
▲  ▲  教育基本法との関連
検討の観点 内容の特色 対応ページ

1

第一号
幅広い知識と教養を身に付
け，真 理を求める態 度を養
い，豊かな情操と道徳心を培
うとともに，健やかな身体を
養うこと。

①基礎・基本の知識と技能を１章で習得できるような章構成にし，幅広い
知識と教養を身につけられるよう配慮されている。

②２章では，問題解決の手順を分かりやすく示すとともに，自らが見出した
問題を解決する活動を取り上げることで，技術的な真理を求める態度を
養うことができるよう配慮されている。

③３章では，技術のプラスとマイナスについて考察をすることで，豊かな情
操と道徳心を培うことができるように配慮されている。

①１章は,基礎・基本の知識・技能に関する本文
や資料で構成。

①１章では,生徒が手軽に基礎技能が習得でき
る実習題材を掲載。

②問題解決の設計・計画の流れをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ編
で共通の４ステップで構成。

②２章では，生徒が問題解決的な学習ができる
実習題材を豊富に掲載。

③技術がもつプラス面とマイナス面を生徒が
理解しやすいように,文章や資料で具体例を
提示。

2

第二号
個人の価値を尊重して，その
能 力を伸ばし，創 造 性を培
い，自主及び自律の精神を養
うとともに，職業及び生活と
の関連を重視し，勤労を重ん
ずる態度を養うこと。

①問題解決学習に適した設計・計画の立て方と実習題材を掲載すること
で，個人の価値を尊重し，創造性を培い，自主及び自立の精神を養うこと
ができるよう配慮がされている。

②技術に関する施設の見学や社会で活躍する方を紹介することで，職業
及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うことができるよ
う配慮されている。

①生徒の主体性を喚起させる実習題材のバリ
エーションを掲載。

②スゴ技(p.13,49,73,151,154,263)
技ビト (p.21,34,35,70,91,155,219,263)

3

第三号
正義と責任，男女の平等，自
他の敬愛と協力を重んずる
とともに，公共の精神に基づ
き，主体的に社会の形成に参
画し，その発展に寄与する態
度を養うこと。

①「見つける」の生徒のイラストは，男女が意見を出し合う光景を示し，また
イラストや写真では男女の数を同程度にすることで，男女の平等に配慮
されている。

②双方向的な活動である，班やグループで話し合いや発表をする場面を設
けることで，自他の敬愛と協力を重んずる態度を養う配慮がされている。

③巻末に掲載した未来の社会では，今後どのように技術を活かすことがで
きるかを考えさせることで，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に
参画し，その発展に寄与する態度を養うことに配慮されている。

①各項目の冒頭「見つける」での男女生徒が
対話をしているイラスト

①実習の安全に関する男女のイラスト
②各編の２章のまとめ「やってみよう」（グルー

プ学習と発表）
③「未来の社会を創造しよう！」（口絵５-６）

4
第四号
生命を尊び，自然を大切にし，
環境の保全に寄与する態度
を養うこと。

①自然環境の保全や海洋保全，人間生活とのかね合いを考慮して，生態系
の保護を取り上げることで，持続可能な社会を目指し，生命を尊び，自然
を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うことに配慮されている。

②社会の環境問題を取り上げることで，生命を尊び，自然を大切にし，環境
の保全に寄与する態度を養うことに配慮されている。

①Ｂ編水産（p.110-111）

②各編３章（Ｄ編４章）

5

第五号
伝統と文化を尊重し，それら
をはぐくんできた我が国と郷
土を愛するとともに，他国を尊
重し，国際社会の平和と発展
に寄与する態度を養うこと。

①伝統的な日本の技術を生かしたものづくりに従事している方々を紹介
することで，伝統と文化を尊重し，それらを育んできたわが国と郷土を愛
する態度を養うことに配慮されている。

②森林の保全やエネルギー資源への配慮について取り上げることで，わが
国と郷土を愛する態度を養うことに配慮されている。

③持続可能な社会を実現するための目標を示すことで，国際社会と強調す
ることの大切さを理解し，考えていくことの大切さに配慮されている。

①技ビト(p.21,34,35,91)

