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教師用デジタル教材生徒用デジタル教材 2015年新刊

大好評「New平面計画シール」マンション編，一戸建て編がいよいよデジタル化！
電子黒板で，タブレットで手軽に活用できます！

デジタル版　平面計画シール

●特徴●
・とにかく直感でわかる操作感！
・タブレット上で平面記号や家具パーツを自由自在に変更。
・カリキュラムや生徒の進捗に合わせて豊富なテンプレー
ト（「フリー」「間取り設定済み」「基本家具配置済み」
など）で，製作時間を短縮。生徒の理解をサポートし
ます。

・デジタルだから簡単にできる！
……トライ＆エラーで生徒の自由な発想を引き出します。

●価格と仕様●
教師用　価格：本体5,000円+税
　　　　コード番号：3846990
　　　　ライセンス期間：同学校に在籍中
　　　　商品内容　①ライセンス証書
　　　　　　　　　②ライセンスCD
　　　　　　　　　③生徒用ワークシート（見本）
　　　　　　　　　④教師用指導解説書2冊
　　　　　　　　　　（生徒用＆教師管理画面用）

生徒用　価格：本体267円+税
　　　　コード番号：3847000
　　　　ライセンス期間：使用開始から半年間
　　　　商品内容　生徒用ワークシート×ご注文数

●動作環境●
ハイブリッド版
Windows…PC、タブレット、iPadすべてで動作します。

■…Windows…PC環境
OS：Windows7、Windows8.1
ブラウザ：Internet…Explorer…11、Chrome

■…Windowsタッチパネル環境
OS：Windows8.1
ブラウザ：Internet…Explorer…11、Chrome
（制限事項）Internet…Explorer…11のマルチタッチ操
作は非サポートとなります

※いずれもモニタ解像度：1024×768以上を推奨
※インターネットへの常時接続が必要です

■iPad動作環境
iPad第3世代以降（iOS8以上）
ブラウザ：Safari

※インターネットへの常時接続が必要です。

弊社ホームページで紹介動画を公開中！
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教師用デジタル教材
デジタル版平面計画シールの活用例をご紹介します。
活用例①
教師用と生徒用を一緒にご購入いただくことで、先生はプロジェ
クター、生徒はタブレットを用いた最先端の授業を行うことがで
きます！
プロジェクター（電子黒板）に、生徒の提出した平面計画を表示
させたり、複数の提出物を比較することもできるため、生徒が自
分の平面計画についてプレゼンを行ったり、他の生徒と意見を出
し合うなど、言語活動を重視した学習ができます。

活用例②
まずは教師用だけを購入して、あとから生徒用を追加することも
できます。

活用例③
教師用を購入して、教師はプロジェクターで、生徒は弊社のシー
ル教材「New平面計画シール　マンション編」または「一戸建て編」
を使って、授業を！　いつもの住生活の授業に一層の幅を持たせ
られます。

そんな先生方に朗報！　デジタル版平面計画シール教師用割引キャンペーン（2015年12月末まで）
2014年9月1日以降に弊社の「New平面計画シール２　一戸建て編」または「New平面計画シー
ル　マンション編」をご購入いただいた先生方に限り、通常本体5,000円+税の教師用デジタル版
平面計画シールを本体1,000円+税でご提供します。教育図書まで直接ご連絡ください。
ご注意：ご注文は必ず教育図書に直接ご連絡ください。書店様や教材店様にご注文されますと、キャ
ンペーンは適用されませんので、十分ご注意ください。

生徒の管理や進行の確認、評価ができる教師用の管理画面が充実しています
１．教師用の管理画面では、生徒の皆さんの提出物を、一括管理できます。
２．提出物をまとめて見ることができるので、生徒同士を比較したり、改善点を指摘したりできます。
３．また、未提出の生徒もすぐにわかりますので、授業がスムーズに進行します。

提出物一覧画面

評価を記入し、生徒
に渡すプリントアウ
トを作ることもでき
ます。

ご注文から

発送までの

流れは次の

ページへ
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教師用デジタル教材
ご注文方法とその後の流れ…
①まずは教師用と生徒用の枚数（ライセンス数）をご連絡ください。
　直接弊社へのご注文でも教材店様でも同様です。

②ご注文後、ライセンス登録の手順の封書が届きます。

③ライセンス登録の手順に従って、ご使用開始日、メールアドレスな
　どを弊社ホームページより登録してください。←これで登録完了です。

④登録完了後、弊社より、ご注文数分の商品が届きます。（商品内容は
　2ページをご参照ください）

⑤指導解説書のログイン手順に従って、ユーザIDとパスワードを入力
　したら授業開始！

ホームページから、体験もできます。
体験版もご用意しております。まずは実際に使ってみてください！

一度操作してみないと分からないという先生方へ…
弊社のデジタル版平面計画シールのページから「体験版お申込み」ボタンをクリックして、お申込みください。

（体験版のライセンス期間は、弊社が返信メールをお送りしてから2週間となっております。ご了承く
ださい。）

MAIL
FAXPhone

PC

PC

PC

ご注意：「ライセンス登録の手順」の封書が届きましたら、すみやかにご登録をお願いいたします。
　ご登録が完了しないと商品自体が届きませんので、ご注意ください。

・必要項目をご記入の上、確認ボタンを押して、
お申込み完了
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教師用デジタル教材

最新家庭科デジタル素材集＜食物編＞

最新家庭科デジタル素材集＜保育編＞

3846400

価格：本体5,000円 +税

電子黒板などですぐに活用できる，Microsoft® PowerPoint® の
家庭科の素材集＆テンプレート集

対応！
動作環境：Microsoft®PowerPoint®2000 以上

でんぷんの糊化，老化
供給熱量と摂取熱量
五大栄養素と主な機能
精白米になるまで
調理の火加減／水加減
西洋料理の食器の整え方
はしの持ち方
からだの構成成分比率
クローン牛生産の仕組み
献立を立てる手順
西洋料理の献立
会席料理の献立
消化器官と消化液

調理過程とその目的
アミノ酸組成の桶
朝食の欠食率
PFC比率
食の外部化
和食の配膳
炭水化物の種類
調理の手順
基本的な切り方
　　半月切り
　　いちょう切り
　　色紙切り
　　せん切り

　　みじん切り
　　拍子木切り
　　短冊切り
　　玉ねぎみじん切り
包丁の部位と使い分け
食中毒予防の6つのポイント
生鮮食品の表示例
加工食品の表示例（賞味期限）
加工食品の表示例（消費期限）
冷蔵庫と温度帯の目安
アレルギー表示
食品関連のマーク
JAS

食事バランスガイド
牛乳の加工品
大豆の加工品
各国の食料自給率
卵の構造と栄養
食中毒の月別発生状況
上座，下座
食肉の用途と部位
　　牛
　　豚
　　鳥
肉の下ごしらえ（筋切り）
計量スプーンの使い方　　など

発育・発達の区分
受精から着床まで
子宮内での胎児の様子
胎児の発達
産声
泉門
新生児の反射運動
乳幼児の成長の様子
発達の方向性
発達の順序性
大きな動きから細かい動きへ
器官による発達の違い
頭囲と脳の重量

乳児の身体発育曲線
乳幼児の運動機能の発達
情緒の変化
愛着の発達過程
子どもをとりまく人間関係の例
発達の最近接領域と他者とのかかわりの例
ことばの発達
おもな性感染症（STD）とエイズ
20歳未満の人工妊娠中絶実施率
おもな出産方法
基本的生活習慣の自立のめやす
保育所，幼稚園，認定子ども園の比較
授乳期の栄養方法

離乳の進め方のめやす
紙おむつと布おむつの比較
子どもの衣服の注意点
乳幼児に必要な衣類の例
年齢と遊びの変化
仲間遊びの種類
おもちゃの安全性を示すマーク
年齢に応じたおもちゃの例
乳幼児のかかりやすいおもな感染症
おもな予防接種
乳幼児から小学校低学年の年齢別死因
乳幼児の年齢による起こりやすい事故
など

●収録コンテンツ一覧●

・家庭科の授業ですぐに活用できるパワーポイント素材集。模式図がアニメー
ションで表示されたり，さまざまな切り方がスライドショーで表示されたり
するなど，電子黒板を十分に活用できる素材集です。
・食生活領域について，約50の素材とテンプレートが収録されています。
・パワーポイントを用いることで，動きをつけることができ，概念図や模式
図を視覚的に理解することができます。
・Microsoft の PowerPoint があれば，データを自由に加工できますので，
素材に先生オリジナルのスライドやコメントを加えることができます。

2016年3月
発売予定！

大好評！　デジタル素材集第2弾！

予価：本体5,000円 +税3847030

現在製作中のため、仕様、内容が変更と
なることがあります。ご了承ください。

教師用デジタル教材
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教師用デジタル教材最新DVD教材 ホームページにてダイジェスト版がご覧いただけます。

