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中学校 技術・家庭科情報

No.7 家庭分野

新学習指導要領「内容 A」お役立ち情報
平成 24 年の新学習指導要領全面実施に向けた準備は万全ですか？
教育図書では，新学習指導要領の内容を先取りした教材を数多く発行
しています。今回は，今すぐ授業で役立つ教材やアイディアのご提案
をさせていただきます。

平成 24 年度
新学習指導要領
全面実施に向けて
平成 24 年度発行 中学校 技術・家庭科
「活きる力につなげる教科書」にご期待ください！
“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発行します！

中学校技術・家庭科のページをぜひご覧ください。

ごあいさつ
教育図書は，
昭和 17 年創立の教科書専門出版社です。高等学校の家庭科，芸術科（書道）の教科書を中心として，
副教材・教材・教師用図書・情報発信など，先生方の授業をトータルでサポートすることを目指しております。
数年前より，平成 24 年度用の中学校技術・家庭科の教科書発行に向けて準備をしておりましたが，平成 22
年 4 月，多くの先生方のご協力のもと編集作業を終え，文部科学省への検定申請をして参りました。今後，本
年秋頃と予想される文部科学省からの検定意見通知を経て，平成 23 年春には見本本を発行する予定です。

【中学校技術・家庭科

Ａ

Ａ

生活の自立と衣食住

(1) 中学生の栄養と食事
ア
イ
ウ

栄養素の種類と働き，中学生の栄養の特徴
食品の栄養的特質，１日分の献立
食品の適切な選択

ウ

食品や調理用具等の適切な管理

ア

衣服と社会生活とのかかわり，目的に応じた着用，個性

イ

日常着の計画的な活用と選択

を生かす着用の工夫

ウ

衣服材料に応じた手入れと補修

ア
イ

安全で快適な室内環境の整え方の工夫

これまでの情報発信

衣服の基本的な構成

イ

3 年生

Ｂ

2011（H.23）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

(3) 家庭と家族関係

2013（H.25）年度

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

…選択の時間を考慮しなければ，昨年度 (2009 年度 ) と同じ学習指導をします。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 …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などが考えられます。
赤色 …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）

