教師用指導書
■ 技術分野
■ 家庭分野

さらなる使いやすさの向上をはかりました
教師用指導書セット
教師用指導書セット

②指導計画・評価計画編

セット価格 52,000円(本体価格)

技術分野

家庭分野

サンプル

サンプル

セット価格 52,000円(本体価格)

各セット内容
①授業実践編

授業展開の流れがわかるように，
時間配分例や板書例を具体的に掲載しています。

②指導計画・評価計画編

指導の計画とともに，
生徒の評価の方法やタイミングを掲載しています。

③ワークシート編

定期テストやワークシートを作成するための問題集です。

④教材研究編

基礎的な知識・技能を裏付ける専門的な知識が参照できます。

⑤掲示資料 (ポスター)

生徒がいつでも，
実習上の安全・衛生や，
基礎的知識を見ることができます。

⑥デジタル素材集 CD-ROM

教科書の図版やテキスト，
ワークシートのデータを収録しています。

ポイント

⑦指導者用 デジタル教科書+教材 DVD-ROM 幅広く活用できるように指導書に同梱しています。
ビューワーは
「みらいスクールプラットフォーム」

①授業実践編

技術分野

サンプル

家庭分野

各展開には，生徒に投げかけるコメントや発問，対話のさせ方も掲載し

ています。

ジに対応させて掲載しています。

った新しい評価規準も掲載しています。

⑤掲示資料(ポスター)

ポイント

授業展開例や板書例をわかりやすく示し，指導しやすいように配慮しま

感染予防に配慮した実習，情報モラルに配慮した情報機器の扱いなど，

写真やイラストでわかりやすく示した大判(A全判)の掲示用資料です。

ています。

ごとに特化した内容を収録しています。

礎的な知識がいつでも確認できます。

した。すぐに実践できる授業の工夫や，小学校との学習の関連も掲載し

技術分野の授業や教室の環境づくりにご活用いただけます。ABCD編

(技術分野・家庭分野 それぞれの指導書に同梱)
教科書と同じ紙面画像＋動画資料を収録
主な機能
●拡大機能
●反転機能（特別支援対応）

主なコンテンツ
●各領域の実習題材に関する基礎技能のポイント動画
●各領域に掲載している実習題材の作業動画
●情報の技術に掲載している題材のプログラムテキスト
詳細は弊社ホームページにてご参照ください。

実習室に掲示することによって，
調理実習の安全・衛生や，
家庭分野の基

ビューワーは「みらいスクールプラットフォーム」

■ 指導者用 デジタル教科書+教材

技術分野

家庭分野

家庭分野編：⑦住まいの中の事故を防ごう！

ポイント

デジタル教科書

●ペンでの書き込み機能
●動画資料

決的な学習を意識した計画例も紹介しています。学習指導案(略案)に沿

技術分野

技術分野編：⑧情報モラルに配慮して情報機器を扱おう！

ポイント

授業時間の配分例を授業の展開に合わせて示しています。

年間指導計画は，
カリキュラム・マネジメントを意識した計画例と問題解

ごとに，
題材の概要，
目標，
評価規準，
指導計画・評価計画を教科書のペー

サンプル

ポイント

ポイント

新しい評価の3観点に合わせて指導の計画が立てられるよう，
ABCD編

ＤＶＤ−ＲＯＭ
インストール 推奨環境
●OS…Windows8.1/10
●ブラウザ・・・Chrome/
Edge / IE 11 / Safari
●メモリー…４ＧＢ以上
●画面の解像度…ＨＤ
(1280×720)以上

■ 学習者用 デジタル教科書 技術分野
■ 学習者用 デジタル教科書 家庭分野
各900円

1人1ライセンス

教科書と同じ紙面を収録
主な機能

家庭分野
●各領域の実習に関する基礎技能の
ポイント動画
●調理や布の製作にかかわる動画
●実習における安全・衛生の注意点動画

●ペンでの書き込み機能
●拡大機能
●反転機能（特別支援対応）

推奨環境

ＤＶＤ−ＲＯＭ
インストール

サーバーから配信

（学校や自治体のサーバーにインストールして利用する）

Windows

iPad

Chrome book

ブラウザ

Chrome
Edge
IE 11

Safari

Chrome

メモリー

４GB以上

２GB以上

４GB以上

動作環境

画面の解像度

Windows 8.1/10
Chrome OS(最新版)
iOS(最新版)
配信/ＤＶＤ−ＲＯＭインストール サーバーインストール利用のみ サーバーインストール利用のみ

ＨＤ(1280×720)以上
現在，
製作中のため，
内容については予告なく変更することがあります。ご了承ください。
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