修となりました。
どのようなものを題材とするか悩んでいます。この教科書ではどのように扱っていますか？

学習指導要領に示された指導内容を満たす授業を，限られた時間の中で行わなければなりません。
この分厚い教科書を，どのように活用していけばよいのでしょうか？

Q

Q

Q

新学習指導要領では，伝統や文化に関する教育の充実をはかることが求められています。
この教科書では，伝統や文化についてはどのように扱われていますか？Q

▲口絵　年中行事とわたしたちの暮らし
　（折込みの表，裏で構成）

▲伝統的な住まいを取り上げたワーク ▲調理実習は主食，主菜，副菜，汁物ごとに展開 ▲身近な和服の例

▲口絵　家庭分野の学習を，
　はじめよう！

教科書の使い方は
先生次第だね！

　「教科書の順番通りに，すべて教えなければ！」と考える必要

は，まったくありません。先生の授業計画や生徒の実態に合わせ

て，順番を入れ替えたり，関連する内容を一緒に扱ったりしながら，

必要なときに必要な場所を使用していただければ幸いです。

▲ p.4 〜 5　わたしの成長と，家庭分野の学習
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新教科書の観点別編集の特色
おもな観点 特色

内
容

学習指導要領との
関連

●学習指導要領の「技術・家庭科の目標及び内容」，「家庭分野の目標」及び「内容」，「指導計画の
作成と内容の取扱い」を踏まえ，「生きる力」を育むために，生徒自らが考え，主体的に学習活動に
取り組めるよう配慮して編集しています。
●学習指導要領の内容Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄと表記をそろえ，教科書でもＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄという 4 つの内
容で構成しています。学習指導要領との対応や小学校の学習とのつながりがわかりやすい構成となっ
ています。Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄのそれぞれの内容を互いに関連づけて学習できるように工夫しています。

内容の範囲・程度 ●中学生の生活経験や発達段階といった実態，授業時数などの学校事情を十分考慮し，柔軟に対応
できるよう，内容の範囲や程度を適切に定めています。　

内容の選択・扱い・
系統性

●学習指導要領に照らし合わせ，適切な題材を選択し，扱っています。
●生徒の発達段階に合わせた実習，資料を取り上げ，関心を持ち意欲的に取り組めるようになって
います。
●実際に手を動かしたり，考えたり，話し合ったりしながら，実践的・体験的に学習を進められる
ように，授業で取り組みやすい実習を全体にわたり掲載しています。
●中学生が将来にわたって家庭や地域社会で自立した生活を営む見通しを持てるよう，空間軸と時
間軸の視点を意識して編集しています。
●キャリア教育の視点から，将来を見据えた選択や計画ができるよう配慮しています。
●全体として調和のとれた内容にするため，特定の事象・事項・内容に偏らないようにし，家庭分
野の内容を多面的に扱うように配慮しています。

基礎的・基本的事項の
扱い

●基礎的・基本的な知識や技術が着実に身に付くよう，内容を厳選して的確に記述しています。
●各節ごとに学習の「ポイント」　　　　　や「キーワードチェック」などを設け，基礎的・基本的
事項がわかりやすい構成になっています。
●小学校の学習を振り返りながら，学習を積み重ねていくことができるように「復習」　　　コーナー
を設けています。

構
成

ガイダンス ●冒頭の口絵に「家庭分野の学習を，はじめよう！」を掲載し，中学校３年間での家庭分野の学習を
見通すことができるようにしました。また，p.4 〜 5 では「わたしの成長と，家庭分野の学習」を設け，
小学校のころの学習の振り返りと，これからの目標を考えるページを設けました。
●口絵 3 〜 7 の，中学生に身近な年中行事や人生のお祝いごとを見ながら，いままでやこれからの，
家族やまわりの人たちとのかかわりを見つめることができます。
●各学校ごとの，ストーリー性のある指導計画に沿ったガイダンスが行えるように配慮したつくり
となっています。

発展的な学習
内容の扱い

●中学生の興味にあわせて取り組むことができる「発展的な学習内容」　　　　を各所で取り上げて
います。
●海外事例を多く紹介するなど，グローバルな視点で家庭分野の学習ができるようにしました。

他領域・他教科との関
連

●小学校家庭分野とのつながりを「復習」や振り返りのワークで示しました。
●技術分野と連携して学習できる例を示しています。

食育への対応 ●食育の充実を図るため，食の学習が系統的に学習できるよう配慮しました。
●調理実習と， 栄養や献立の学習とのつながりを大切にし，6 つの基礎食品群にマークを設定して各
所で活用するなど，生徒が実感をともなって理解できるように工夫を施しています。