注：

黄色

ア
イ

幼児の観察や遊び道具の製作，幼児の遊びの意義
幼児の発達と家族の役割

ア

家庭や家族の基本的な機能，家族関係をよりよくする方

イ

家庭生活と地域の人々

法

(4) 家庭生活と消費
ア 販売方法の特徴や消費者保護，物資・サービスの選択，
イ

購入及び活用

環境に配慮した消費生活の工夫

(5) 幼児の生活と幼児との触れ合い
ア
イ

幼児の生活に役立つものの製作
幼児との触れ合い

(6) 家庭生活と地域とのかかわり
ア

地域の人々との交流

イ

環境や資源に配慮した生活の工夫

今年（平成 22 年度）の 1 年
生が卒業するまでに，指導
内容に漏れがないよう気を
つけたいですね！

3 年間の学習の見通しを持たせ，学習
意欲を高めるための「ガイダンス」は，
新学習指導要領のキーワードでしたね。
きょーとん

2

としょぞう

栄養素の種類と働き，中学生の栄養の特徴

(2) 日常食の献立と食品の選び方
ア

食品の栄養的特質，中学生の１日に必要な食品の種類と概

イ

中学生の１日分の献立

ウ

量

食品の選択

(3) 日常食の調理と地域の食文化
ア

基礎的な日常食の調理，食品や調理用具等の適切な管理

ウ

食生活についての課題と実践

イ

地域の食材を生かした調理，地域の食文化

Ｃ

衣生活・住生活と自立

(1) 衣服の選択と手入れ
ア

衣服と社会生活とのかかわり，目的に応じた着用や個性を

イ

衣服の計画的な活用や選択

ウ

今回は，内容 A に注目して，教育
図書発行の教材とからめた情報を
お届けしたいと思います。

生かす着用の工夫

衣服の材料や状態に応じた日常着の手入れ

(2) 住居の機能と住まい方
ア
イ

住居の基本的な機能

安全な室内環境の整え方，快適な住まい方の工夫

(3) 衣生活，住生活などの生活の工夫
ア
イ

布を用いた物の製作，生活を豊かにするための工夫
衣生活又は住生活についての課題と実践

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 家庭生活と消費

ア 消費者の基本的な権利と責任

イ 販売方法の特徴，物資・サービスの選択，購入及び活用

(2) 家庭生活と環境
ア

※ A(5)，(6)，B(5)，(6) の４項目のうちから 1 又は 2 項目を選択

今年の 1 年生の最初の授業のとき
に は， 技 術・ 家 庭 科（ 家 庭 分 野 ）
の「ガイダンス」を行いましたか？

食事が果たす役割，健康によい食習慣

(1) 自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり

移行措置
現行版教科書

移行措置
現行版教科書

食生活と自立

イ

家族と家庭生活

(2) 幼児の発達と家族

移行措置
現行版教科書

家族又は幼児の生活についての課題と実践

ア

簡単な衣服の計画と製作

現行学習指導要領
現行版教科書

新学習指導要領
新版教科書

幼児との触れ合い，かかわり方の工夫

幼児の観察や遊び道具の製作，幼児の遊びの意義

(1) 中学生の食生活と栄養

(6) 簡単な衣服の製作

現行学習指導要領
現行版教科書

新学習指導要領
新版教科書

ウ

Ｂ

会食の計画と実践

ア

これからの自分と家族，家族関係をよりよくする方法
幼児の発達と生活の特徴，家族の役割

エ

日常食や地域の食材を生かした調理

イ

家庭や家族の基本的な機能，家庭生活と地域とのかかわり

ア
イ

(5) 食生活の課題と調理の応用
ア

自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり

(3) 幼児の生活と家族

住居の機能

移行措置
現行版教科書

2012（H.24）年度

イ

(4) 室内環境の整備と住まい方

2 年生

移行措置
現行版教科書

ア

簡単な日常食の調理

2010（H.22）年度

新学習指導要領
新版教科書

ア

(2) 家庭と家族関係

(2) 食品の選択と日常食の調理の基礎
ア

家族・家庭と子どもの成長

(1) 自分の成長と家族

食事の役割，健康と食事

(3) 衣服の選択と手入れ

新学習指導要領の実施と教科書】
1 年生

新学習指導要領

イ

わたしたちは，
「技術・家庭科」
「家庭科」教育を，これからの学校教育の中
心を担うべき教科として位置づけています。生徒の生活体験が乏しくなってい
る今，実生活に根ざした「技術・家庭科」の学習を通して，生活そのものに興
味を持ち，生活の中の科学性に気付き，そこから他教科へと関心や学習を広げ
て行く，という形が本来だと考えるからです。「技術・家庭科を通して日本の
未来を変える！」そう言える教科書が編集できたと自負しております。ぜひ，
ご期待ください。
教科書検定中は，教科書の記述内容について，おおやけにすることができま
せん。わたしたちは，教科書発行までの期間，平成 24 年度からの新学習指導
要領全面実施に向けて，図書や教材の発行などをしながら，先生方に向けたさ
まざまな情報発信をして参りたいと考えております。新学習指導要領の円滑な
実施のために，お役に立てれば幸いです。

現行学習指導要領

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2
TEL 03-3917-9151
（代）／ FAX 03-3917-7338
URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

環境に配慮した消費生活の工夫と実践

※枠囲みは選択事項。３学年間で１又は２事項を選択

新学習指導要領では，少子
高齢化などの社会の変化に
対応する視点から，家族と
家庭に関する学習の充実が
図られましたね。
次のページをご覧ください。

3

ご提案

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2
TEL 03-3917-9151
（代）／ FAX 03-3917-7338
URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs
このような内容を扱う授業でも，左ページの教材があれば，展開がスムーズになりますよ！
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

＜授業プリント案＞ ※このプリント案は，今回の情報誌オリジナルのご提案になります。

その 1

視覚に訴えるイラスト教材を使って，
家族の授業を変えてみませんか？

家庭と地域のつながり

地域で気持ちよく暮らしていくために，わたしたちは地域の人々
と，必要に応じて助け合っています。A さんがつくった「家族と
地域の人とのつながり」図を参考にしながら，家庭と地域のかか
わりについて，グループで話し合ってみましょう。