②Ａ編３章　森林のリサイクル(p.75)，
Ｃ編３章

③各編３章（Ｄ編は４章）
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検討の観点 内容の特色 対応ページ

6 技術の見方·考え方をは
たらかせること。

　１，２，３章の構成を学習指導要領の（１）（２）（３）に対応させることで，
　生徒の発達段階に応じて技術の見方・考え方を，関心の喚起から
　技術の活用へと徐々に育まれるように工夫されている。

◯ 「見つける」の生徒同士，生徒と先生の対話によっ
て，技術への関心を喚起して，生徒が自覚的に技術
の見方·考え方をはたらかせるようしている。

◯ ２章の学習では，問題発見→課題設定→知識・技能
を活用した課題解決に取り組む，一連の学習の流れ
から，技術の見方・考え方を形成することができるよ
うしている。

◯ ３章の学習では，１章や２章で徐々に形成された技術
への見方・考え方をはたらかせ，技術を生活や社会
に生かす態度を養えるようしている。（Ｄ編は４章）

7
ものづくりなどの技術
に関する実践的·体験的
な活動をすること。

　１章，２章では発達段階に応じた実習題材を配することで，生徒自ら
　の体験を通してものづくりが行えるように配慮されている。

　実践的·体験的な活動を通して，別冊ハンドブックを
　活用することで，実践に役立つ知識·技能の習得が
　できるようにしている。

8
技術によってよりよい
生活や持続可能な社会
を構築すること。

①ＳＤＧｓについて取り上げ，持続可能な社会の構築が考えられるように配慮さ
れている。

②３章を中心に，自然環境の維持や，持続可能な社会の構築に関する配慮がさ
れている。

③Society5.0の特集を載せることで，情報社会に続く未来の社会像について
生徒が考えることができるように配慮がされている。

④地球環境を保全するための活動について，材料の再利用などを取り上げる
ことで，生徒が環境保全について考えられるように配慮されている。

⑤生命の尊重や環境の保全に関わる内容には「環境マーク」を付けて強調し，
生徒の意識や関心を高めるように配慮されている。

⑥障がいや介護に役立つ情報の技術の例を載せることで，技術の進歩で健康
な生活を送ることに役立っていることが，考えられるように配慮されている。

①C編 3章 企業における持続可能な社会に配慮すべ
き３要素（p.182）

②各編の３章（Ｄ編は４章）

③Society5.0（p.120-121）

④資源を大切にするため循環させる技術「３Ｒ」（p.73）

⑤環境マーク（各編３章（Ｄ編４章）を中心に）

⑥Ｄ編情報の技術 ４章 資料１ 障がいや介護に役立
つ情報の技術の例（p.264）

9

（１）生活や社会で利用
されている材料，加工，
生物育成，エネルギー
変 換 及 び 情 報 の 技 術
についての基礎的な理
解を図るとともに，それ
らに係る技能を身に付
け，技術と生活や社会，
環境との関わりについ
て理解を深めること。

①１章の「学ぶ」では基礎・基本となる知識を学び，「ふり返る」では学習の理
解を自己評価して深められるよう工夫されている。

②１章の実習題材では，製作・育成・制作の手順に沿って基礎・基本となる
技能を学びながら，科学的な原理・法則を学べるように工夫されている。

③１章のまとめでは，学習した基礎・基本となるな知識や技能をふり返り，理
解の定着を図ることができるよう配慮されている。

④別冊の『技術ハンドブック』では，各編における基礎・基本となる技能に
ついてまとめることで，生徒が理解しやすく, 技能の定着がしやすいよう
に工夫されている。

⑤各編のまとめでは，技術の基礎・基本となる知識や技能について解答す
ることで，確実に学力をつけられるように配慮されている。

①＜見つける→学ぶ→ふり返る＞の学習の流れ

②実習題材の製作（・育成・制作）の作業ごとに基礎技
能や作業のポイントを作業と併行して示している。

③各編の「１章で学んだことをまとめよう」
（p.３４-３５,90-91,154-155,218-219）

④別冊の『技術ハンドブック』

⑤各編末の「まとめ問題」
（p.76-77,118-119,184-185,268-269）

10

（2）生活や社会の中か
ら技術に関わる問題を
見いだして課題を設定
し，解決策を構想し，製
作図等に表現し，試作
等を通じて具 体 化し，
実践を評価·改善するな
ど，課題を解決する力を
養うこと。