新実習基礎の基礎シリーズ

最新 今日から実践！ 食中毒予防 高齢期の特徴と健康
～めざそう！ いきいきライフ～

食　　育 3846970

●約 20 分
●解説書・ワークシート付

近年猛威を振るっているノロウイル
スや，増加傾向にあるアニサキスな
ど最新の情報を用いて，食中毒の特
徴と予防について詳しく解説。調理
実習の前に必見です。

食中毒の現状
食中毒の月・病因物
質別　事件数の推移

いろいろな食中毒
サルモネラ
腸炎ビブリオ
カンピロバクター
病原性大腸菌O-157
ノロウイルス

アニサキス
守ろう！　予防の 3 原則
つけない／増やさな
い／生かさない

特　　徴

目　　次

●

●約 20 分
●監修：仙波圭子（女子栄養大学教授）
●解説書・ワークシート付

特　　徴

NHK DVD 教材

新家庭科ベストセレクション

食 生 活

●約 20 分
●解説書・ワークシート付

高齢期を迎えると起こる心身の老化
や高齢期特有の疾病について，原因
や症状，予防法を最新の映像を用い
て科学的に解説します。

高齢期の心身の特徴
感覚機能，運動機能
の低下，　温度変化
への適応力の実験，
流動性知能と結晶性
知能

高齢期特有の疾病・症
状など
白内障／口腔内の症状

／ロコモティブ・シンド
ローム　（骨粗鬆症，サル
コペニア肥満）／認知症

高齢期の様々な疾病に対す
る予防
生活習慣病予防／ロコ
モティブ・シンドロー
ム予防／認知症予防／
アンチエイジング

特　　徴

目　　次

●

●約 20 分
●解説書・ワークシート付

●高校を卒業して一人暮らしを始める
ために、都市部で賃貸住宅を探すと
いうドラマ仕立ての設定なので、部
屋探しの流れが具体的にわかりま
す。

●住宅物件の見方、内見の際のチェッ
クポイント、賃貸借契約を交わすと

きの注意点など、実際にト
ラブルの起こりやすいポイ
ントを絞って映像化。

●付属のワークシートでまと
めやワークができます。

特　　徴

住 生 活 3247200-01

2015 年
第 6 弾

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：各本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税

●旧作の内容を精選し、すべて新しく
撮り下ろしました。授業で必要なと
ころだけを見せらせるよう、細かく
チャプターに分かれています。

●調理実習を始める前に知っておきた
い知識満載。

●安全で衛生的な調理のためのポイン
トをわかりやすく解説。

高 齢 者 3846980

教育図書オリジナルビデオ教材
新 調理実習 基礎の基礎

切り方・下ごしらえ編3846780

準備・作業編3846790

見つけよう！ マイルーム
～お部屋探しの基礎知識～

2016年3月　新衣服実習基礎の基礎　1巻組　本体15,000円+税　発刊予定！
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日本と世界の食文化
～見て楽しむ伝統的な料理～

日本と世界の衣服
～見て楽しむ伝統的な衣服～

食　　育 3247080

●約20分
●解説書・ワークシート付

日本と世界の食文化について，貴重
な映像資料を用いて解説。世界の食
文化では，フランス料理，中国料理
の他に，インド料理，メキシコ料理，
ベトナム料理を取り上げています。

日本料理
・懐石料理
・寿司

西洋料理
中国料理
その他の料理
・インド料理
・メキシコ料理
・ベトナム料理

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

食生活
・国産牛肉
・米
・マヨネーズ

衣生活
・ジーンズ
・ゆかた
・ファストファッション

住生活
・在来工法
・ツーバイフォー
・日本家屋

特　　徴

目　　次

●

NHK DVD 教材

新家庭科ベストセレクション

食・衣・住 3247100

●約20分
●解説書・ワークシート付

日本の和服と，サリーやポンチョ，
ゴ，キルトなど，世界の代表的な衣
服について紹介するとともに，気候
風土や文化とのかかわりを考えさせ
る内容になっています。

世界各地の衣服
　・巻重型衣服
　・貫頭型衣服
　・腰布型衣服
　・前開型衣服
　・体型型衣服
日本の衣服
・日本の衣服の変遷
着物のデザインの種類
・模様

・織物
・染め物
・浴衣

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

「共生社会」について，共生社会と
は何かから，子育て支援，障がい者
支援，高齢者支援，ソーシャルビジ
ネスの事例，そして福祉先進国ス
ウェーデンの事例まで，幅広く映像
を集めました。

ノーマライゼーション
バリアフリー
ユニバーサルデザイン
ノーマライゼーションの実現へ
子ども・子育て支援の事例
障がい者支援の事例
高齢者支援の事例
ソーシャルビジネス
福祉先進国スウェーデン　の事例

特　　徴

目　　次

●

支え合う社会をめざして
～共生社会に向けた取り組み～

共生社会 3247110

2014 年
第5弾

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

食，衣，住各領域の導入として，身
の回りのものが，どのような経路を
通って私たちの手元にまで届くのか
を映像化。衣生活領域，住生活領域
それぞれで活用いただけるクリップ
集形式になっています。

衣 生 活 3247090

教育映像祭優秀作品賞

【クリップ集】

身の回りのものができるまで～食・衣・住～

教育映像祭優秀作品賞
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最新DVD教材

栄養の科学 自分らしい職業の選び方食　　育 3247040

●約20分
●解説書・ワークシート付

五大栄養素の働きを、実験と解説映
像で可視化しました。栄養素を科学
的に学ぶことができる１本です。

栄養素の働き
 ・五大栄養素の働き
 ・消化吸収の仕組み・栄養素の実験映像
栄養素の偏りや欠乏がもたらす影響
 ・ビタミンの実験映像
 ・骨粗しょう症・心筋梗塞
サプリメントの効能と問題点

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

効果的な掃除を実践する
 ・ホコリ、カビ、油汚れの正体（実験映像）
   と取り除き方
シックハウス症候群
 ・シックハウス症候群の原因
環境にやさしい住居
 ・新しい技術や工夫

特　　徴

目　　次

●

NHK DVD 教材

新家庭科ベストセレクション

快適に暮らす住居住 生 活 3247050

●約20分
●解説書・ワークシート付

高校生にとって身近な 20 代の先
輩が実際に働く姿を通して、自分ら
しい職業の選び方を考えます。

仕事を見つける
・どんな職業につきたい？ 
・キャリアプランニング
仕事を通して考える自分らしさ
 ・大工（ドキュメント）
 ・パティシエ（ドキュメント）
 ・市役所職員（ドキュメント）

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

学んでおきたいクレジットカードの
基本が詰まった１タイトル。クレ
ジットカードの授業に最適です。

カードの種類
 ・現金以外の支払い方法
クレジットカードの仕組み
 ・消費者信用とは
 ・クレジットカードの仕組み・
　申し込み方法・支払い方法
クレジットカードをよく知る
クレジットカードの落とし穴
 ・遅延損害金・リボ払い・多重債務

特　　徴

目　　次

●

知っておきたいクレジットカードの基本消費生活 3247070

2013 年
第 4 弾

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税
価格：本体 15,000円+税

住居が汚れる仕組みを理解し、掃除
方法を学びます。また、換気の大切
さを知るなど、快適に暮らす方法を
学習します。

生活設計 3247060

見つけよう！ マイルーム　～お部屋探しの基礎知識～

■約30分　■解説書・ワークシート付
◎監修：小澤紀美子（東京学芸大学名誉教授・東海大学特任教授）
　　　　公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会

コード番号 定価

3247200 DVD 15,000円+税

賃貸住宅を借りるときの情報の集め方，下見のチェックポイント，賃貸借契約を交わすときの
注意事項などをわかりやすく映像化！

，にめたるめ始をしら暮人一てし業卒を校高 ・
都市部で賃貸住宅を探すというドラマ仕立て
の設定なので，部屋探しの流れが具体的にわ
かります。

ンイポクッェチの際の見内，方見の件物宅住 ・
ト，賃貸借契約を交わすときの注意点など，
実際にトラブルの起こりやすいポイントを
絞って映像化。

特　徴

はと」るり借をいま住「．１
　・「住まいを借りる」流れ
　・賃貸借契約とは

２．住まいを探そう
　・建物の構造
　・間取り図の見方
　・家賃・共益費・敷金・礼金
　・その他の物件情報

３．内見に行こう
　・内見のチェックポイント
　・方角
　・寸法
　・玄関の鍵，インターホン
　・コンセント
　・配電盤のアンペア数表示
　・駐輪場
　・物件周辺の風景　など

４．申し込みから賃貸借契約まで
　・賃貸入居申込書
　・重要事項説明書
　・賃貸借契約書

５．一人暮らしをはじめよう
　・引っ越し
　・住民票の異動
　・電気，水道，ガスの使用手続き
　・近隣住人への挨拶
　・知っておきたい退去時のトラブル予防

内容構成

教育映像祭優秀作品賞受賞！

・付属のワークシートでまとめやワークができ
　ます。

ホームページにてダイジェスト版がご覧いただけます。
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日本の食生活と文化食　　育 8546810

