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中学校 技術・家庭科情報 No.2
技術・家庭科と他教科の関連
新しい学習指導要領では，小学校とのつながりや，
他教科とのつながりが重視されています。
「発行宣言」第２弾は，
技術・家庭科と他教科の関連情報をお届けいたします。

活きる力 に
つなげる教科書
活用
教育図書株式会社では，平成 24 年度の中学校技術・家庭科
「活きる力につなげる教科書」発行に向け，全社一丸奮闘中！

活動

“活きる力”とは，未来を担う子どもたちが，学校で学んだことを社会
や家庭において主体的に「活用」する力という意味を込めた，私たちが
提唱する新たな学力観です。人とヒト・人とモノ・人とコトの触れ合い

活躍

とつながりを大切にすることが，“活きる力”にもつながります。

私たちは，“活きる力”につなげる教科書を作ります！

中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

1

（技術分野関連）小学校および中学校他教科の新学習指導要領
新しい学習指導要領では，小学校とのつながりや，他教科とのつながりを意識した指導計画が
重要とされています。
「小学校では，どんなことを学習しているのだろう？」
「他教科では，何年生でどんなことを学習しているの？」
忙しい先生方からの，こんな疑問におこたえするために，小学校および中学校他教科のうち，
中学校技術・家庭科に関わりの深い教科の内容だけを整理してまとめてみました。新学習指導要
領実施に向けて，今から理解を深めていきましょう。

A

材料と加工に関する技術

に関わる内容

小学校では？
［算数］平面図形や立体を図で表すことを学びます。
＜第３学年＞

二等辺三角形，正三角形，円について，定規や

コンパスによる作図を指導する。

中学校（他教科）では？
［数学］空間図形を学びます。
＜第 1 学年＞

空間図形を直線や平面図形の運動によって構成

されるものととらえたり，空間図形を平面上に表現して平面上
の表現から空間図形の性質を読み取ったりすること。

＜第４学年＞

平行四辺形，ひし形，台形などの四角形を，定

規やコンパスを使って作図することを指導する。
直方体，立方体の見取図や展開図をかくことを指導する。

［美術］目的や機能を考えた表現方法を学びます。
＜第 1 学年＞

用途や機能，使用する者の気持ち，材料などか

ら美しさなどを考え，表現の構想を練ること。
＜第５学年＞

角柱，円柱の見取図や展開図をかくことを指導

する。底面，側面という用語についても指導する。
［生活科］ものづくりについて学びます。

材料や用具の特性などから制作の順序などを考えながら，見通
しをもって表現すること。
＜第２・３学年＞

材料や用具，表現方法の特性などから制作

身近な自然を利用したり，身近にある物を使ったりなどして，

の順序などを総合的に考えながら，見通しをもって表現するこ

遊びや遊びに使う物を工夫してつくり，その面白さや自然の不

と。

思議さに気付き，みんなで遊びを楽しむことができるようにする。
［図画工作］材料や工具について学びます。
内容の取扱いに，各学年で取り扱う材料や用具を，手などを十
分に働かせるなどの指導の配慮事項とともに示す。
材料や用具については，次のとおり取り扱うこととし，必要に
応じて，当該学年より前の学年において初歩的な形で取り上げ
たり，その後の学年で繰り返し取り上げたりすること。
＜第１学年及び第２学年＞

土，粘土，木，紙，クレヨン，パス，

はさみ，のり，簡単な小刀類など身近で扱いやすいものを用い
ることとし，児童がこれらに十分に慣れることができるように
すること。
＜第３学年及び第４学年＞

木切れ，板材，釘，水彩絵の具，

小刀，使いやすいのこぎり，金づちなどを用いることとし，児
童がこれらを適切に扱うことができるようにすること。
＜第５学年及び第６学年＞

針金，糸のこぎりなどを用いるこ

ととし，児童が表現方法に応じてこれらを活用できるようにす
ること。
面白い動きをつくりだすために，重さやバランス，クランク，
モーターなどを組み合わせて表すなども考えられる。