①２章の「学ぶ」では，各編の設計・計画について２〜４見開きほど設けて，生
徒が問題解決をできる力を確実に養えるように配慮されている。

②設計・計画の流れを各編で共通で４ステップにまとめることで，生徒が問
題解決の力を養えるように配慮されている。

③２章のまとめでは，ものづくりを通して設計・計画を行った学習をふり返る
ことで，問題解決の力を定着できるように配慮されている。

④巻末に付属した設計計画表では，生徒個人の設計・計画を手順をふんで, 
自らの手でまとめられるようにし，問題解決の力を定着できるように工夫
されている。

⑤各編のまとめでは，技術の問題解決について考えたりまとめることで，思
考力・判断力・表現力の評価ができるよう配慮されている。

①各編２章（Ｄ編は２，３章）における各編の設計・計画
に関する説明

②各編２章（Ｄ編は２，３章）の「設計の手順」

③各編の「２章で学んだことをまとめよう」（Ｄ編は２・３
章）

④巻末に切り取り式で付属する「設計計画表」（各編に
対応）

⑤各編末の「まとめ問題」
（p.76-77,118-119,184-185,268-269）

11

（3）よりよい生活の実
現や持続可能な社会の
構築に向けて，適切か
つ誠実に技術を工夫し
創造しようとする実践
的な態度を養うこと。

①３章「学ぶ」の「やってみよう」では，これまで学んだ技術の見方・考え方
を働かせて技術のプラス・マイナスについて考察できるように配慮さ
れている。

②各編のまとめでは，技術の役割や活用についてまとめることで，これま
でに学んだ技術の見方・考え方を働かせることができるよう配慮され
ている。

①各編の３章（Ｄ編は４章）

②各編末の「まとめ問題」
（p.76-77,118-119,184-185,268-269）

▲  ▲  学習指導要領との関連  

技術の見方·考え方を働かせ，も
のづくりなどの技術に関する実
践的·体験的な活動を通して，技
術によってよりよい生活や持続
可能な社会を構築する資質·能
力を次のとおり育成することを
目指す。

（１） 生活や社会で利用されている材料，加工，生物育成，エネルギー
変換及び情報の技術についての基礎的な理解を図るとともに，
それらに係る基礎・基本となる技能を身に付け，技術と生活や
社会，環境との関わりについて理解を深める。

（２） 生活や社会の中から技術に関わる問題を見いだして課題を設
定し，解決策を構想し，製作図等に表現し，試作等を通じて具体
化し，実践を評価・改善するなど，課題を解決する力を養う。

（３） よりよい生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，適切か
つ誠実に技術を工夫し創造しようとする実践的な態度を養う。

● 第１章に明確に位置づけることで，目標（１）に迫
ることができるようしています。→（紙面「見つけ
る」）

● 第２章に明確に位置づけることで，目標（２）に迫
ることができるようしています。→２章（Ｄ編は２，
３章）の「設計·計画の流れ」

● 第３章に明確に位置づけることで，目標（３）に迫る
ことができるようしています。→３章（Ｄ編は４章）

技術分野の目標
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検 討 の 観 点 内 容 の 特 色 対 応 ペ ージ