＜セット内容＞

マグネット付きカード教材

家族の授業サポートマグネット集

定価 26,250 円

（税込）

●人物の顔マグネット（計 24 枚）
さまざまな年齢の男女の顔マグネットです。家族，地域や企業の人など，
さまざまな役割を与えて使用できます。

A さんがつくった
「わたしの家族と地域の人とのつながり」図

●気持ちの顔マグネット（計 10 枚）

「笑い」

「怒り」など，10 種類の気持ちを表現しました。コミュニケー
ションを扱う場面などで使用できます。

おとなりのおばあちゃん
・あいさつをする
・おすそ分け
・回覧板を回す
・ゆ か た の 着 付 け を
手伝ってもらう

●キーワードマグネット（計 40 枚）

黒板に字を書く時間を短縮し，生徒に向き合う時間を多くすることが
できます。

●吹き出しマグネット（計 4 枚）

ホワイトボード用マーカーを使って，文字を書いたり消したりするこ
とができます。

●指導用解説書（A4 判

16 ページ）

英会話の先生
・英語を教えてもらう
・た ま に ご 飯 を い っ
しょに食べる
・兄の友人

お向かいさん一家
・あいさつをする
・地 域の行事の手伝いを
いっしょにする

おとなりのジョン
・散歩に行く

わたしの家族
町内会長さん
・野菜の共同購入
・父と火の用心パトロール

小学校・中学校・高等学校の学習指導要領解説による家庭科の目標からは，家庭生活そのものをよりよくして
いく実践に，家庭科の教科としての本質があることが読み取れます。しかし，「家族を扱う授業は，指導が難し
い」
「児童・生徒の家庭環境がさまざまで，現実の自分の家族について考えさせたり，発表させるのが難しい」「実

A さん

習的な要素がなく，講義一辺倒になりやすい」などの声が，よく聞かれます。コンピューターの画面に登場す

けっこうたくさん書いたつも

るアイコンのように視覚に訴えて，子どもたちが理解しやすくて取りつきやすく，授業が楽しくなるような教

りだけど，もっとたくさんの

材が開発のコンセプトです。実習的要素を取り入れながら，どの教師も簡単に使える教材として，4 種類のマ

つながりがありそう！？

グネット教材を考案しました。
監修

幼稚園の同級生の家族
・妹を預かってもらう
・たまにご飯を食べに行く
・弟さんをうちで預かる

黒川衣代（鳴門教育大学）「家族の授業サポートマグネット集」指導用解説書より

母のパート仲間
・母が子育ての相談をしているらしい
・いっしょにショッピング

★グループで話し合ってみよう
ロールプレイングの場面でも，マグネットが大活躍

言語活動の充実のためにも！

①上の図にあげられたつながり以外に，ほかにはどんなつながりがあると考えられるだろうか。また，A さ
んが中学生になるまでの間，地域のどのような人々がかかわってくれていたのかを想像し，つながってい
る人やつながり方をあげてみよう。

説明時に黒板に貼ったり，発表時に生徒の手に持たせ
たり…。複数のマグネットを組み合わせて使用するこ
ともでき，教材の可能性は無限に広がります。
②自分たちが住んでいる地域で，家庭生活を支えるために，地域の人々が協力して行っていることにはどんな
ことがあるだろうか。
イラストの力は大きい！
とは思っても，家族のイラストを
自分で用意しようと思うと，結構
大変ですよね〜。

指導用解説書には，参考例として 8 つの展開例（小・
中・高校家庭科・その他）を掲載しています。
とってもおもしろい授業展開例です！
でも，その展開例を知ることができるのは，教材を
購入してくれた先生だけ！ ぜひ，ご検討を！

家族のイラストは，食生活や住生活の授業などでも大活躍！
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③気付いたことをまとめてみよう。

想像以上に使い道の多い教材ですよ！
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ご提案

〒170-0012 東京都豊島区上池袋1-38-2
TEL 03-3917-9151
（代）／ FAX 03-3917-7338
URL http://www.kyoiku-tosho.co.jp/junior-hs
このような内容を扱う授業でも，左ページの教材があれば，展開がスムーズになりますよ！
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