●約20分
●解説書・ワークシート付

食べたいものを食べるだけではな
く、食には様々な意味があることを
考えます。日本の伝統的な食文化と
して、行事食や発酵食品を取り上げ
ました。

食生活と健康の関係　
・食物繊維・食塩の摂取状況　
日本の伝統的な食生活　
・郷土料理・Ｂ－１グランプリ
・行事食
発酵食品（みそ、しょうゆ）
・みその歴史・しょうゆの歴史・しょうゆの製造工程
日本が目指す今後の食生活
・イタリアのスローフード
・地産地消の取り組み

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

生命の誕生
・妊娠のしくみ ・胎児の成長と母体の変化 ・羊水の役割
・臍帯（へその緒）と胎盤　
新生児の能力
・原始反射・原始歩行
・モロー反射・把握反射
・吸てつ反射・認識能力の実験
親になるということ
・母子健康手帳 ・妊婦検診 ・妊娠中に気を付けること
・男女での出産、育児

特　　徴

目　　次

●

NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション
NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション

生命の誕生2～命を育む～保　　育 8546830

食の安全と輸入大国日本食　　育 8546820

●約20分
●解説書・ワークシート付

食べ物はどのように育てられ、どの
ように私たちのもとに届くのか、そ
の過程を考えることによって、食べ
物に対する見方を改めて考えさせる
教材です。

食品の品質表示
・生鮮食品の品質表示・加工食品の品質表示
・食品添加物・遺伝子組換え作物
食料輸入大国・日本　
・食料自給率・ドイツでの取り組み
・日本の食料自給率が低下した背景
・就農人口の減少と対策
輸入に頼る利点と問題点
・輸入と経済の関係・輸入に頼る問題点
・日本各地での取り組み

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

衣服の素材にはどのような特徴があ
るか、日ごろ中学生や高校生が何気
なく着ている衣服について、あらた
めて考えさせる内容になっていま
す。

流通の歴史
・既製服の隆盛・縫製の機械化とファッション業界の成長
・衣類の輸入浸透率　　
衣服の素材の種類と特徴
・原始機と自動織機
・織物（平織・斜文織・朱子織）
・編物（よこ編・たて編）
衣服の管理
・黄ばみのでき方・衣服の汚れが洗剤で落ちるしくみ
・ドライクリーニング・衣服の保管・古着のリサイクル

特　　徴

目　　次

●

衣服と装いの科学衣 生 活 8546840

将来のための経済計画消費生活 3247000

●約20分
●解説書・ワークシート付

自立した賢い消費者として行動する
ために必要な、経済の知識を身につ
けられる内容になっています。

ライフステージと経済設計
 ・ファイナンシャルプランニングを学ぶ　
 ・資産運用　・リスク回避
ローンのしくみ
 ・ローンを考える
リスク回避
資産運用

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

幼児の発達と彼らを取り巻く家族や
社会環境について考える内容になっ
ています。

心身の発達　
 ・からだ・運動能力・こころ
 ・考える力・幼児期の経験
子育てのサポート
 ・ファミリー・サポート・センター　
 ・自治体の子育て支援事例　

特　　徴

目　　次

●

幼児の生活と家族保　　育 3247010

●約20分
●解説書・ワークシート付

防災・防犯の視点から、どのように
すれば家族全員が安心して住まうこ
とができるのかを考える内容になっ
ています。

地震に備えて　
・震度7の揺れ実験・住居に関する日常的な備え
災害　いざというときには…
・防災グッズの常備・ハザードマップ
・災害用伝言ダイヤル
火災に備えて　
・たこ足配線
・束ねたコードの高温化
防犯　
・ホームセキュリティサービス

特　　徴

目　　次

●

安全な住居 ～防災・防犯編～住 生 活 3247030高齢者の生活とサポート高 齢 者 3247020

●約20分
●解説書・ワークシート付

高齢者の心身の健康の特徴、高齢者
を支える様々な社会の仕組みを学び
ます。自分自身も年をとることをふ
まえ、 高齢者について学ぶ内容に
なっています。

日本の高齢社会　
 ・日本の年金制度
どう年をとるか？　
 ・定年後のくらし
 ・IT を使った町おこし
高齢社会を支える仕組み
 ・高齢者を支える介護保険制度
諸外国の事例　
 ・アメリカ・スウェーデン　

特　　徴

目　　次

●

2012年
第3弾

2011年
第2弾

ドマップ

ス
が洗剤で落ちるしくみ

しょうゆの製造工程

娠中に気を付けること

品質表示

み
景

問題点

センタ

険制度

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

神秘的な胎児の成長の様子と、妊娠
の母体への影響、さらに産まれてき
た赤ちゃんの持つ能力を学習しま
す。また、育児を支える社会的な支
援を知り、「親になること」を理解
させる内容になっています。
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最新DVD教材

日本の食生活と文化食　　育 8546810

●約20分
●解説書・ワークシート付

食べたいものを食べるだけではな
く、食には様々な意味があることを
考えます。日本の伝統的な食文化と
して、行事食や発酵食品を取り上げ
ました。

食生活と健康の関係　
・食物繊維・食塩の摂取状況　
日本の伝統的な食生活　
・郷土料理・Ｂ－１グランプリ
・行事食
発酵食品（みそ、しょうゆ）
・みその歴史・しょうゆの歴史・しょうゆの製造工程
日本が目指す今後の食生活
・イタリアのスローフード
・地産地消の取り組み

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

生命の誕生
・妊娠のしくみ ・胎児の成長と母体の変化 ・羊水の役割
・臍帯（へその緒）と胎盤　
新生児の能力
・原始反射・原始歩行
・モロー反射・把握反射
・吸てつ反射・認識能力の実験
親になるということ
・母子健康手帳 ・妊婦検診 ・妊娠中に気を付けること
・男女での出産、育児

特　　徴

目　　次

●

NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション
NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション

生命の誕生2～命を育む～保　　育 8546830

食の安全と輸入大国日本食　　育 8546820

●約20分
●解説書・ワークシート付

食べ物はどのように育てられ、どの
ように私たちのもとに届くのか、そ
の過程を考えることによって、食べ
物に対する見方を改めて考えさせる
教材です。

食品の品質表示
・生鮮食品の品質表示・加工食品の品質表示
・食品添加物・遺伝子組換え作物
食料輸入大国・日本　
・食料自給率・ドイツでの取り組み
・日本の食料自給率が低下した背景
・就農人口の減少と対策
輸入に頼る利点と問題点
・輸入と経済の関係・輸入に頼る問題点
・日本各地での取り組み

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

衣服の素材にはどのような特徴があ
るか、日ごろ中学生や高校生が何気
なく着ている衣服について、あらた
めて考えさせる内容になっていま
す。

流通の歴史
・既製服の隆盛・縫製の機械化とファッション業界の成長
・衣類の輸入浸透率　　
衣服の素材の種類と特徴
・原始機と自動織機
・織物（平織・斜文織・朱子織）
・編物（よこ編・たて編）
衣服の管理
・黄ばみのでき方・衣服の汚れが洗剤で落ちるしくみ
・ドライクリーニング・衣服の保管・古着のリサイクル

特　　徴

目　　次

●

衣服と装いの科学衣 生 活 8546840

将来のための経済計画消費生活 3247000

●約20分
●解説書・ワークシート付

自立した賢い消費者として行動する
ために必要な、経済の知識を身につ
けられる内容になっています。

ライフステージと経済設計
 ・ファイナンシャルプランニングを学ぶ　
 ・資産運用　・リスク回避
ローンのしくみ
 ・ローンを考える
リスク回避
資産運用

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

幼児の発達と彼らを取り巻く家族や
社会環境について考える内容になっ
ています。

心身の発達　
 ・からだ・運動能力・こころ
 ・考える力・幼児期の経験
子育てのサポート
 ・ファミリー・サポート・センター　
 ・自治体の子育て支援事例　

特　　徴

目　　次

●

幼児の生活と家族保　　育 3247010

●約20分
●解説書・ワークシート付

防災・防犯の視点から、どのように
すれば家族全員が安心して住まうこ
とができるのかを考える内容になっ
ています。

地震に備えて　
・震度7の揺れ実験・住居に関する日常的な備え
災害　いざというときには…
・防災グッズの常備・ハザードマップ
・災害用伝言ダイヤル
火災に備えて　
・たこ足配線
・束ねたコードの高温化
防犯　
・ホームセキュリティサービス

特　　徴

目　　次

●

安全な住居 ～防災・防犯編～住 生 活 3247030高齢者の生活とサポート高 齢 者 3247020

●約20分
●解説書・ワークシート付

高齢者の心身の健康の特徴、高齢者
を支える様々な社会の仕組みを学び
ます。自分自身も年をとることをふ
まえ、 高齢者について学ぶ内容に
なっています。

日本の高齢社会　
 ・日本の年金制度
どう年をとるか？　
 ・定年後のくらし
 ・IT を使った町おこし
高齢社会を支える仕組み
 ・高齢者を支える介護保険制度
諸外国の事例　
 ・アメリカ・スウェーデン　

特　　徴

目　　次

●

2012年
第3弾

2011年
第2弾

ドマップ

ス
が洗剤で落ちるしくみ

しょうゆの製造工程

娠中に気を付けること

品質表示

み
景

問題点

センタ

険制度

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

神秘的な胎児の成長の様子と、妊娠
の母体への影響、さらに産まれてき
た赤ちゃんの持つ能力を学習しま
す。また、育児を支える社会的な支
援を知り、「親になること」を理解
させる内容になっています。