12
主体的·対話的で深い
学びが実現できるよう
に工夫されているか。

①「やってみよう」では技術について調べさせたり，考えさせる活動を通
して，主体的で対話的な学びができるよう配慮されている。

②２章のまとめでは，設計・計画のまとめをグループで発表し合うこと
で，対話的な活動を通じて自らの設計をふり返り，深い学びを実現で
きるように配慮されている。

①「やってみよう」の学習実践

②２章のまとめ 「やってみよう」の学習実践（Ｄ編は２，
３章）

13
特 別 支 援 教 育 へ の 配
慮が適切にされている
か。

①ガイダンスの「より作業しやすい環境づくりを」では，ものづくりを行
う上で，だれでも安心して作業できるように例示で配慮されている。

②紙面の＜見つける→学ぶ→ふり返る＞は，生徒が学習の流れを追える
よう工夫されている。

③本文の文字サイズを17Q（約12ポイント）に上げ，重要語句を青色の
太字にすることで，多くの生徒にとって見やすく，読みやすいように工
夫されている。

④必要な漢字には各見開きごとにふりがなを振っている。読みに困難
がある生徒や，日本語の習得に困難がある生徒も学習に取り組みや
すいように配慮されている。

①「より作業しやすい環境づくりを」（p.8-9）

②＜見つける→学ぶ→ふり返る＞の学習の流れ

③書体のサイズを大きくし，ユニバーサルフォントを用
いている。

④各見開きごとに振り仮名を振っている。また読みや
すいゴシック体を用いている。

14 道徳科との関連が適切
に図られているか。

①生命の尊重，環境の保全について配慮されている。
②教科書全体として問題解決を重視した構成で，生徒が問題解決をで

きるようになり，真理を大切にする態度を養うことができるよう配慮
されている。

①Ｂ編 生物育成の技術 ３章(p.114-117)
②各編２章（Ｄ編は２，３章）など

15
個に応じた指導が適切
に行えるよう工夫され
ているか。

①製作・育成・制作では生徒個々が問題発見から解決までをできるよう
に配慮されている。

②生徒の理解度や興味・関心に応じて，積極的に学習を進められること
ができるよう，発展的な学習の内容がマークで明示されている。

①設計・計画の流れを丁寧に示し製作・育成・制作のバ
リエーションを多く掲載している。

②発展的な内容が一目でわかるように「発展マーク」を
付している(p.127,191)。

16

安全·衛生教育への対
応は適切か。

事故防止，安全への配
慮が十分になされてい
るか。

①ものづくりでは作業に応じて安全のポイントを設けて，生徒が作業を
する中で怪我をしなように配慮している。

②１章ではどの編でも，ものづくりの学習を始める前に各作業場での注
意事項を説明ことで，ものづくりには安全な作業が不可欠であること
を意識づける配慮がされている。

③生物育成では衛生のマークを配し，特に衛生的な作業の必要性に配
慮されている。

④別冊のハンドブックでは基礎的な技能を示す中で，作業手順や工具
の安全な使用を示し，事故防止への配慮がされている。

⑤今日的な課題でもあるネット依存について，依存例・改善方法・依存度
チェックを設けて，心身の健康に配慮している。

①実習題材の工程ごとに，安全への配慮が必要な作業
には「安全マーク」を付している。

②各編の実習に関わる安全のページを設けている。
(p.24-25，84-85，132-133，206-207)
全体を通して。(p.4-5)

③Ｂ編 生物育成の技術 作物，家畜，水産生物の育成に
ついて，本紙と『技術ハンドブック』に「衛生マーク」を
付している。

④別冊『技術ハンドブック』全体

⑤Ｄ編 情報の技術 もっと知ろう／やってみよう　
(p.203)

17
他教科との関連および
各学習内容とのが配慮
されているか。

　学習の項目の冒頭に，他教科との学習の関連を示して，教科間の
　学習の連携がとれるように配慮されている。

　他教科との関連として「リンクマーク」と
　教科名を付している。

18
技術分野学習のガイダ
ンスが適切に行えるよ
う配慮されているか。

①学習の項目ごとに他教科や小学校との学習の関連を図りながら，学
習が進められるように配慮されている。

②「学習を楽しく安全に進めるために」では，技術分野でものづくりを行
う中で安全な作業が必要とされることを示すことで，安全・衛生教育
の大切さが配慮されている。

①「技術（Technology）を見つけよう！」では身近な技術
を探すことができるようになっている。(口絵１-２)

②学習を楽しく安全に進めるために(p.4-5)

19
小 学 校 の 学 習 内 容と
の関連が図られている
か。

①学習の項目の冒頭に，小学校との学習の関連を示して，教科間の学
習の連携がとれるように配慮されている。

②プログラミング言語は，小学校で扱うであろうブロック型の言語と，
中学生でも言語の意味が理解できる日本語言語の両方を示し，プロ
グラミングの学習が進めやすいように配慮されている。