＜授業プリント案＞ ※このプリント案は，今回の情報誌オリジナルのご提案になります。

その 2

映像教材やモノ教材を有効に使って，
必修になる「幼児触れ合い」実習の準備を
カンタンにしませんか？

幼児の大きさって，どのくらい？
①これは，ある 3 歳の男の子の手形です。
自分の手を上から重ねてみて，どんな

★教育図書おすすめ！ 「幼児」の授業をサポートする教材
DVD ＆ビデオ教材

保育実習基礎の基礎
			

準備編
資料編

感想を持ちましたか？

定価 12,600 円（税込）
定価 12,600 円（税込）

保育所・幼稚園での実習をスムーズに行うために，事前
準備から最低限のマナーまでを映像化！
資料編では，子どもたちの年齢別発達段階の確認ができ

準備編には，コピー
して使える手作りお
もちゃのレシピもつ
いています！

A

3 歳の子の手は，思っていたよりも小さい

B

3 歳の子の手は，思っていたよりも大きい

C

3 歳の子の手は，思っていた通りの大きさだ

D

その他

ます。

保育人形

新生児抱き人形

ゆうくん

定価

あいちゃん

各 17,640 円（税込）

頭囲約 33cm

新生児の大きさ，重さを実感できる抱き人形です。
おもわずほほえみ返してしまう，かわいらしい笑顔
が特徴で，やわらかい抱き心地です。自分が生まれ

体重約 3,000g

たころのことを考えたり，これから親になったとき
のことを考えたりする学習がスムーズに！

②模造紙などの大きな紙を使って，3 歳児の全身を，絵に描いてみましょう。

身長約 50cm

じょうずに描くことが目的ではありません。教科書を見たり，グループで意見を出し合ったりしながら，
幼児の特徴を表現してみましょう。

カード教材

乳幼児実物大パネル

定価 12,600 円（税込）

※大きな紙がない場合は，小さい紙をつないでもよいでしょう。
※幼児の身長や手の大きさなどには個人差があることも知っておきましょう。

＜チェックポイント＞
・身長は中学生とどのくらいちがうのかな？

乳幼児の成長を実感させる，実物大のパネルで
す。裏面にマグネットが付いているので，黒板
に貼って使用できます。新生児，1 歳児，3 歳

・頭と体のバランスはどうかな？
＜絵ができたら，やってみよう＞
・幼児と目の高さを合わせてみよう。

児の特徴がよく出た写真教材です。

・目の高さを合わせて，話しかけてみよう。
・幼児の目の高さで，幼児の視界を体験してみよう。
③幼児についての理解が深まりましたか？

教育図書の教材は，生徒たち
の「実感」をともなった楽し
い学習のお手伝いをします！

教科書やプリントだけで授業を進める
のには，限界がありますよね。

詳しくは，教育図書の「中学校
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感想を書きましょう。

技術・家庭科

家庭分野総合カタログ」もご覧ください！
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オマケのレシピ

★つくってみよう

幼児のおやつ

とうふ白玉だんご
（材料・分量）
白玉粉
絹ごしどうふ
（牛乳または水）
きな粉，砂糖など

水を使わなくても
だんごができるのが，
手軽でおもしろい〜。

（幼児 1 人分）
25g
1/4 丁
（少量）
好みの量

❶白 玉粉に絹ごしどうふを加えてこね，耳たぶくらいのかたさにする（かたすぎる
ときは牛乳や水を少しずつ加える）。
❷親指のつめよりも少し大きいくらいの丸型に仕上げ，たっぷりの沸騰した湯で浮
き上がるまでゆで，水にとって冷やす。
おいしそう〜

❸きな粉と砂糖をまぶし，皿にもりつける。

新刊図書

★新学習指導要領に向けて必読！

地域か
ら発信
生
生
する
き
き

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

いきい
き
家庭科

「開か

れた個

大好評「地域から発信する生き生き実践シリーズ」第 6 弾が登場！
中国地区の先生方による「開かれた個」を育成するための
実践事例集です。

実践シ
リーズ

」を育

日本家

成する

庭科教

育学会

カリキ

ュラム

開発と

授業研

究

中国地

区会編

●「開かれた個」とは？
現実から逃避したり，今の自分さえ良ければよい→「閉じた個」
自己と対話を重ね自分自身を深めつつ，他者，社会，自然・環境
とのかかわりの中で生きる→「開かれた個」

● B5 判・160 ページ

中央教育審議会初等中等教育局分科会教育課程部会
「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」より

●定価 2,730 円（税込）
●日本家庭科教育学会中国地区会編
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