小学校の図画工作で
工具の使い方を学ぶのですね。

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2
TEL 03-3917-9151
（代）／ FAX 03-3917-7321
URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

理科の教科書は
徹底チェックが必要ですね〜。
チェックするゾー！

B

エネルギー変換に関する技術

小学校では？
［理科］電気について学びます。
＜第３学年＞

乾電池に豆電球などをつなぎ，電気を通すつな

に関わる内容

中学校（他教科）では？
［理科

第１分野］電流，電流と磁界を学びます。

＜第２学年＞

回路と電流・電圧…回路をつくり，回路の電流

ぎ方や電気を通す物を調べ，電気の回路についての考えをもつ

や電圧を測定する実験を行い，回路の各点を流れる電流や各部

ことができるようにする。

に加わる電圧についての規則性を見いだすこと。

指導に当たっては，３種類以上のものづくりを行うものとする。

電流・電圧と抵抗…金属線に加わる電圧と電流を測定する実験
を行い，電圧と電流の関係を見いだすとともに金属線には電気

＜第４学年＞

乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明

抵抗があることを見いだすこと。

るさやモーターの回り方が変わること。光電池を使ってモー

電気とそのエネルギー…電流によって熱や光などを発生させる

ターを回すことなどができること。

実験を行い，電流から熱や光などが取り出せること及び電力の

指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

違いによって発生する熱や光などの量に違いがあることを見い
だすこと。

＜第５学年＞

電流の流れているコイルは，鉄心を磁化する働

電流がつくる磁界…磁石や電流による磁界の観察を行い，磁界

きがあり，電流の向きが変わると，電磁石の極が変わること。

を磁力線で表すことを理解するとともに，コイルの回りに磁界

電磁石の強さは，電流の強さや導線の巻数によって変わること。

ができることを知ること。

指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

磁界中の電流が受ける力…磁石とコイルを用いた実験を行い，
磁界中のコイルに電流を流すと力が働くことを見いだすこと。

＜第６学年＞

手回し発電機などを使い，電気の利用の仕方を

電磁誘導と発電…磁石とコイルを用いた実験を行い，コイルや

調べ，電気の性質や働きについての考えをもつことができるよ

磁石を動かすことにより電流が得られることを見いだすととも

うにする。

に，直流と交流の違いを理解すること。

電気は，つくりだしたり蓄えたりすることができること。
電気は，光，音，熱などに変えることができること。

［理科

第１分野］エネルギー，科学技術の発展，自然環境の

電熱線の発熱は，その太さによって変わること。

保全と科学技術の利用を学びます。

身の回りには，電気の性質や働きを利用した道具があること。

＜第３学年＞

指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

する観察，実験を通して，日常生活や社会では様々なエネルギー

様々なエネルギーとその変換…エネルギーに関

の変換を利用していることを理解すること。
［理科］てこの原理を学びます。
＜第６学年＞

てこを使い，力の加わる位置や大きさを変えて，

エネルギー資源…人間は，水力，火力，原子力などからエネル
ギーを得ていることを知るとともに，エネルギーの有効な利用

てこの仕組みや働きを調べ，てこの規則性についての考えをも

が大切であることを認識すること。

つことができるようにする。

科学技術の発展…科学技術の発展の過程を知るとともに，科学

指導に当たっては，２種類以上のものづくりを行うものとする。

技術が人間の生活を豊かで便利にしてきたことを認識するこ
と。

［社会］暮らしにかかわる道具について学びます。
＜第３・４学年＞

古くから残る暮らしにかかわる道具，それ

らを使っていたころの暮らしの様子。
［図画工作］力を伝える仕組みを学びます。
＜第５学年及び第６学年＞

面白い動きをつくりだすために，

重さやバランス，クランク，モーターなどを組み合わせて表す
なども考えられる。

自然環境の保全と科学技術の利用…自然環境の保全と科学技術
の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつ
くることが重要であることを認識すること。