①小学校との関連として「リンクマーク」と教科名を付
している。（各学習項目冒頭）

②「プログラムを学ぼう！」（p.208-213），Ｄ編の１，２，３
章の実習題材

20 発展的な学習内容が適切
に取り扱われているか。

　生徒の理解度や興味・関心に応じて，積極的に学習を進められる
　ことができるよう，発展的な学習の内容がマークで明示されている。

　発展的な内容が一目でわかるように
　「発展マーク」を付している。(p.127,191)

21
生徒の興味·関心への
配慮や，生徒の学習意
欲を喚起するための工
夫がされているか。

①中扉は社会で利用されている技術の写真やイラストを大きく配置するこ
とで，生徒に技術への興味・関心を引き出させるよう配慮されている。

②「見つける」では，生徒がその学習で抱くであろう疑問や関心を対話式で
提示することで，学習への意欲を喚起するようよう工夫されている。

③「スゴ技」や「技ビト」のコラムを取り上げることで，生徒が生活や社会の中
で使用される技術について興味・関心をもてるように配慮されている。

①中扉（p.10-11,78-79,122-123,186-187,270-
271）

②「見つける」の生徒同士，生徒と先生の対話によって，
技術への関心を喚起して，生徒が自覚的に技術の見
方・考え方をはたらかせるようにしている。

③スゴ技（p.13,49,73,154）
技ビト（p.21,34,35,70,91,154,219,263）

指導計画の作成と内容の取り扱い
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▲  ▲  今日的な課題への対応
検 討 の 観 点 内 容 の 特 色 対 応 ペ ージ

22
指導経験の浅い先生が
指導しやすいように配
慮されているか。

①編の章構成を１，２，３章で統一し，学習指導要領の（１）（２）（３）に対応
させることで，指導と評価を一体化させやすいように配慮されてい
る。

②学習を＜見つける→学ぶ→ふり返る＞で進めることで，指導の流れがひ
と目で捉えることができるように配慮されている。

③実習題材の作業手順を丁寧に示すことで，教科書通りに作業を進め
ることで，学習内容をとらえた実習ができるように配慮されている。

①「見つける」の生徒同士，生徒と先生の対話によっ
て，技術への関心を喚起して，生徒が自覚的に技術
の見方・考え方をはたらかせるようしている。

②＜見つける→学ぶ→ふり返る＞の学習の流れ

③すべての実習題材のページ

23
学習評価を行うことが
できる場面が適切に設
けられているか。

①紙面の「ふり返る」では，「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学
びに向かう力，人間性等」という３観点別の評価に対応できるような
問いかけになっている。

②編末の問題では，「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向
かう力，人間性等」という３観点別の評価に対応できるような構成に
なっている。

