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編　集　趣　意　書
（教育基本法との対照表）

日々の生活のなかから課題を見つけ、その解決のために必要な知識と教養を身につけることができるよう
に留意して編修しました。高校生というライフステージを考え、職業観・結婚観・家族観など自分なりの
価値観を見つけるために多くの資料を掲載し、サポートしています。
和食や和紙のユネスコ無形文化遺産登録、2020 年に控える東京オリンピックと、日本の文化を問われる機
会が増えていると考えました。また、留学や留学生の受け入れにより、海外の方とふれ合う機会の多い高
校生も多くなっている現状を考え、日本の文化に興味を持ってもらえるようにさまざまな資料を掲載して
います。
図表や写真を見やすく掲載するため、本文脇の側注スペースを広げました。これにより、側注スペースに
も資料を入れることができ、より深い学習が可能になりました。

日々の暮らしに直結した、家庭科ならではの立場から、生活に関するさまざまな知識が身につくよう編修
しています。資料は、教育基本法に示されている自主・自律の精神や、自他の敬愛、公共の精神、生命を
尊ぶ心などを育てることができるよう留意して選択しました。

２．編修の基本方針

１．編修の趣旨及び留意点

３．対照表

該当個所特に意を用いた点や特色図書の構成・内容

第１章　青年期と家族
①人生ってなんだろう？
②家族って何だろう？

・日本の雇用環境や、男女共同参画に向けた世界と日本の
取り組み、ワーク・ライフ・バランスなどについて基礎
をしっかりと扱い、青年期に考えるべき職業観を養う工
夫をしています（第２号、第３号）。
・ライフステージや家族について考えさせる内容を多く掲
載し、暗記型ではない人生を見通すための知識が得られ
るように工夫しています（第１号）。

10 頁 TRY、
15 頁～18 頁
など。

６頁、12 頁、
21 頁コラムな
ど。

新 家庭総合 今を学び 未来を描き 暮らしをつくる家総 30806 教図

26-113



第５章　食生活

①食生活を見つめよう

②私たちが食べているもの

③安全・安心な食品を選ぼう

④献立と調理

⑤食と暮らしのかかわり
・無形文化遺産に登録された和食を中心として、さまざま
な伝統食について扱いました。生命を尊び、自然を取り
入れてきた古くからの知恵を知り日本の良さを再認識で
きます（第４号、第５号）。

・各世代の栄養的な特徴を知り、健やかな身体を維持して
いくためにできることについて考えられるように工夫し
ています（第１号）。
・身近な食にかかわる実験を数多く掲載することで、生徒
の好奇心を引き出し、自主的な学習へ促します（第２号）。

109 頁伝統、
158 頁調理実
習など。

106 頁、108 頁、
132 頁資料な
ど。
116 頁、120 頁、
121頁TRYなど。

第３章　高齢者

①超高齢社会を知る

②高齢者とふれ合ってみよう

③高齢期の生活を

　　支えるしくみは？

・現在の日本が直面している超高齢化についての正しい知
識を身につけ、これからの福祉を支えるためには、私た
ちが主体的に社会の形成に参画することが大切であると
意識できるように構成しています（第３号）。
・今の生活が、歳をとってからの健康の基礎になることを
意識させ、健康のために今からできることを考えられる
よう工夫しました（第１号）。

56 頁、57 頁
コラム、72 頁
など。

60 頁コラムな
ど。

第４章　消費生活

①何をどうやって買う？

②自立した消費者とは？

③暮らしを社会につなげる ・経済と家計の関係など、社会の一員としての自覚が持て
る内容を重視しました（第２号）。
・私たちの生活と環境のかかわりを理解するため、エシカ
ル消費や持続可能な消費のあり方についてわかりやすく
解説しています（第３号）。

94 頁、102 頁
コラムなど。
102 頁コラム、
103 頁資料・
コラムなど。

・情報の扱い方、意思決定の方法、クレジットカードの使
い方など、これから情報化時代で自立するために必要な
内容を多く取扱っています（第２号）。

80 頁、82 頁、
83 頁資料、91
頁コラムなど。

該当個所特に意を用いた点や特色図書の構成・内容

第２章　保育

①子どもの成長を見つめる

②子どもの世話をしてみよう

③子どもを取り巻く環境

④子どもの権利と福祉 ・これから子育てを支える世代になることを意識し、保育
にかかわるさまざまな問題について自分のこととして考え
られるような表現に留意しています（第３号）。
・世界の子どもたちの現状について考える資料をまとめま
した（第５号）。