ホームページにてダイジェスト版がご覧いただけます。
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テーマ別、DVD・ビデオ教材

●約20分
●解説書・ワークシート付

地球温暖化に対する環境先進国のユ
ニークな取り組みや、日本国内にお
ける新たな取り組み、また私たちが
日々の生活でできることなどを、最
新の映像を交えて紹介します。

地球温暖化とは？
・地球温暖化の仕組み
環境先進国の取り組み
・ドイツの環境定期券
・デンマークの風力発電
日本での新しい取り組み
・エネファーム・電気自動車
私たちにできること
・冷暖房温度設定
・冷蔵庫の収納の仕方

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

契約やクレジットカードの仕組み、
インターネットの普及による消費生
活の変化などを紹介した上で、悪質
商法とその対策について、「消費者
庁」の紹介などを交えて解説。

インターネットの普及による
消費生活の変化
・インターネット通販
・共同購入
クレジットカードの仕組みと問題
・クレジットカード誕生のエピソード・多重債務問題
様々な悪質商法
・デート商法・マルチ商法
消費者トラブルにあってしまったら
・クーリングオフ・国民生活センター

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

古代の竪穴式住居から寝殿造、書院
造、数寄屋造、明治の和洋折衷住宅、
団地や最新のマンションまで、日本
の住まいの歴史を概観します。

縄文・弥生時代の住居 
・竪穴式住居・高床倉庫 
寝殿造 
・しとみ戸 ・御簾 
書院造 
・床の間 ・数奇屋
町 家 
・見世の間・坪庭
明治時代の洋館 
・和洋折衷

特　　徴

目　　次

●

日本の住居伝統文化 3846960

消費生活とトラブル防止消費者教育 3846940環境と共生する暮らし環境教育 3846930

目で見る繊維の基礎

各本体15,000円 +税 ・各巻約16分 
・解説書
　ワークシート付

3846680
3846690

各本体15,000円 +税 ・約25分
・解説書付

◆ NHK DVD・ビデオ教材　家庭科ベストセレクション
各本体12,000円 +税 ・約16分

・ワークシート付
3846550
3846560
3846570
3846580
3846590
3846600
3846770
3846760

基本を学ぶ 楽しい食事のマナー
タ　イ　ト　ル

和食のマナー編

洋食のマナー編

DVD版
VHS版
DVD版
VHS版

3246170
3246180
3246190
3246200

かんたんテーブルコーディネート

コード番号 価　　格 概　要

DVD版
VHS版

・約17分
・解説書 ワークシート付

3246410
3246420

各本体15,000円 +税

DVD版
VHS版

世界の食生活　①穀類ー米、小麦、とうもろこし
見直そう、あなたの食生活　欠食・ダイエットの怖～い影響
食品をしっかり選ぶ　表示についてもっと知ろう
　　生命の誕生　赤ちゃんこんにちは
世界の子育て　赤ちゃんからのメッセージ
ゆったり保育　食事・排泄を手がかりに
健康・快適に住まう　ダニ・カビの退治法
世界の住居　気候・風土とのかかわり

DVD版

VHS版 3846430
3846440
3846450
3246340

心身を蝕む危険の正体　酒・たばこ・薬物の怖さ
世界の住居　気候・風土のかかわり
ゴミのゆくえ　地域で始まった取り組み
エコロジーハウス　環境にやさしく快適な住み方

※VHS版は在庫がなくなり次第、
　廃版となります。
　ご了承ください。

◆ 基礎の基礎シリーズ

保育実習基礎の基礎

衣服実習基礎の基礎

3846460
3246480
3846470
3246490

3846610
3846710
3846620
3846720
3846630
3846730

DVD版
VHS版

DVD版
VHS版

DVD版
VHS版

衣服製作の流れ編

手縫い編

ミシン縫い編

各本体14,000円 +税 ・約30分
・ワークシート付

準備編

資料編

DVD版
VHS版
DVD版
VHS版

各本体12,000円 +税 ・約16分
・ワークシート付

●約20分
●解説書・ワークシート付

朝食をとることの大切さを、さまざ
まな実験のデータをもとに解説しま
す。また、現在の子どもたちがとっ
ている朝食の問題点を挙げながら、
理想的な朝食を紹介します。

朝食と集中力の関係
・クレペリンテスト
・朝食をとらないリスク
好きなものだけ食べていないですか？
・家庭の食事の例
・食事の栄養別データ
子どもたちに忍び寄る危機
・子どもたちに広がる生活習慣病
理想的な朝食
・バランスの良い食事

特　　徴

目　　次

●

朝食と生活習慣の科学食　　育 3846950

2010年
第1弾

現在の住宅
・バリアフリー

題
ド 多重債務 題

NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

文部科学省選定

＝文部科学省選定

＝教育映像祭
　優秀作品賞
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最新DVD教材

テーマ別、DVD・ビデオ教材

●約20分
●解説書・ワークシート付

地球温暖化に対する環境先進国のユ
ニークな取り組みや、日本国内にお
ける新たな取り組み、また私たちが
日々の生活でできることなどを、最
新の映像を交えて紹介します。

地球温暖化とは？
・地球温暖化の仕組み
環境先進国の取り組み
・ドイツの環境定期券
・デンマークの風力発電
日本での新しい取り組み
・エネファーム・電気自動車
私たちにできること
・冷暖房温度設定
・冷蔵庫の収納の仕方

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

契約やクレジットカードの仕組み、
インターネットの普及による消費生
活の変化などを紹介した上で、悪質
商法とその対策について、「消費者
庁」の紹介などを交えて解説。

インターネットの普及による
消費生活の変化
・インターネット通販
・共同購入
クレジットカードの仕組みと問題
・クレジットカード誕生のエピソード・多重債務問題
様々な悪質商法
・デート商法・マルチ商法
消費者トラブルにあってしまったら
・クーリングオフ・国民生活センター

特　　徴

目　　次

●

●約20分
●解説書・ワークシート付

古代の竪穴式住居から寝殿造、書院
造、数寄屋造、明治の和洋折衷住宅、
団地や最新のマンションまで、日本
の住まいの歴史を概観します。

縄文・弥生時代の住居 
・竪穴式住居・高床倉庫 
寝殿造 
・しとみ戸 ・御簾 
書院造 
・床の間 ・数奇屋
町 家 
・見世の間・坪庭
明治時代の洋館 
・和洋折衷

特　　徴

目　　次

●

日本の住居伝統文化 3846960

消費生活とトラブル防止消費者教育 3846940環境と共生する暮らし環境教育 3846930

目で見る繊維の基礎

各本体15,000円 +税 ・各巻約16分 
・解説書
　ワークシート付

3846680
3846690

各本体15,000円 +税 ・約25分
・解説書付

◆ NHK DVD・ビデオ教材　家庭科ベストセレクション
各本体12,000円 +税 ・約16分

・ワークシート付
3846550
3846560
3846570
3846580
3846590
3846600
3846770
3846760

基本を学ぶ 楽しい食事のマナー
タ　イ　ト　ル

和食のマナー編

洋食のマナー編

DVD版
VHS版
DVD版
VHS版

3246170
3246180
3246190
3246200

かんたんテーブルコーディネート

コード番号 価　　格 概　要

DVD版
VHS版

・約17分
・解説書 ワークシート付

3246410
3246420

各本体15,000円 +税

DVD版
VHS版

世界の食生活　①穀類ー米、小麦、とうもろこし
見直そう、あなたの食生活　欠食・ダイエットの怖～い影響
食品をしっかり選ぶ　表示についてもっと知ろう
　　生命の誕生　赤ちゃんこんにちは
世界の子育て　赤ちゃんからのメッセージ
ゆったり保育　食事・排泄を手がかりに
健康・快適に住まう　ダニ・カビの退治法
世界の住居　気候・風土とのかかわり

DVD版

VHS版 3846430
3846440
3846450
3246340

心身を蝕む危険の正体　酒・たばこ・薬物の怖さ
世界の住居　気候・風土のかかわり
ゴミのゆくえ　地域で始まった取り組み
エコロジーハウス　環境にやさしく快適な住み方

※VHS版は在庫がなくなり次第、
　廃版となります。
　ご了承ください。

◆ 基礎の基礎シリーズ

保育実習基礎の基礎

衣服実習基礎の基礎

3846460
3246480
3846470
3246490

3846610
3846710
3846620
3846720
3846630
3846730

DVD版
VHS版

DVD版
VHS版

DVD版
VHS版

衣服製作の流れ編

手縫い編

ミシン縫い編

各本体14,000円 +税 ・約30分
・ワークシート付

準備編

資料編

DVD版
VHS版
DVD版
VHS版

各本体12,000円 +税 ・約16分
・ワークシート付

●約20分
●解説書・ワークシート付

朝食をとることの大切さを、さまざ
まな実験のデータをもとに解説しま
す。また、現在の子どもたちがとっ
ている朝食の問題点を挙げながら、
理想的な朝食を紹介します。