①学習項目ごとの「ふり返る」

②各編末の「まとめ問題」

24
カリキュラム·マネジメン
トへの配慮はされてい
るか。

　学習の項目の冒頭に，他教科との学習の関連を示して，教科間の
　学習の連携がとれるように配慮されている。

　他教科との関連として「リンクマーク」と教科名を
　付している。

25
情報モラルや情報社会
のルールやマナーにつ
いて配慮されているか。

①情報モラルに関する学習には「情報モラル」マークを配している。
②情報モラルに特化した学習を４ページ分設け，情報の取り扱いに関

する注意を促すよう工夫している。

①「情報モラルマーク」（p.200,264）
②「情報セキュリティと情報モラルを知ろう」
（p.198-203）

26 ＩＣＴ教育への取り組み
は適切か。

　学習者用デジタル教科書を発行し，ＩＣＴ機器を有効に活用したり，
　特別支援教育に対応できるように配慮されている。

　学習者用デジタル教科書と学習者用デジタル
　教科書教材を用意している。

27

学習の理解を進めて，確
実に技能を習得するた
めに，デジタルコンテン
ツが豊富に準備されて
いるか。

　二次元コードを実習題材や別冊の各ページに付することで，動画な
どを閲覧して学習を深め，理解をより確かなものにする工夫がされて
いる。

　本紙や別冊の技能ハンドブックの二次元コード（ＱＲ
コード）から，基礎技能の様子を確認できる。

28

生徒の負担に配慮しつ
つ，プログラミングを体
験しながら論理的思考
力を身に付けることが
できるよう配慮されて
いるか。

①「プログラムを学ぼう！」の特集ページを設けて，身近にあるプログラ
ムを紹介しながら，生徒が興味もって学習を進めることができるよう
配慮されている。

②プログラミングの実習題材でも，作業の行程を細分化して示すこと
で，生徒が作業の手順を追いながらプログラミングの理論が理解で
き，無理なく学習が進められるよう配慮されている。

③『別冊ハンドブック』にはビジュアル型（スクラッチ）と日本語入力型
（なでしこ）の基本操作法を載せることで，操作への迷いを軽減し，
論理的な思考力を身につけることができるよう配慮されている。

①「プログラムを学ぼう！」（p.208-213），Ｄ編の１，２，
３章の実習題材

②「追いかけっこゲーム」（p.214-215），「数当て
ゲーム」（p.216-217），「ＰＴＡバザーの案内マップ」

（p.232-237），「簡単チャット」（p.238-243），「自
動点灯・消灯ライト」（p.252-255），「自動かん水装
置」（p.256-259）

③別冊ハンドブックＤ編（p.30-35）

29
ものづくりは，学んだこ
との意義を実感できる
ように配慮されている
か。

①実習題材の学習でも，つくるだけ，育てるだけに終始するのではなく，
「ふり返る」によって，学んだ意義や必要性を実感できるように配慮
されている。

②２章の設計・計画は製作・育成・制作までを行い，班で発表を行うこと
で設計をふり返り，友達の意見から気づきが得られるように配慮さ
れている。

①学習項目ごとの「ふり返る」

②２章で学んだことをまとめようの「やってみよう」に
よる班での発表

30 防災教育に配慮されて
いるか。

①災害時に役立つ技術や地震に対する免震・耐震技術を載せること
で，防災に関する技術を紹介している。また「防災マーク」を載せるこ
とで，生徒が関心を持てるように配慮されている。

②災害時を問題として想定した実習題材を載せることで，災害という
課題を設定した技術の見方を養えるように配慮されている。

①「災害時に役立つ技術」（p.7），「地震への対応」
（p.17）などで防災に関する技術を紹介している。

②「災害時に役立つライト」（p.168-173），「バッテリ
チャージャ」（p.278-283）

31
オリンピック，パラリン
ピック教育の取り扱い
は適切か。

①新国立競技場を掲載することで，オリンピック／パラリンピックへの
興味・関心を高めることができる工夫がされている。

②1964年の東京オリンピックの情景を載せることで，技術の発展とと
もにオリンピック／パラリンピックへの興味·関心を高めることがで
きる工夫がされている。

①Ａ編 材料と加工の技術 中扉 新国立競技場の写真
を掲載(p.10-11)。

②Ｄ編 情報の技術 中扉 1964年の東京オリンピッ
クの写真(p.187)。
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検 討 の 観 点 内 容 の 特 色 対 応 ペ ージ

32 知的財産権への配慮が
されているか。

　知的財産を創造·保護·活用していこうとする態度や，使用者·
　生産者の安全に配慮して設計·製作したりするなど，倫理観の
　育成を重視している。

　Ａ編 3章(ｐ.70)，Ｂ編 ２章 品種改良の技術と知的
　財産の保護(ｐ.113)，３章(ｐ.117)，Ｄ編 １章 資料６
　知的財産を守る権利(ｐ.202)，２・３章　(ｐ.262)