44 頁、45 頁
資料、49 頁考
えてみような
ど。
51 頁資料。

・新しく生まれる生命を身近に感じ、その神秘について考
えることができるように、等身大の赤ちゃん写真やひとり
の子どもの成長を追った写真などを掲載しました（第４
号）。

32、33 頁折込。



第６章　衣生活

①衣服の機能

②衣服を入手しよう

③衣服をつくってみよう！

④衣服を管理しよう

第７章　住生活

①人と住まい

②住まいの空間と構成

③住まいと安全

④住まいと社会

⑤住まいと環境

第８章　生活設計

①目標をもって生きよう！

②人とかかわって生きる

③持続可能な社会をめざして

４．上記の記載事項以外に特に意を用いた点や特色

誰にでも読みやすく、親しみやすい教科書を目指し、ユニバーサルフォントと、ユニバーサルカラーを使
用してデザインを行いました。図表などでも、色弱の方に見えづらくならないよう配慮し、隣り合う色同
士の並びを工夫しました。また、弱視の方に視認性が高いゴシック体を本文に用いる工夫もしています。

該当個所特に意を用いた点や特色図書の構成・内容

・未来に向かって自主的に選択していけるよう、さまざ
まな生活資源について扱いました（第２号）。
・現在の環境問題について考えることで、持続可能な社
会の重要性を実感できるよう工夫しました（第４号）。
・社会の一員として何ができるのか考えられるよう、共
生社会の視点から社会参加について扱いました（第３号）。

・社会の一員としての自覚を持ち、積極的にまちづくり
に参加できるように郷土を盛り上げる活動を行っている
高校生の例を挙げました（第３号）。
・これからの環境を考えた建物にはどのようなものがあ
るのか、実際の例を挙げることで、持続可能な発展につ
いて意識できるよう工夫しました（第４号）。
・日本の風土に合わせて発展してきた日本の住居の知恵
について知ることで、日本文化への理解を深めます（第
５号）。

・日々の健やか生活のために必要な衣服の入手、洗濯、
手入れ、着用に仕方に至るまで丁寧に解説しました（第
２号）。
・日本の伝統的な衣服について扱い、私たちの生活に根
付いている日本人の心を感じられるように工夫しました
（第５号）。

235 頁、236
頁など。
242 頁、245
頁など。
240 頁、241
頁など。

225 頁コラム
など。

231 頁資料。

227 頁伝統、
232 頁など。

172 頁、179 頁、
196 頁資料な
ど。
202 頁、203 頁
伝統など。
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26-113 高等学校 家　庭 家庭総合
種　目 学　年

編　集　趣　意　書
（学習指導要領との対照表、配当授業時数表）

　口絵で、家庭科学習を見通すため
の漫画と概観図（右図）を用いまし
た。概観図では、現在生活している
空間を見つめる視点と、今まで生き
てきて、これから成長していく時間
の観点の両方が家庭科の学習に必要
であることを分かりやすく示しまし
た。また、口絵には各ライフステー
ジに関わる数字を提示し、生徒興味
を惹く工夫をしています。

●家庭科学習を見通す口絵

●「人生の解説書」を目指す

１．編修上特に意を用いた点や特色

▲家庭科学習の概観図
　　　　（口絵３～４）
▲家庭科学習の概観図
　　　　（口絵３～４）

　本書を「人生の解説書」と位置付けました。身の回りの生活を再認識し、人生を見通し、自分なり
の価値観を築くことができるようになることを目標に、資料やコラムなどを選定しました。また、暗

▲「TRY！」「考えてみよう！」「資料」「Column」はアイコンを変え、
　一目でわかるように工夫しています。

記型の学習にならないよう、自ら
考えたり、実験したりできる内容
（「TRY！」「考えてみよう！」）を
多く掲載しています。また、学習
の進行に応じて活用できる資料や
コラム（「Column」）も豊富に掲載
しています。