朝食と集中力の関係
・クレペリンテスト
・朝食をとらないリスク
好きなものだけ食べていないですか？
・家庭の食事の例
・食事の栄養別データ
子どもたちに忍び寄る危機
・子どもたちに広がる生活習慣病
理想的な朝食
・バランスの良い食事

特　　徴

目　　次

●

朝食と生活習慣の科学食　　育 3846950

2010年
第1弾

現在の住宅
・バリアフリー

題
ド 多重債務 題

NHK DVD教材

新家庭科ベストセレクション

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

価格：本体 15,000円+税 価格：本体 15,000円+税

文部科学省選定

＝文部科学省選定

＝教育映像祭
　優秀作品賞
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体験教材
新生児抱き人形　「ゆうくん」・「あいちゃん」

■セット内容：抱き人形（ベビー服付）、解説書（ワークシート付）、新生児用紙おむつ
（1枚）　■材質：[A,B]頭・手・足＝PVC、ボディ（生地）＝シャークスキンコットン・
綿・ポリエステル100％・PP、洋服（生地）＝ギンガムチェック（綿100％）、ニット
（綿100％）　[C～ E]ギンガムチェック（綿100％）、ニット（綿100％）　■重量：
約3,000g　■身長：約50cm　■頭囲：約33cm　※沐浴はできません。顔以外
のボディは男女いっしょです。　※ベビー服は予告なく色・柄がかわる場合があり
ますので予めご了承下さい。

コード番号 価　　格

6676200 ペア特価

7546140 A　ゆうくん

7546060 B　あいちゃん

7546150-21 C　赤ちゃん服ブルー

7546150-22 D　赤ちゃん服クリーム

7546150-23 E　赤ちゃん服ピンク

新生児の大きさ、重さを実感できる

入浴させるときの抱え方、頭を洗うと
きの耳の押さえ方など、水を使わな
い手順だけの沐浴実習ができます。

入浴させるときの抱え方、頭を洗うと
きの耳の押さえ方など、水を使わな
い手順だけの沐浴実習ができます。

抱き人形です。

ピュアクルボックス＃22

■サイズ：W379×D545×H178mm　
■材質：ポリプロピレン　■重量：約1.5kg

コード番号 価　　格

6876600-01

ケースが積み重ね出き、保
育人形の収納に便利です。

・体重、身長、頭囲は、最新の平成22年度乳幼児身体発育調査を基に
設定しています。

・ボディは布製。従来の合成樹脂製の保育人形にはない、やわらかい抱
き心地です。

・思わずほほえみ返してしまう、かわいらしい笑顔には特にこだわりま
した。

特　徴

身長約50cm

頭囲約33cm

体重約3,000g

身長約50cm

頭囲約

体重約3,000g

ゆうくん あいちゃん

赤ちゃんの服の色が選べます。ご注文の際にご指定下さい。
単品でもご購入いただけます。

ゆうくん
ブルー

ゆうくん
クリーム

あいちゃん
ピンク

あいちゃん
クリーム

D
C

E

■サイズ
■材質：ポ

赤ちゃんに触れる機会の少ない
高校生に、基本的な新生児の抱
き方、扱い方を教えられます。

新生児の体重とほぼ同じですので、
実感をもって授乳後の排気（げっ
ぷ）のさせ方が実習できます。

哺乳びんを用いて、調製粉乳を
与えるときの抱き方を実習する
ことができます。

足はM字に近い形をしています
ので、おむつ交換や衣服の着脱
の実習をすることができます。

新生児の抱き方実習

授乳後のげっぷの
させ方実習

水を使わない
沐浴の手順実習

ミルクの与え方実習

おむつの
取りかえ実習

入
ど

い

入浴させるときの抱え方、頭頭頭を洗うと
きの耳の押さえ方など、水を使わな
い手順だけ 浴浴沐浴の沐浴実習ができます。

赤ちゃんに触れる機会の少ない
高校生に、基本的な新生児の抱
き方、扱い方を教えられます。

新生児の体重とほぼ同じですので、
実感をもって授乳後の排気（げっ
ぷ）のさせ方が実習できます。

哺乳びんを用いて、調製粉乳を
与えるときの抱き方を実習する
ことができます。

足はM字に近い形をしています
ので、おむつ交換や衣服の着脱
の実習をすることができます。

新生児の抱き方実習

授乳後のげっぷの
させ方実習

水を使わない
沐浴の手順実習

ミルクの与え方実習

おむつの
取りかえ実習

本体 33,000円+税
本体 16,800円+税
本体 16,800円+税
本体   3,320円+税
本体   3,320円+税
本体   3,320円+税

本体 1,100円+税
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体験教材

高齢者疑似体験シリーズ

片マヒ体験教材セット 前かがみ体験教材

《単品販売》
肘サポーター 足首サポーター 腕固定ベルト

解説書

7586101

価格：本体18,500円 +税
7586110

価格：本体7,500円 +税

7586100

本体7,000円 +税
7586120

本体7,500円 +税
7586130

本体4,000円 +税

好評 教育図書疑似体験教材に，新しい教材が加わりました！

解説書

円背とは？片マヒとは？
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高齢者疑似体験シリーズ

片マヒ体験教材セット 前かがみ体験教材

《単品販売》
肘サポーター 足首サポーター 腕固定ベルト

解説書

7586101

価格：本体18,500円 +税
7586110

価格：本体7,500円 +税

7586100

本体7,000円 +税
7586120

本体7,500円 +税
7586130

本体4,000円 +税

好評 教育図書疑似体験教材に，新しい教材が加わりました！

解説書

円背とは？片マヒとは？
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生徒用シール教材

大好評シール教材に　「階段パーツ」を追加！
2階建ての平面計画ができるようになりました！

先生方のご希望に応え，さらに使いやすく全面改訂！
シールがカラーになり，1DK，２DK，3LDKの平面計画が可能になりました！

New平面計画シール2　使用例 New平面計画シール　使用例

シール

シール

台紙裏 台紙裏

台紙表

台紙表

授業のまとめで使える
ワークシート

授業のまとめで使える
ワークシート

自由に記入して使える
白紙シール

マンションの1DK，
2DK,３LDKの
３つの平面計画が
できます。

①台紙に設備・家具シールを貼ること
で，一戸建ての平面計画を簡単に行
うことができます。

②今回の改訂では，設備シールに階段
のシールを加え，さらに，家具や設
備を記入して切り取ることで，自由
に使える白紙シールをセットに加え
ました。

③授業をスムーズに進められるよう，
ワークシートも完備。さらに使いや
すくなっています。

①マンションの平面計画を簡単に行うことができます。
②今回は，マンションの構造体の大きさや形を全面的
に見直し，一人暮らしの１DK → 結婚して2DK → 
家族が増えて３LDK と，ライフステージとともに楽
しく平面計画ができるようにしました。また，シー
ルもカラー化し，3回分の計画ができる設備・家具
シールとさまざまに活用できる白紙シールをつけて
います。
③ワークシートが新たに加わり，実習を始める前に構
想をまとめたり，気付いたことや感想を記入したり
と，実習全体のまとめとして使うことができます。2階建て

実習例

自由に記入して使える
白紙シール

実習例

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間） ●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

階段シール

白紙シール
を活用する
と，さまざ
まな家具や
設備を作る
ことができ
ます。

オリジナルの家具は
白紙シールを切って
自由に作れます。

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚，白紙シール A5判

価格：本体267円 +税
1946380-01

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚，白紙シール A5判

価格：本体267円 +税
1946370-03

New平面計画シール 2（一戸建て編） New平面計画シール（マンション編）

2階建ての
計画ができる
階段シールを追加！

シールは
オールカラー，
3回の計画分の
パーツ付

デジタル版平面計画シール　教師用割引キャンペーン
・2014年9月1日以降に「New平面計画シール2（一戸建て編）」または「New平面計画シール（マンション編）」
をご購入いただいた先生に限って、通常本体5,000円+税の教師用デジタル版平面計画シールを本体1,000円+税
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大好評シール教材に　「階段パーツ」を追加！
2階建ての平面計画ができるようになりました！

先生方のご希望に応え，さらに使いやすく全面改訂！
シールがカラーになり，1DK，２DK，3LDKの平面計画が可能になりました！

New平面計画シール2　使用例 New平面計画シール　使用例

シール

シール

台紙裏 台紙裏

台紙表

台紙表

授業のまとめで使える
ワークシート

授業のまとめで使える
ワークシート

自由に記入して使える
白紙シール

マンションの1DK，
2DK,３LDKの
３つの平面計画が
できます。

①台紙に設備・家具シールを貼ること
で，一戸建ての平面計画を簡単に行
うことができます。
②今回の改訂では，設備シールに階段
のシールを加え，さらに，家具や設
備を記入して切り取ることで，自由
に使える白紙シールをセットに加え
ました。
③授業をスムーズに進められるよう，
ワークシートも完備。さらに使いや
すくなっています。