C

生物育成に関する技術

に関わる内容

小学校では？

中学校（他教科）では？
［理科

［生活科］生物について学びます。

２分野］

動物を飼ったり植物を育てたりして，それらの育つ場所，変化

＜第１学年＞

や成長の様子に関心をもち，また，それらは生命をもっている

花のつくりと働き…いろいろな植物の花のつくりの観察を行

ことや成長していることに気付き，生き物への親しみをもち，

い，その観察記録に基づいて，花のつくりの基本的な特徴を見

大切にすることができるようにする。

いだすとともに，それらを花の働きと関連付けてとらえること。

植物の体のつくりと働き，植物の仲間を学びます。

葉・茎・根のつくりと働き…いろいろな植物の葉，茎，根のつ
［理科］生物について学びます。
＜第３学年＞

くりの観察を行い，その観察記録に基づいて，葉，茎，根のつ

植物の育ち方には一定の順序があり，その体は

くりの基本的な特徴を見いだすとともに，それらを光合成，呼

根，
茎及び葉からできていること。「植物の育ち方」については，

吸，蒸散に関する実験結果と関連付けてとらえること。

夏生一年生の双子葉植物を扱うこと。

種子植物の仲間…花や葉，茎，根の観察記録に基づいて，それ
らを相互に関連付けて考察し，植物が体のつくりの特徴に基づ

＜第４学年＞

動物の活動は，暖かい季節，寒い季節などによっ

いて分類できることを見いだすとともに，植物の種類を知る方

て違いがあること。植物の成長は，暖かい季節，寒い季節など

法を身に付けること。

によって違いがあること。

種子をつくらない植物の仲間…シダ植物やコケ植物の観察を行
い，これらと種子植物の違いを知ること。

＜第５学年＞

植物を育て，植物の発芽，成長及び結実の様子

を調べ，植物の発芽，成長及び結実とその条件についての考え

＜第２学年＞

をもつことができるようにする。

脊椎動物の仲間…脊椎動物の観察記録に基づいて，体のつくり

魚を育てたり人の発生についての資料を活用したりして，卵の

や子の生まれ方などの特徴を比較，整理し，脊椎動物が幾つか

変化の様子や水中の小さな生物を調べ，動物の発生や成長につ

の仲間に分類できることを見いだすこと。

いての考えをもつことができるようにする。

無脊椎動物の仲間…無脊椎動物の観察などを行い，その観察記

動物の仲間について学びます。

録に基づいて，それらの動物の特徴を見いだすこと。
＜第６学年＞

植物の葉に日光が当たるとでんぷんができるこ

と。根，茎及び葉には，水の通り道があり，根から吸い上げら

＜第３学年＞

れた水は主に葉から蒸散していること。

自然環境の保全と科学技術の利用について学びます。

生物の成長と殖え方，遺伝の規則性と遺伝子，

細胞分裂と生物の成長…体細胞分裂の観察を行い，その過程を
［理科］環境とのかかわりについて学びます。
＜第３学年＞

確かめるとともに，細胞の分裂を生物の成長と関連付けてとら

生物は，その周辺の環境とかかわって生きてい

えること。
生物の殖え方…身近な生物の殖え方を観察し，有性生殖と無性

ること。

生殖の特徴を見いだすとともに，生物が殖えていくときに親の
＜第６学年＞

動物や植物の生活を観察したり，資料を活用し

形質が子に伝わることを見いだすこと。

たりして調べ，生物と環境とのかかわりについての考えをもつ

遺伝の規則性と遺伝子…交配実験の結果などに基づいて，親の

ことができるようにする。

形質が子に伝わるときの規則性を見いだすこと。
自然環境の保全と科学技術の利用…自然環境の保全と科学技術
の利用の在り方について科学的に考察し，持続可能な社会をつ
くることが重要であることを認識すること。

