平成 27
年度用
データ＆グラフ

副教材目録
生活ガイドブック

AB 判

POINT ①

折込ワーク

POINT ②

ダイナミックな写真

付

トータルデータ 家庭科ガイドブック
資料＋数値式成分表＋付録 2 冊

本体 810 円＋税

コード：1046880-03

資料＋グラフ式成分表＋ワークシート＋付録２冊

＋

352 ページ

おもな最新資料更新
☆「日本人の食事摂取基準 2015」対応
☆ アミノ酸成分表 2010
日本食品標準成分表準拠

☆「改正 J I S 規格
AB 判

洗濯絵表示」対応
336 ページ

本体 810 円＋税

コード：1046870-02

POINT ①
・1878 全食品を掲載

大きな写真で見やすく，まるで食

品図鑑のようと大好評
・栄養計算を学習させたい
場合にピッタリです

POINT ②
・家庭科の学習を裏付ける科学的根拠を豊富に掲載

＋

付

新カラーチャート食品成分表
Point!!

資料更新

日本人の食事摂取基準2015対応
アミノ酸成分表2010対応

チャート式

家庭科必修教科書ワークノート

Point!!

① 食品図鑑のような大きくて鮮やかな写真を掲載し，イメー
ジが湧きやすい。
② 全食品・全成分項目を掲載しているので，さまざまな学習
に対応可能。
③ 親しみを感じることができるよう，案内役のキャラクター
を設定しました。

AB 判

272 ページ

【家基 302】
B5 判 160 ページ
本体 524 円
コード：1146220
【家総 302】
B5 判 176 ページ
本体 600 円
コード：1146240-01
【家基 303】
B5 判 144 ページ
本体 524 円
コード：1146260

本体 743 円

商品コード：1046890-02

ビジュアルクッキング

Point!!

改

訂

フードデザインワークノート
Point!!

教育図書選択教科書『家庭 307 フードデザイン』準拠

調理実習に使えるレシピ本 !! 実用的なレシピに大幅変更 !!

① 巻頭には，机の上でテーブルコーディネートの実習ができ
るワーク教材を掲載！
② 調理実習や視聴覚教材の記録はそのまま切り取って提出で
きます。
③ 穴埋め式や選択式，記述問題などさまざまな問題がバラン
スよく掲載されています。
④ 授業と並行して，予習・復習のツールとしてご活用下さい。

① 大好評の『ビジュアルクッキング』をご要望にお応えし
て大幅リニューアル！実用的なレシピが満載です！
② 献立作成から調理実習まで，トータルに活用できるレシ
ピ本です。
③ 「簡単マドレーヌ」「高校生のお弁当づくり」など，限ら
れた時間で活用できる題材が豊富です。
④ 災害に備えるサバイバルクッキングも追加しました！
B5 判

B5 判 120 ページ 本体 700 円

私たちのエチケット
Point!!

112 ページ

本体 429 円

コード：1046840-05

80 ページ

本体 550 円

コード：1146280-02

コード：1046830-05

B5 判

① 教科書完全準拠のワークノートです。
左ページには教科書の内容を整理した「学習のまとめ」右ペー
ジには応用問題というつくりになっています。
② 調理実習・平面計画・人生設計ページなど，多くの実習ペー
ジを作成しました。
③ 穴埋め式，選択式，正誤式，記述式など，さまざまなタイプ
の設問をバランスよく配置し，出題パターンを工夫してしま
す。
④ 各章ごとに「まとめのテスト問題」を掲載しました。
⑤ 授業と並行しての学習や，予習・復習・自学自習用とさまざ
まな用途に対応します！

子どもの発達と保育ワークノート

Point!!

社会の一員として守るべきルールやマナーが身につきます !!

教育図書選択教科書『家庭 304 子どもの発達と保育』準拠

① 中教審答申でも述べられている「社会の一員として守るべ
きルールやマナー，生活上のスキル」がこの一冊でトータ
ルに学べます。
② 豊富なイラストやコラムで，高校生が敬遠せずに楽しみな
がら学べるつくりになっています。
③ 高校生にも必要な基本マナーから，社会人のマナーまで網
羅し，卒業後も役立ちます !!

① 教科書の内容を深める問題と，資料・実習の記録を合わせ
た総合的なワークノートです。
②「おもちゃの作り方」や「幼児用調理実習」など，楽しい
実習題材がいっぱいです。
③ 巻末部には，そのまま切り取って提出することが可能な
チャレンジ問題を掲載しています。

B5 判

80 ページ

本体 550 円

コード：1146300-02

資料集・成分表
改訂

1046880-03 ◉データ＆グラフ 生活ガイドブック 資料＋成分表

改訂

1046870-02 ◉トータル・データ 家庭科ガイドブック 資料＋成分表

【価格：本体 810 円＋税

AB 判 352 ページ＋口絵 / ワークシート】

【価格：本体 810 円＋税

AB 判 336 ページ＋口絵】

【価格：本体 743 円＋税

AB 判 272 ページ】

1046890-02 ◉新カラーチャート 食品成分表

副

読

本

改訂

1046830-05 ◉新版 基礎から学ぶ ビジュアルクッキング
【価格：本体 700 円＋税

B5 判 120 ページ】

【価格：本体 429 円＋税

B5 判 112 ページ】

1046840-05 ◉最新版 私たちのエチケット 身近なところから始めよう

テーマ別ノート
1046320-03 ◉改訂版調理記録ノート

【価格：本体 243 円＋税

B5 判 40 ページ 】

4306380-02 ◉知っておきたい食べ物のはなし（有料）
【価格：本体 143 円＋税

B5 判 48 ページ 教師用解答書付】

教科書準拠ノート
1146220-01 ◉家基 302 準拠 家庭基礎ワークノート
【価格：本体 524 円＋税

B5 判 160 ページ 教師用解答書付】

【価格：本体 600 円＋税

B5 判 176 ページ 教師用解答書付】

【価格：本体 524 円＋税

B5 判 144 ページ 教師用解答書付】

【価格：本体 550 円＋税

B5 判 80 ページ 教師用解答書付】

【価格：本体 550 円＋税

B5 判 80 ページ 教師用解答書付】

1146240-02 ◉家総 302 準拠 家庭総合ワークノート

1146260-01 ◉家基 303 準拠 最新家庭基礎ワークノート

1146280-02 ◉家庭 307 準拠 フードデザイン cooking＆arrangement ワークノート
1146300-02 ◉家基 304 準拠 子どもの発達と保育 育つ・育てる・育ち合うワークノート

2015.01