①マンションの平面計画を簡単に行うことができます。
②今回は，マンションの構造体の大きさや形を全面的
に見直し，一人暮らしの１DK → 結婚して2DK → 
家族が増えて３LDK と，ライフステージとともに楽
しく平面計画ができるようにしました。また，シー
ルもカラー化し，3回分の計画ができる設備・家具
シールとさまざまに活用できる白紙シールをつけて
います。

③ワークシートが新たに加わり，実習を始める前に構
想をまとめたり，気付いたことや感想を記入したり
と，実習全体のまとめとして使うことができます。2階建て

実習例

自由に記入して使える
白紙シール

実習例

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間） ●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

階段シール

白紙シール
を活用する
と，さまざ
まな家具や
設備を作る
ことができ
ます。

オリジナルの家具は
白紙シールを切って
自由に作れます。

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚，白紙シール A5判

価格：本体267円 +税
1946380-01

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚，白紙シール A5判

価格：本体267円 +税
1946370-03

New平面計画シール 2（一戸建て編） New平面計画シール（マンション編）

2階建ての
計画ができる
階段シールを追加！

シールは
オールカラー，
3回の計画分の
パーツ付

で販売いたします。ご注文は必ず教育図書に直接ご注文ください。書店様や教材店様にご注文されますと、値引きの
対象外ですので、十分ご注意ください（商品の詳細については、本パンフレットp.2〜p.4をご覧ください）。
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シールを貼りながら自分の将来の生活を思い描き，身の回りの生活資源を用いて
予期せぬ出来事に対する対応を考えることができる，画期的なシール教材です！

生活設計シール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙・ワークシート（A3判二つ折り）
1枚，解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946360-02

解説書

①ライフデザインをする
・卒業後にどのような未来を築いていくのか，「進学」「就
職」「結婚」「出産」などのライフイベントシールを貼り
ながら考えます。

②予期せぬできごとへの対応を考える
・生活資源を活用したリスク対策について考えます。

③自己分析する
・自分のライフスキルについて，ワークシートの項目を
チェックしながら見つめ直します。

④自分らしい生活をつくるには？
・自分らしく生きるために見えてきた課題や今からできるこ
とについてまとめます。

2

・今の自分とこれからの自分の生活をじっくり見つめながら学
習を進めることができます。

・生涯を見通した自分の生活について，主体的に考えることが
できます。

●目安時間：2時間
　　　　　　（説明1時間，実習・まとめ1時間）

生活設計シール 多くの先生方から「家族領域」「生活設計」の授業で，また家庭科を学
び終えた 3学期の最後に学ばせたいと，高い評価をいただいています。

生活設計シールの実践例です

シール

ワークシート裏面

生徒用シール教材
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シールを貼りながら自分の将来の生活を思い描き，身の回りの生活資源を用いて
予期せぬ出来事に対する対応を考えることができる，画期的なシール教材です！

生活設計シール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙・ワークシート（A3判二つ折り）
1枚，解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946360-02

解説書

①ライフデザインをする
・卒業後にどのような未来を築いていくのか，「進学」「就
職」「結婚」「出産」などのライフイベントシールを貼り
ながら考えます。

②予期せぬできごとへの対応を考える
・生活資源を活用したリスク対策について考えます。

③自己分析する
・自分のライフスキルについて，ワークシートの項目を
チェックしながら見つめ直します。

④自分らしい生活をつくるには？
・自分らしく生きるために見えてきた課題や今からできるこ
とについてまとめます。

2

・今の自分とこれからの自分の生活をじっくり見つめながら学
習を進めることができます。

・生涯を見通した自分の生活について，主体的に考えることが
できます。

●目安時間：2時間
　　　　　　（説明1時間，実習・まとめ1時間）

生活設計シール 多くの先生方から「家族領域」「生活設計」の授業で，また家庭科を学
び終えた 3学期の最後に学ばせたいと，高い評価をいただいています。

生活設計シールの実践例です

シール

ワークシート裏面
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生徒用シール教材

シールの写真を，ふだん目にする食品に改訂！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

実際の献立と理想の献立を比較し，栄養バランスを学ぶことができます！
食事バランスガイドの学習に最適！

新 フードマスターシール　使用例 New献立マスターシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）2枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946960-01

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，解説書（A4判）
1枚，ワークシート（B4判）2枚，栄養素表（B4判）2枚

価格：本体267円 +税
1946970-01

シール

シール

台紙

台紙（表面）

ワークシート

栄養素表

実際に食べている献
立と，自分で考えた
献立の比較ができる
ようになりました！

台紙は両面タイプで，
実際に食べている献
立と，自分で考えた
献立で使えます。

4種類の台紙で食品を分類します。
①「食品の分類をしてみよう」では，
食品成分表の分類にしたがって分類
することができます。98枚のシー
ルすべてが貼れます。

②「栄養素の種類と主な機能」では，
食品を主な栄養素で分類することが
できます。

③「4つの食品群」「６つの基礎食品」
では，食品をそれぞれの食品群に分
けることができます。

④ワークシートはA・B・C・Dのシー
ル実習とともにワークができる内容
になっており，まとめとして，気付
いたこと，感想も書き込めます。

①台紙が両面タイプになりまし
た。
②献立シールを用いて，
STEP1で実際に食べている
献立，STEP A で自分で考
えた献立を立てます。
③それぞれの献立のSV値を調
べ，食事バランスガイドにコ
マのシールを貼ります。
④「ワークシート①」を用いて，
栄養計算をさせることがで
き，「ワークシート②」でバ
ランスのとれた献立に改善す
ることもできます。

台紙①　表面〈A　食品群に分類〉 台紙①　裏面〈C　４つの食品群に分類〉

台紙②　表面〈B　栄養素別に分類〉 台紙②　裏面〈D　６つの基礎食品に分類〉

授業のまとめで使える
ワークシート

NEW!実際に目にする食品
の写真に替えました。

●目安時間：実習1～2時間 ●目安時間：実習2～４時間

新フードマスターシール New献立マスターシール

台紙の表裏の
関係を見直し，
使いやすさアップ！
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シールの写真を，ふだん目にする食品に改訂！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

実際の献立と理想の献立を比較し，栄養バランスを学ぶことができます！
食事バランスガイドの学習に最適！

新 フードマスターシール　使用例 New献立マスターシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）2枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946960-01

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，解説書（A4判）
1枚，ワークシート（B4判）2枚，栄養素表（B4判）2枚

価格：本体267円 +税
1946970-01

シール

シール

台紙

台紙（表面）

ワークシート

栄養素表

実際に食べている献
立と，自分で考えた
献立の比較ができる
ようになりました！

台紙は両面タイプで，
実際に食べている献
立と，自分で考えた
献立で使えます。

4種類の台紙で食品を分類します。
①「食品の分類をしてみよう」では，
食品成分表の分類にしたがって分類
することができます。98枚のシー
ルすべてが貼れます。
②「栄養素の種類と主な機能」では，
食品を主な栄養素で分類することが
できます。
③「4つの食品群」「６つの基礎食品」
では，食品をそれぞれの食品群に分
けることができます。
④ワークシートはA・B・C・Dのシー
ル実習とともにワークができる内容
になっており，まとめとして，気付
いたこと，感想も書き込めます。

①台紙が両面タイプになりまし
た。

②献立シールを用いて，
STEP1で実際に食べている
献立，STEP A で自分で考
えた献立を立てます。

③それぞれの献立のSV値を調
べ，食事バランスガイドにコ
マのシールを貼ります。

④「ワークシート①」を用いて，
栄養計算をさせることがで
き，「ワークシート②」でバ
ランスのとれた献立に改善す
ることもできます。

台紙①　表面〈A　食品群に分類〉 台紙①　裏面〈C　４つの食品群に分類〉

台紙②　表面〈B　栄養素別に分類〉 台紙②　裏面〈D　６つの基礎食品に分類〉

授業のまとめで使える
ワークシート

NEW!実際に目にする食品
の写真に替えました。

●目安時間：実習1～2時間 ●目安時間：実習2～４時間

新フードマスターシール New献立マスターシール

台紙の表裏の
関係を見直し，
使いやすさアップ！
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生徒用シール教材

全面的に内容を見直し，色相，明度など色彩学習の基本を追加！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

Newカラーコーディネートシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946980-01

シール

台紙

色の数を増やし，
ストライプや水玉
シールを追加しま
した。

授業のまとめとして使えるワークシート

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

20代，一人暮らし，正社員，派遣社員，アルバイトのパターンを追加しました！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

New家計管理マスターシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946390-01

シール

台紙

数値を更新！
お金シールの配分
を見直しました！

①一人暮らし，または家族のタイプシールを
一つ選びます。ワークシートに選んだ理由
を記入します。
②収入分のお金シールを台紙に貼ります。非
消費支出と可処分所得に分けます。
③自分のライフスタイルを考えて，各項目ご
とに支出の割合を決め，お金シールを貼っ
ていきます。
④ライフスタイルとして重視した点，家計管
理として工夫した点をワークシートにまと
め，うまくいったかを検証します。
⑤ワークシートに，家計管理実習をした感想
や反省点を書き，学習のまとめとします。