がんばるゾー！
「生物育成」は必修になったので，
特にチェックが必要ですね。

D

情報に関する技術

小学校では？
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に関わる内容

中学校（他教科）では？

［総則］

［総則］

情報教育の充実，コンピュータ等や教材・教具の活用…各教科

教科等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に付け，コ

等の指導に当たっては，児童がコンピュータや情報通信ネット

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ

ワークなどの情報手段に慣れ親しみ，コンピュータで文字を入

主体的，積極的に活用できるようにするための学習活動を充実

力するなどの基本的な操作や情報モラルを身に付け，適切に活

するとともに，これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器

用できるようにするための学習活動を充実するとともに，これ

などの教材・教具の適切な活用を図ること。

らの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の
適切な活用を図ること。
［国語］ローマ字の指導が小学校３年生で行われます。
ローマ字の指導については，情報機器の活用や他の学習活動等
との関連を考慮し，従前の第４学年から第３学年に移行。
［社会］情報について学びます。
＜第５学年＞我が国の情報産業や情報化した社会の様子につい
て，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，情報化
の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の
有効な活用が大切であることを考えるようにする。

技術・家庭科

新学習指導要領

Ｑ＆Ａ

その 1

Ｑ１．新しい必修４項目（A 〜 D）の時間配当には何かルールがありますか？
Ａ１．特にありません。ただし，
「指導計画の作成と内容の取扱い」に，技術分野と家庭分野の授業時数に傾
斜をつけないようにということがありますので，１・２年生各分野 35 時間，３年生各分野 17.5 時間ず
つの計画を立てなくてはなりません。
Ｑ２．コンピュータの基本操作やソフトウエアの使い方は指導しなくてもよいのですか？
Ａ２．特に指導するようには定められていません。コンピュータの基本操作は小学校で学ぶことになりました。
後は，
各学校の状況に応じて適宜行うことになるでしょう。
（中学校学習指導要領解説

技術・家庭編 p.32

参照）
Ｑ３．今回の改訂では，道徳教育の充実ということがいわれており，学習指導要領の中にも入っています。し
かし，道徳を技術・家庭科の中でどのように指導すればよいのでしょうか？
Ａ３．技術・家庭科の授業の中で道徳を指導するということではありません。技術・家庭科の教科の目標を達
成すること自体が，道徳教育にもつながっているということを意識しながら授業を行うことが大切だと
いうことです。たとえば，ものづくりを通して勤労観や職業観などが養われるように意識するというこ
となどがあげられるでしょう。
（中学校学習指導要領解説

技術・家庭編 p.75 参照）
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（家庭分野関連）小学校および中学校他教科の新学習指導要領

中学校技術・家庭科（家庭分野）においては，小学校家庭科とのつながりが，
特に重要になります。
小学校家庭科では，中央教育審議会の答申に示された改善の基本方針及び改善の具体的事項を
踏まえ，実践的・体験的な活動や問題解決的な学習を通して，日常生活に必要な基礎的・基本的
な知識及び技能を身に付けることや，自分の成長を自覚し家庭生活を大切にする心情をはぐくむ
こと，家族の一員として生活をよりよくしようと工夫する能力と態度を育てるなどの観点から，
目標及び内容について，次のように改善を図っています。