33
地 域や学 校の実 態へ
の対応は配慮されてい
るか。

①スゴ技・技ビトのコラムでは，地域で活躍する技術や職人を紹介する
ことで，社会でどのように技術が活用されているかを生徒が考える
ことができるよう配慮されている。

②１章では簡単な実習題材，２章では設計・計画をしやすい実習題材を
複数載せることで，学校ごとに実習題材の選択ができるよう配慮さ
れている。

③口絵４では，全都道府県の博物館，科学技術館を載せ，生徒が技術に
関する施設を調べる活動をしやすいように配慮されている。

①スゴ技（p.13,49,73,154）
　技ビト（p.21,34,35,70,91,154,219,263）

②各編の１章と２章の実習題材（Ｄ編は３章まで）

③「博物館に行ってみよう」（口絵４）

34 科学的視点への配慮が
されているか。

　１章では科学的な原理・法則を中学生にわかる視点で説明すること
　で，基礎的な知識の理解に対する配慮がされている。

　１章の「学ぶ」では，本文と資料とを連動させ，
　基礎的な知識の理解が図れるようにしている。

35 消費者教育の取り扱い
に配慮されているか。

①資源を循環させる技術「３Ｒ」を載せたり，プラスチックの環境問題か
らリサイクルの必要性を載せることで，消費者の立場から技術につ
いて考えることができるように配慮されている。

②３章では消費者としての視点から技術について考えられるよう，「消
費者マーク」を配する工夫をしている。

① 資 源を大 切にするため 循 環させる技 術「３Ｒ」
(p.73)，プラスチックによる環境問題に関する写真
(p.74)。

②消費者マーク（p.72,114,180,264）

36 伝統文化に関する内容
に配慮されているか。

　スゴ技，技ビトのコラムでは各地域で活躍する技術者や技術を紹介
　することで，生徒に社会でどのように技術が活用されているかを理
　解できるよう配慮されている。

　スゴ技（p.13,49,73,154）
　技ビト（p.21,34,35,70,91,154,219,263）

37
キャリア教育に対応し
た指導ができるように
配慮されているか。

①「センパイに聞いてみよう」のコラムでは，技術に関する大会に参加
した中学生を紹介しすることで，生徒に技術への興味・関心を抱か
せるように工夫されている。

②「先輩からのメッセージ」のページを設けて，専門の高等学校に進学
した先輩を紹介し，生徒に進路について考えさせることができるよ
う配慮されている。

①センパイに聞いてみよう（p.71,179,284,285）

②先輩からのメッセージ（p.284,285）

38
国際理解，グローバル
教育に関する取り組み
がされているか。

①３章では「共生マーク」を配することで，技術に関わる環境問題を考
えるには国際的な視点が必要になることを生徒に気づかせる配慮
がされている。

②諸外国のデータを取り扱って日本と比較することで，国際的な視点
が必要なことに気づかせる。

①共生マーク（p.7,70,72,114,264）

②Ｃ編 エネルギー変換技術 ３章 資料２ 二酸化炭素
の排出量と一次エネルギー供給量(p.180)

共生
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▲  ▲ 学びやすい学習への工夫
検 討 の 観 点 内 容 の 特 色 対 応 ペ ージ

39 内容が系統的に配慮され
たものになっているか。

　各編の１，２，３章が学習指導要領の（１）（２）（３）に対応していることで，
　系統的な内容の配列で，評価の行いやすい構成になるよう工夫
　されている。

　p.26の６を参照。

40 人権や福祉に配慮され
ているか。

①登場する男女のイラストや写真の数や役割，服装などに偏りがないよ
うに配慮されている。

②車椅子が必要な生徒が作業をしやすくなる環境づくりについて取り
上げ，多様な生徒が協力して学ぶことができるよう配慮されている。

①「見つける」のイラストやコラムに登場する人物の男
女の割合に配慮している。

②「より作業しやすい環境づくりを」（p.8-9）

41
表紙のメッセージは学
習内容に配慮されてい
るか。

①男女の生徒が対話的に学習をしている様子を示し，街のイラストから
技術分野の学習内容をイメージできるデザインとなっている。

②サブタイトルは「明日を創造する」と明記し，技術分野として目指す生
徒像を明確にしている。

③技術分野と家庭分野の表紙を合わせることにより，持続可能な社会
と人とのつながりを大切に生活する，技術·家庭科の学習目標をイ
メージすることができる。

　表紙全体

42 ユニバーサルデザイン
に配慮されているか。

①本文の文字サイズを１７Ｑ（約１２ポイントに相当）にし，ユニバーサル
フォントを使用することで，多くの生徒にとって見やすく，読みやすい
紙面となるように工夫されている。