授業のまとめとして使えるワークシート

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

New家計管理マスターシール Newカラーコーディネートシール

20代の正社員，
派遣社員，アルバ
イトを追加！

色相環や，
色から受ける印象
も学習できます。

①色彩学習の基本として，色相環と明度につい
て学習します。

②色から受ける印象として，「暖かく感じる色」
「冷たく感じる色」などのシールを選び，貼
ります。

③2 色の組み合わせとして，類似色，対照色，
補色などの関係を学びます。

④「かしこまった場面」「スポーツをする場面」
など T.P.O. に合わせた，上衣と下衣の組み
合わせを考え，シールを貼っていきます。

⑤実習の流れにそって使ったり，授業のまとめ
として使えるワークシートがついているの
で，さらに使いやすくなっています。
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全面的に内容を見直し，色相，明度など色彩学習の基本を追加！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

Newカラーコーディネートシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946980-01

シール

台紙

色の数を増やし，
ストライプや水玉
シールを追加しま
した。

授業のまとめとして使えるワークシート

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

20代，一人暮らし，正社員，派遣社員，アルバイトのパターンを追加しました！
学習のまとめとして使える，ワークシートを追加！

New家計管理マスターシール　使用例

シール（A4判）1枚，台紙（A4判）1枚，ワークシート・
解説書（A4判）1枚

価格：本体267円 +税
1946390-01

シール

台紙

数値を更新！
お金シールの配分
を見直しました！

①一人暮らし，または家族のタイプシールを
一つ選びます。ワークシートに選んだ理由
を記入します。

②収入分のお金シールを台紙に貼ります。非
消費支出と可処分所得に分けます。

③自分のライフスタイルを考えて，各項目ご
とに支出の割合を決め，お金シールを貼っ
ていきます。

④ライフスタイルとして重視した点，家計管
理として工夫した点をワークシートにまと
め，うまくいったかを検証します。

⑤ワークシートに，家計管理実習をした感想
や反省点を書き，学習のまとめとします。

授業のまとめとして使えるワークシート

●目安時間：2時間（説明1時間，実習・まとめ1時間）

New家計管理マスターシール Newカラーコーディネートシール

20代の正社員，
派遣社員，アルバ
イトを追加！

色相環や，
色から受ける印象
も学習できます。

①色彩学習の基本として，色相環と明度につい
て学習します。
②色から受ける印象として，「暖かく感じる色」
「冷たく感じる色」などのシールを選び，貼
ります。
③2 色の組み合わせとして，類似色，対照色，
補色などの関係を学びます。
④「かしこまった場面」「スポーツをする場面」
など T.P.O. に合わせた，上衣と下衣の組み
合わせを考え，シールを貼っていきます。
⑤実習の流れにそって使ったり，授業のまとめ
として使えるワークシートがついているの
で，さらに使いやすくなっています。
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教師用図書

家庭科実践事例集
新しい社会づくりへのメッセージ

あんころ
～家庭科の授業案がころころ出てくる本～

大好評「子どもの思考を育む家庭科の授業」第 2弾！

○北陸家庭科授業実践研究会 Ver.2 編
○B5 判／ 160 ページ／モノクロ／並製本

価格：本体2,600円 +税
2146530

「はじめに」より
　研究会のメインテーマは、前研究会から継続し「『子どもの探究を
促す、思考を深める』授業をどうつくるか」として授業を開発してき
た。本研究会では、それに加え、授業の分析や評価についても検討し
てきた。子どもたちの思考や探究を分析したり評価したりするのは困
難であるが、その可能性を模索した。その意味で、本書は、前著「子
どもの思考を育む」に続く第２弾と位置づけられる。前著と併せて読
んでいただけると、私たちの研究の軌跡がおわかりいただけるのでは
ないかと思う。
　本書作成にあたっては、学生や家庭科担当ビギナーの方にも理解し
やすくし授業を再現できるように工夫している。まず、授業の特徴が
イメージできるように、各実践にキャッチコピーとキーワードを示し
ている。また、指導過程や教師の意図・発問、子どもの思考の流れを
明示したり、思考を育む授業場面の一部を再現したり、写真やワーク
シートを掲載したりしている。それに関連して、授業で用いたワーク
シートや資料、板書などを、教育図書のホームページ※から入手でき
るようにしている。読者は、それらを自由にアレンジして利用できる。

実践事例の特徴を表す
キャッチコピー・キーワード

授業の流れにそった学習活動，
学習内容を示す「学びの構造図」

実践事例の構成
１　授業づくりにあたって
２　授業設計の視点
　　（1）学びの構造図
　　（2）授業の構想
３　授業計画
　　（1）題材名
　　（2）実施校・対象学年
　　（3）実施時期
　　（4）学習目標
　　（5）学習構成
４　授業風景
５　授業の分析・評価
６　授業の振り返り
７　これからに向けて

●紙面の例

「つなぐ」をキー･コンセプトに，小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校の13の実践事例を掲載！

●おもな内容
Ⅰ　体験と思考をつなぐ

・オリジナルバッグの製作を通して考える
力を育む

・ステップを踏んで家族の食事を作ろう
・なぜ、いろいろな食べ物を食べるのだろう
・「素材を味わう」をタテ糸として食の主

体を育む
・廃品の傘布を利用したエコバッグの製作
・五感が喜ぶ豚汁を作ろう

Ⅱ　社会の課題と自分をつなぐ
・家族との関係を問いなおし自分の思いを

発信しよう
・15年後の家族の暮らしを想定し、「帰

りたくなる家」を考える
・これからどう生きていく？仕事・結婚・

子育てを考える

Ⅲ　自己と向き合う
・「あたたかい制服の着方」の工夫を日常

の家庭生活に生かす
・気持ちと身体と行動をつなぐ、ストレス

とコミュニケーション対処スキル
・衣生活の学習をとおして学ぶ自己表現と

意思決定

Ⅳ　領域をつなぐ
・地球市民の視点から自分の暮らしを振り返る

※http://www.kyoiku-tosho.co.jp

考えるっておもしろい
 家庭科でつなぐ子どもの思考 ○千葉県高等学校教育研究会家庭部会　家庭科教育推進委員会編著

○B5 判／ 160 ページ／モノクロ／並製本

価格：本体2,600円 +税
2146510

○編著：つくり手の会
○B5 判／ 176 ページ／ 2 色刷り／並製本

価格：本体2,500円 +税
2146490

目次・概要
●はじめに
●第 1 章　家庭科教育推進委員会のあゆみ
●第 2 章　あんころで GO！

1テーマ1ページで紹介する実践事例集です。好きなところ
から気軽に読める，64例の実践事例を掲載。Q&Aコーナー
や「50分でできる調理実習のあんころ」など，授業ですぐ
に生かすことができる情報も満載です。

●第3章　千葉県高等学校家庭科 ホームプロジェクトコン
クール

「家庭科を元気にしたい！」という熱い思いで始まった，千
葉県独自の「ホームプロジェクトコンクール」の取り組みを
紹介します。

●第4章　つながろう・ひろげよう　家庭科！
家庭科への応援メッセージ，Essay 私と家庭科
●編集後記

●「ワークシートの解説」「学習指導要領」および「授
業で使えるワークシート」+ 参考評価問題 + アン
ケート + 献立作成表 + 記録表を掲載し，家庭科
授業の実践例をこの 1 冊で 9 例紹介しています。

　東日本大震災を経験された福島県の先生方が，こ
れから生きていくために必要な家庭科の授業のあ
り方を提案しています。地域や生徒の実態に合わ
せてご活用ください。

●ワークシートのページには赤字で解答例が入って
います。先生方からは「わかりやすい！」と大好
評です。

白紙のワークシートをホームページから
ダウンロードできるようにしました。
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家庭科実践事例集
新しい社会づくりへのメッセージ

あんころ
～家庭科の授業案がころころ出てくる本～

大好評「子どもの思考を育む家庭科の授業」第 2弾！

○北陸家庭科授業実践研究会 Ver.2 編
○B5 判／ 160 ページ／モノクロ／並製本

価格：本体2,600円 +税
2146530

「はじめに」より
　研究会のメインテーマは、前研究会から継続し「『子どもの探究を
促す、思考を深める』授業をどうつくるか」として授業を開発してき
た。本研究会では、それに加え、授業の分析や評価についても検討し
てきた。子どもたちの思考や探究を分析したり評価したりするのは困
難であるが、その可能性を模索した。その意味で、本書は、前著「子
どもの思考を育む」に続く第２弾と位置づけられる。前著と併せて読
んでいただけると、私たちの研究の軌跡がおわかりいただけるのでは
ないかと思う。
　本書作成にあたっては、学生や家庭科担当ビギナーの方にも理解し
やすくし授業を再現できるように工夫している。まず、授業の特徴が
イメージできるように、各実践にキャッチコピーとキーワードを示し
ている。また、指導過程や教師の意図・発問、子どもの思考の流れを
明示したり、思考を育む授業場面の一部を再現したり、写真やワーク
シートを掲載したりしている。それに関連して、授業で用いたワーク
シートや資料、板書などを、教育図書のホームページ※から入手でき
るようにしている。読者は、それらを自由にアレンジして利用できる。