●地域の食材や食文化を取り入れながら調理できるように，各地の郷土料理や食文化につい

ての記述を充実させています。

配列・分量 ●学習指導要領との対応が明快で，各学校の実態に合わせた使い方がしやすくなっています。
●実習と座学の内容をわかりやすく工夫して配分しており，分量も適切です。

平成 24年度　技術・家庭（家庭分野）／文部科学省検定済教科書
おもな観点 特色

構
成 言語活動への対応 ●生徒同士がともに学び合い，技術・技能とコミュニケーション能力をともに高めていけるように，グ

ループやクラスで話し合ったり，考えたりできる実習やワーク（ロールプレイングやグループでの話し
合い，地域の人へのインタビューなど）を多く掲載しています。
●読んで理解ができるように，文章量を充実させています。

安全教育への対応 ●実習，製作中の事故を防止するために，安全に関する配慮や，機器の操作にあたっての注意を，細か
くわかりやすい表現で記述しています。 
●安心・安全な生活をするための，商品選択の注意点や，日常生活での手入れの仕方，人と人との関わ
り方等について，理由や根拠となることを示しながら，やさしく表記しています。

社会・環境との
かかわり

●自己実現にとどまらず，グローバルな視点で持続可能な社会を他者と協力しながら築くことができる
ように，共生の視点が盛り込まれています。
●社会の一員として，家族や地域の子ども，高齢者に目を向けられるように，教科書全体で意識的に家
族や地域の人を多く登場させています。「自分の行動が社会を変える大きな力になる」ことを実感して
もらえるように，多くの紙面を割き，くり返し呼びかけています。

各章，各節の導入 ●各章や節の導入では，自立度チェックやクイズ，中学生に馴染み深いアニメ作品などを取り上げ，中
学生が興味を持って学習を始められるように工夫しています。

まとめ ●学習したことのまとめや確認ができるように，各章末に「確認問題」を掲載しています。

生活の課題と実践 ●生徒が選択して学習する「生活の課題と実践」は，「選択」であることが明確にわかるように，他のペー
ジとの区分を明確にしています。
●中学生が自分の興味・関心に応じてテーマを考えやすいように，身近な例をマンガ形式で示しました。

表
現 キャラクター    ●中学生が親しみを持って学習できるように，ともに学習を進めるふたごの

キャラクター（ファミリンとライフン） を登場させています。キャラクターの
つぶやきが，自分の生活を見つめ直すヒントや，学習の広がりのきっかけと
なります。

文章表記 ●簡潔でわかりやすい文章表現になるよう配慮しています。
●一目でわかるように重要な語句は太字で示し，中学生が自学・自習しやすい工夫を施しています。
●編集時に行った中学生アンケートをもとに，中学生が知りたいこと（根拠や理由，学習のヒントなど）
をできるだけ多く示しています。

イラスト・写真・
図版

●イラストや写真を多く使用し，ときにはダイナミックな表現を用いるなどして，中学生が楽しく学習
できる工夫を盛り込んでいます。
●食品や子どもの手形などの原寸大写真を掲載したり，　　　　　料理の失敗例を掲載するなど，基準
になるものを示し，見て納得できるような工夫をしています。
●写真で表現しにくい内容については，詳細な図を適切に用いて説明しています。
●説明図版は中学生の視点を取り入れて作成し，理解しやすくしています。

そ
の
他

特別支援教育 ●導入・図・本文等のレイアウトを固定するなど，特別支援が必要な生徒が学習しやすいように配慮し
ています。

本
の
つ
く
り

文字の書体や大き
さ，レイアウト

●文字の書体や大きさ，文字組などは適切で，学習展開に配慮して見やすくわかりやすいレイアウトに
なっています。

印刷・用紙・カラー
バリアフリー　

●全ページ，カラーバリアフリーの観点で配色を確認したカラー刷りで，目に優しく，見やすく仕上が
るよう配慮しています。
●教科特性を考え，表紙には質感を持たせた表面加工を施しました。

製本 ●極めて堅牢で，３年間の使用・持ち歩きにも耐える製本となっています。
●開いたまま置いて見られる製本で，製作や実習の際にも活用しやすくなっています。

　　　　

6つの基礎食品群およびその他マーク▶

ファミリンとライフン

1群 2群 5群 6群3群 4群 その他
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