②ページ番号の文字を大きく太くし，各編の基本カラーを分け，章ごと
にインデックスを分割して，生徒が参照するページがわかりやすいよ
うに配慮されている。

③紙面を見やすくするために，適度な余白を設けて，写真やイラストが
過密にならないように工夫している。

①本文の文字サイズを従来よりう２０％ほどアップし，
文章も簡潔に表現している。

②学習するページに迷わずにたどり着けるように，
ページ番号のサイズを大きくし，インデックスを設け
ている。

③ページの各要素への視線の移動がスムーズになる
ように余白を設けている。

43
工具·道具·材料は，生徒
の発達段階に配慮し，
入手しやすく扱いやす
いものとなっているか。

①実習の前には必ず作業の安全に関するページを設け，安全学習がで
きるように配慮されている。

②実習題材で使用する工具・道具や材料は，特殊なものは扱わずに完
成できるように配慮されている。

③プログラミング言語は無償でダウンロードが可能なものを取り上げ，
かつＱＲコードのリンク先や指導書からダウンロードできるように工
夫されている。

①各実習の「実習の安全な進め方を知ろう」
（p.24-25，84-85，132-133，206-207）

②実習題材で使用している工具や道具，プログラミン
グ言語

③小学校との連係がスムーズになるように，ビジュア
ル型の「スクラッチ」，日本語入力型の「なでしこ」「ドリ
トル」を取り上げている。

44 資料，統計などの出典，出
所が明示されているか。

　資料，統計などの出典や出所が公平に記述されている。 　必要な統計資料には出典名や出所名を記載。

45 文章表現は適切か。

①漢字は基本的に常用漢字を使用し，中学校の配当漢字には，見開き
単位で初出の際に振り仮名がつけられている。

②本文の文章は「敬体」で親しみやすくし，図版のキャプションは「常体」
とすることで差別化を図っている。

①タイトルや本文に，各見開きで初出の漢字には振り
仮名を振っている。

②教科書全体

検 討 の 観 点 内 容 の 特 色 対 応 ペ ージ

46
印刷は鮮明で見やすく，
製本は３年間の使用に
耐えうるように配慮さ
れているか。

①印刷は明るく目にやさしい色遣いで，生徒の負担にならず読みやす
いよう配慮されている。

②製作物，製作過程などの写真が細部まで鮮明に印刷されており，完成
品のイメージをしたり作業中に参照したりすることに適している。

③製本は，３年間の使用にも十分耐えられるよう丈夫な製本がされてい
る。表紙は防水加工がされており，汚れにくく丈夫さが長持ちするよ
う配慮されている。

④紙は軽くてなおかつ裏移りのないものが採用されており，生徒が持ち
運びやすいよう配慮されている。書き込みにも適している。

①印刷には植物性インクを使用していることを裏表紙
に明記している。

②実習作業の写真を中心に，写真を大きく鮮明に掲載
している。

③製本にはＰＵＲ（ポリウレタンリアクティブ）という接
着力の高い接着剤を使用している。

④本文用紙には軽くて破れにくい用紙を使用してい
る。

47
特別支援教育，色覚特
性などの発達特性につ
いて配慮されているか。

　色遣いやフォント，余白のバランス，図の見易さなどが工夫され，
　ユニバーサルデザインに配慮されている。

◯ ページの各要素への視線の移動がスムーズになるよ
うに余白を設けた。

◯ 本文の文字サイズを従来より20％ほどアップし，文
章も簡潔に表現している。

48 紙面の大きさは適切か。
　写真や図などの資料が大きく見えて，なおかつ机の上で場所を取ら
　ない判型が採用され，授業で使いやすいよう配慮されている。

　判型は特別に調整をした264mm×203mmという
　サイズを採用している。（縦がB5判より7mm長く，
　横がA4判より7mm長いサイズ）

49 表紙の製本は適切か。 　表紙は防水加工がされており，汚れにくく丈夫で長持ちするよう配慮
　されている。

　教科書本紙，『技術ハンドブック』の表紙は，実習作
　業を考慮して，表面に加工を施している。

▲  ▲ 造本·用紙·印刷
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