実践事例の特徴を表す
キャッチコピー・キーワード

授業の流れにそった学習活動，
学習内容を示す「学びの構造図」

実践事例の構成
１　授業づくりにあたって
２　授業設計の視点
　　（1）学びの構造図
　　（2）授業の構想
３　授業計画
　　（1）題材名
　　（2）実施校・対象学年
　　（3）実施時期
　　（4）学習目標
　　（5）学習構成
４　授業風景
５　授業の分析・評価
６　授業の振り返り
７　これからに向けて

●紙面の例

「つなぐ」をキー･コンセプトに，小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校の13の実践事例を掲載！

●おもな内容
Ⅰ　体験と思考をつなぐ

・オリジナルバックの製作を通して考える
力を育む

・ステップを踏んで家族の食事を作ろう
・なぜ、いろいろな食べ物を食べるのだろう
・「素材を味わう」をタテ糸として食の主

体を育む
・廃品の傘布を利用したエコバックの製作
・五感が喜ぶ豚汁を作ろう

Ⅱ　社会の課題と自分をつなぐ
・家族との関係を問いなおし自分の思いを

発信しよう
・15年後の家族の暮らしを想定し、「帰

りたくなる家」を考える
・これからどう生きていく？仕事・結婚・

子育てを考える

Ⅲ　自己と向き合う
・「あたたかい制服の着方」の工夫を日常

の家庭生活に生かす
・気持ちと身体と行動をつなぐ、ストレス

とコミュニケーション対処スキル
・衣生活の学習をとおして学ぶ自己表現と

意思決定

Ⅳ　領域をつなぐ
・地球市民の視点から自分の暮らしを振り返る

※http://www.kyoiku-tosho.co.jp

考えるっておもしろい
 家庭科でつなぐ子どもの思考 ○千葉県高等学校教育研究会家庭部会　家庭科教育推進委員会編著

○B5 判／ 160 ページ／モノクロ／並製本

価格：本体2,600円 +税
2146510-01

○編著：つくり手の会
○B5 判／ 176 ページ／ 2 色刷り／並製本

価格：本体2,500円 +税
2146490-01

目次・概要
●はじめに
●第 1 章　家庭科教育推進委員会のあゆみ
●第 2 章　あんころで GO！

1テーマ1ページで紹介する実践事例集です。好きなところ
から気軽に読める，64例の実践事例を掲載。Q&Aコーナー
や「50分でできる調理実習のあんころ」など，授業ですぐ
に生かすことができる情報も満載です。

●第3章　千葉県高等学校家庭科 ホームプロジェクトコン
クール

「家庭科を元気にしたい！」という熱い思いで始まった，千
葉県独自の「ホームプロジェクトコンクール」の取り組みを
紹介します。

●第4章　つながろう・ひろげよう　家庭科！
家庭科への応援メッセージ，Essay 私と家庭科
●編集後記

●「ワークシートの解説」「学習指導要領」および「授
業で使えるワークシート」+ 参考評価問題 + アン
ケート + 献立作成表 + 記録表を掲載し，家庭科
授業の実践例をこの 1 冊で 9 例紹介しています。

　東日本大震災を経験された福島県の先生方が，こ
れから生きていくために必要な家庭科の授業のあ
り方を提案しています。地域や生徒の実態に合わ
せてご活用ください。

●ワークシートのページには赤字で解答例が入って
います。先生方からは「わかりやすい！」と大好
評です。

白紙のワークシートをホームページから
ダウンロードできるようにしました。
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●価格：本体 2,500円+税

●価格：本体 2,600円+税

●価格：本体 2,600円+税 ●価格：本体 2,600円+税

●価格：本体 2,600円+税

あんころ
～家庭科の授業案がころころ出てくる本～
千葉県高等学校教育研究会家庭部会
　　　　　家庭科教育推進委員会編

2146510-01 

160ページ

大好評！　千葉県の実践事例集！

詳細は p.25を
ご参照ください

詳細は p.25を
ご参照ください

千葉

●価

考えるって
おもしろい
家庭科でつなぐ
子どもの思考

Ver.2
2146530

160ページ

大好評！「子どもの思考を育む家庭科の授業」第2弾！

-01

●

いきいき家庭科「開かれた個」を育成するカリキュラム開発と授業研究

日本家庭科教育学会中国地区会編

※先生方の地域で実践事例図書を発刊したい場合は，弊社までお問い合わせください。26
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あんころ
～家庭科の授業案がころころ出てくる本～
千葉県高等学校教育研究会家庭部会
　　　　　家庭科教育推進委員会編

2146510-01 

160ページ

大好評！　千葉県の実践事例集！

詳細は p.25を
ご参照ください

詳細は p.25を
ご参照ください

千葉

●価

考えるって
おもしろい
家庭科でつなぐ
子どもの思考

Ver.2
2146530

160ページ

大好評！「子どもの思考を育む家庭科の授業」第2弾！

-01

●

いきいき家庭科「開かれた個」を育成するカリキュラム開発と授業研究

日本家庭科教育学会中国地区会編

※先生方の地域で実践事例図書を発刊したい場合は，弊社までお問い合わせください。 27
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教師用図書

①野菜のビタミンC
②果物のビタミンC
③野菜の硝酸塩
④野菜の糖度調べ
⑤ジュース探検
⑥ミルクを変身させてみよう
⑦合成着色料
⑧天然色素のひみつ
⑨水と油を混ぜるには？
⑩発色剤の不思議
⑪クエン酸のひみつ
⑫重そうとベーキングパウダーのなぞ
⑬お米とごはんのちがい
⑭塩分テストから考える栄養成分表示
⑮飲料水を科学する

①味覚探検
②好みの甘さを調べてみよう
③みそ汁を化学分析してみよう
④香りとおいしさの関係
⑤ゼリーの不思議
⑥ミルクを変身させてみよう２
⑦お肉をおいしく食べるコツ
⑧非常事態の食生活を考える
⑨うどん作りとゆで汁調べ
⑩オリジナルこんにゃく作り
⑪大豆を変身させてみよう
⑫伝統野菜の魅力
⑬食べ物かるたコンテスト
⑭緑茶の科学
⑮クッキングで国際交流

★今なおベストセラー！★

●価格：本体 2,400円+税
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①野菜のビタミンC
②果物のビタミンC
③野菜の硝酸塩
④野菜の糖度調べ
⑤ジュース探検
⑥ミルクを変身させてみよう
⑦合成着色料
⑧天然色素のひみつ
⑨水と油を混ぜるには？
⑩発色剤の不思議
⑪クエン酸のひみつ
⑫重そうとベーキングパウダーのなぞ
⑬お米とごはんのちがい
⑭塩分テストから考える栄養成分表示
⑮飲料水を科学する

①味覚探検
②好みの甘さを調べてみよう
③みそ汁を化学分析してみよう
④香りとおいしさの関係
⑤ゼリーの不思議
⑥ミルクを変身させてみよう２
⑦お肉をおいしく食べるコツ
⑧非常事態の食生活を考える
⑨うどん作りとゆで汁調べ
⑩オリジナルこんにゃく作り
⑪大豆を変身させてみよう
⑫伝統野菜の魅力
⑬食べ物かるたコンテスト
⑭緑茶の科学
⑮クッキングで国際交流

★今なおベストセラー！★

●価格：本体 2,400円+税
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教師用図書

●価格：本体 2,500円+税

●価格：本体 2,500円+税

※「家庭科わくわくワーク集」は絶版です。
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●価格：本体 276円 +税 ●価格：本体 352円 +税

●A4判／ 160ページ
●価格：本体 2,500 円 +税

2146470

子どもの考える力を伸ばすものづくり
●監修：ものづくり協力会議編
　　　　代表　土井康作（鳥取大学）他 23名

●A4判／ 144ページ
●価格：本体 2,500 円 +税

2146520

子どもと親でつくる楽しいものづくり
●監修：ものづくり協力会議編
　　　　代表　土井康作（鳥取大学）他 25名

●価格：本体 2,800 円 +税

●価格：本体 762円 +税
●価格：本体 1,600 円 +税

2146350

●価格：本体 3,496 円 +税 ●価格：本体 3,800 円 +税●価格：本体 3,700 円 +税

●価格：本体 3,301 円 +税 ●価格：本体 3,800 円 +税 ●価格：本体 3,800 円 +税

●価格：本体 3,800 円 +税 ●価格：本体 2,800 円 +税 ●価格：本体 3,800 円 +税

●価格：本体 2,500 円 +税
●B5判／並製本／ 192ページ

New家庭科実践問題集
2146450

●価格：本体 2,800 円 +税
●B5判／上製本／ 160ページ

食のはなし
2146330

●価格：本体 3,400 円 +税
●A5判／上製本／ 208ページ

新しい問題解決学習
2146410

Plan Do See から批判的リテラシーの学びへ
教科書にはのらないけれど授業に役立つ

福井大学教授 荒井紀子ほか［編著］ 埼玉大学教授 川嶋かほる　福島大学名誉教授 武藤八恵子［著］
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とっても
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