小学校（家庭科）では
(1) 目標について

イ

？

ガイダンス的な内容の設定

家庭科では，従来から，衣食住や家族の生活などに関する実

第４学年までの学習などを踏まえ２学年間の学習の見通しを

践的・体験的な学習活動を通して，日常生活に必要な基礎的な

立てさせるため，ガイダンス的な内容としてＡ (1)「自分の成

知識・技能と家族の一員として生活を工夫しようとする実践的

長と家族」の項目を設定し，第５学年の最初に履修させること

な態度を育てることを目標としてきた。その基本的な考え方は

としている。

同様であるが，次の３点について改善を図っている。
ア

これまでの「家庭生活への関心を高める」を，「家庭生活

ウ

家族・家庭に関する教育の充実

を大切にする心情をはぐくみ」とした。このことは，家庭生活

家族の一員として成長する自分を肯定的にとらえ，家庭生活

への関心を高めるとともに，衣食住などの生活の営みの大切さ

と家族の大切さに気付くことを重視し，Ａ (1)「自分の成長と

に気付くことを重視して，表現を改めたものである。

家族」の項目を設定している。この項目はガイダンス的な内容

イ

であるとともに，
「Ａ家庭生活と家族」から「Ｄ身近な消費生

これまでの「生活を工夫しようとする実践的な態度」を，
「生

活をよりよくしようとする実践的な態度」とした。生活をより

活と環境」の内容と関連させて学習することにより，「自分の

よくしようと工夫する能力と実践的な態度を重視して，表現を

成長」が学習全体を貫く視点となるように設定されている。衣

改めたものである。

食住などの学習を通して成長する自分を喜び自覚することで，

ウ

学習意欲をより高めることを目指している。

学習指導要領全体の表記と統一を図る視点から，これまで

の「基礎的な知識と技能」を，
「基礎的・基本的な知識及び技能」
エ

と表現を改めた。

食生活に関する内容の充実
生活や学習の基盤となる食育の推進のため，食事の役割や栄

(2) 内容について
ア

養を考えた食事のとり方，調理などの学習活動を一層重視する

内容構成の基本的な考え方と改善（８内容から４内容へ）
中学校技術・家庭科の内容との系統性や連続性を重視し，生

こととしている。特に，中学校での扱いとなっていた五大栄養
素については，その基礎的事項を小学校で扱うこととしている。

涯にわたる家庭生活の基盤となる能力と実践的な態度を育成す
る観点から，次のように内容を改善している。

オ

主体的に生きる消費者をはぐくむ視点の重視
持続可能な社会の構築など社会の変化に対応して，主体的に

( 旧）			

( 新）

生きる消費者としての態度を育成する視点から，内容「Ｄ身近

(1)「家庭生活と家族」

「Ａ家庭生活と家族」

な消費生活と環境」を設定した。具体的には，児童に身近な物

(2)「衣服への関心」

「Ｂ日常の食事と調理の基礎」

の選び方や買い方，環境に配慮した物の活用などの学習につい

(3)「生活に役立つ物の製作」

「Ｃ快適な衣服と住まい」

て，他の３つの内容との関連を図り実践的に学ぶこととしてい

(4)「食事への関心」

「Ｄ身近な消費生活と環境」

る。

(5)「簡単な調理」
(6)「住まい方への関心」

カ

(7)「物や金銭の使い方と買物」

決する能力をはぐくむ視点の重視

(8)「家庭生活の工夫」

言語を豊かにし，知識及び技能を活用して生活の課題を解
各内容の指導に当たっては，衣食住などの生活の中の様々な

言葉を実感を伴って理解する学習活動や，生活の課題を解決す
このことにより，小学校と中学校の内容構成がＡからＤの同
一の枠組みとなることから，中学校での内容を見通して，小学
校の学習に求められる基礎的・基本的な知識及び技能や，生活
をよりよくしようと工夫する能力と実践的な態度が着実にはぐ
くまれることを目指している。

るために，言葉や図表などを用いて考えたり説明したりする学
習活動を充実することとしている。

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2

TEL 03-3917-9151
（代）／ FAX 03-3917-7321
中学校（他教科）では？

小学校（他教科）では？

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

［総則］食育の取扱いが明記されました。

［総則］食育の取扱いが明記されました。

学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を

学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を

考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。

考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。

特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，

特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，

安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導につ

安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導につ

いては，体育科の時間はもとより，家庭科，特別活動などにお

いては，保健体育科の時間はもとより，技術・家庭科，特別活

いてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとす

動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努め

る。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を

ることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会

図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動

との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に

の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送る

関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある

ための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

［生活科］家庭生活や家族について学びます。

［社会

家庭生活を支えている家族のことや自分でできることなどに

公民］伝統文化，契約，消費者保護などを学びます。

＜第３学年＞

現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グ

ついて考え，自分の役割を積極的に果たすとともに，規則正し

ローバル化などがみられることを理解させるとともに，それら

く健康に気を付けて生活することができるようにする。

が政治，経済，国際関係に影響を与えていることに気付かせる。
また，現代社会における文化の意義や影響を理解させるととも

［生活科］社会生活について学びます。

に，我が国の伝統と文化に関心をもたせ，文化の継承と創造の

自分たちの生活は地域で生活したり働いたりしている人々や

意義に気付かせる。

様々な場所とかかわっていることが分かり，それらに親しみや

人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活におけ

愛着をもち，人々と適切に接することや安全に生活することが

る物事の決定の仕方，きまりの意義について考えさせ，現代社

できるようにする。

会をとらえる見方や考え方の基礎として，対立と合意，効率と
公正などについて理解させる。その際，個人の尊厳と両性の本
質的平等，契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責
任などに気付かせる。
国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害
の防止など環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，
市場の働きにゆだねることが難しい諸問題に関して，国や地方

食育については，
総則にも明記されているのですね。

公共団体が果たしている役割について考えさせる。
［保健体育］健康の保持増進，
健康的な生活習慣などを学びます。
健康の保持増進には，年齢，生活環境等に応じた食事，運動，
休養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける必要があること。ま
た，食事の量や質の偏り，運動不足，休養や睡眠の不足などの
生活習慣の乱れは，生活習慣病などの要因となること。
この内容については，食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習
慣の形成に結び付くよう配慮するとともに，必要に応じて，コ
ンピュータなどの情報機器の使用と健康とのかかわりについて
取り扱うことも配慮するものとする。

技術・家庭科

新学習指導要領

Ｑ＆Ａ

その 2

Ｑ４．移行措置期間の教科書は特別につくられるのですか？
Ａ４．文部科学省の発表にあるように，算数・数学・理科については作成されますが，技術 ･ 家庭科にはその
ような予定はありません。

●中学校技術・家庭科

新学習指導要領の実施と教科書
1 年生

2 年生

3 年生

2009（H.21）年度

現行学習指導要領
現行版教科書

現行学習指導要領
現行版教科書

現行学習指導要領
現行版教科書

2010（H.22）年度

移行措置
現行版教科書

現行学習指導要領
現行版教科書

現行学習指導要領
現行版教科書

2011（H.23）年度

移行措置
現行版教科書

移行措置
現行版教科書

現行学習指導要領
現行版教科書

2012（H.24）年度

新学習指導要領
新版教科書

移行措置
現行版教科書

移行措置
現行版教科書

2013（H.25）年度

新学習指導要領
新版教科書

新学習指導要領
新版教科書

移行措置
現行版教科書

2014（H.26）年度

新学習指導要領
新版教科書

新学習指導要領
新版教科書

新学習指導要領
新版教科書

注：

黄色

の期間…選択の時間を考慮しなければ，本年度 (2008) と同じ学習指導をします。もちろん，各学校のご判断で，新学
習指導要領にそって指導することをさまたげるものではありません。

緑色

の期間…現行版教科書で，新学習指導要領に準じた学習指導をします。移行措置教材が必要になることが考えられます。

赤色

の期間…新版教科書で，新学習指導要領に準じた学習指導をします。

（※総則や道徳，総合的な学習の時間，特別活動については，平成 21 年度から新しい学習指導要領の規定を先行実施）

中学校学習指導要領解説

技術・家庭編

〜文部科学省著作刊行物〜
中学校

教育図書株式会社では，平成 24 年度 中学校技術・家庭科の教科書

学習指

技術・

を発行するために，着々と準備を進めておりますが，このたび，教科

平成

20 年
9月

導要領

家庭編

解説

書に先行して，文部科学省著作刊行物である「中学校学習指導要領解
説

技術・家庭編」を平成 20 年 9 月に発行いたしました。
ご注文は，教科書取扱い書店，または教科書特約供給所までお申し

付けください。どうぞよろしくお願い申し上げます。

中学校技術・家庭科必携の一冊です！

4 つのブログ連載中！
営業部員，編集部員が
コツコツ書いています。
ぜひ，ご覧ください！

中学校技術・家庭科情報
2008 年 10 月発行

今こそ
技術・家庭科
発展のために！
としょぞう君
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