　誰にでも読みやすく、親しみやすい教科書を目指し、ユニバーサルフォントと、ユニバーサルカラー
を使用してデザインを行いました。図表などでも、色弱の方に見えづらくならないよう配慮し、隣り
合う色同士の並びを工夫しました。また、弱視の方に視認性が高いゴシック体を本文に用いる工夫も
しています。
　図表や写真を見やすく掲載するため、本文脇の側注スペースを広げました。これにより、側注スペー
スにも資料を入れることができ、より深い学習が可能になりました。

●ユニバーサルデザインに配慮した教科書



　本書のテーマとして「健康・安全」「日本の文化」「持続可能性」「共生」「自立」という５つを設定
しました。各章の扉では、これら５つの視点に立った問いかけを行い、問いかけについて考えるヒン

●編修における５つのテーマ

▲LCAの視点を大切に
　（口絵５～７）

▲各章扉の問いかけ（p.55）

　学習の内容を、できるだけ実感を伴って理解できるように、簡単にできる実験を数多く提案したり、
実際の生活とつなげる資料を掲載したり、さまざまな工夫をしています。実感が湧きづらい「保育」
領域においても、生命を身近に感じることのできる等身大の赤ちゃん写真やひとりの子どもの成長を
追った写真などを掲載しました。また、「高齢者」領域においては実際の高齢者のインタビューを載せ
るなど工夫をしています。

●実感を伴う教科書

▲一人の成長を追った資料（折込）

トを示し、必ず各領域のなかで学習でき
る仕組みとしました。
　食・衣・住・消費各分野では、ライフ
サイクルアセスメント（LCA）の考え方
を徹底しました。そこで、口絵に「“もの”
が私たちのもとへ届くまで」を掲載し、
普段なかなか目にする機会がない、原料
から手元へ届くまでの手順を追いました。
暮らしの仕組みを知ることで、身の周り
にあるものの背景について学ぶだけでな
く、持続可能性について考えるきっかけ
としても使える資料を目指しました。

▲身近な材料で短時間にできる実験が豊富（p.116、121）



▲意思決定の方法は例を挙げてわかりやすく説明（p.80～81）

　全体を通して、自分なりの価値観を見つけて自立するための知識を充実させています。衣・食・住
生活領域においては、生活を見つめて自ら行動に移せるようにと考えました。
　家族・保育・高齢者領域においては、それぞれを支える社会の仕組みと、その先に何があるのかを
考えられるように考えました。

●自立を促す教科書

　これから社会に出て行く高校生に、職業に
ついて考えるきっかけを与えることができる
ように、日本の雇用環境や、男女共同参画に
向けた世界と日本の取り組み、ワーク・ライフ・
バランスなどについて基礎をしっかりと扱い、
青年期に考えるべき職業観を養う工夫をして
います。
　各章の章末には、領域に関わる職業を紹介
する企画ページをつくりました。毎回ひとつ
の職業をクローズアップし、私たちの暮らし
とのかわかりをまとめ、職業選択が少しでも
身近に感じることができるよう工夫しました。

▲各領域に関わる職業を紹介
　（p.54 など）

●職業観を身につける教科書

▲ワーク・ライフ・バランス
　についてじっくりと解説
　（p.18）

　和食や和紙がユネスコの無形文化遺産に登録されたり、東京オリンピックを 2020 年に控え注目さ
れている日本文化を、生活文化を扱う家庭科ならではの視点で扱うように留意しました。日本の風土

●伝統に触れる教科書

▲日本の伝統的な衣服について（p.202）▲日本の住居の工夫（p.227）

　情報の扱い方、意思決定
の方法、クレジットカード
の使い方など、これからの
情報化時代で自立するため
に必要な内容を多く取扱っ
ています。

に合わせて発展してきた日本文化の知恵について知り、理解
を深めることができます。



該当個所 配当
時数

学習指導要領の内容図書の構成・内容

（１）人の一生と家族・家庭
　ア　人の一生と青年期の自立
　イ　家族・家庭と社会

（２）子どもや高齢者とのかかわりと福祉
　ア　子どもの発達と保育・福祉
　ウ　共生社会における家庭や地域

6－26 頁

口絵１－４

28－54 頁

56－76 頁

78－104 頁

（２）子どもや高齢者とのかかわりと福祉
　イ　高齢者の生活と福祉
　ウ　共生社会における家庭や地域

（３）生活における経済の計画と消費
　ア　生活における経済の計画
　イ　消費行動と意思決定
　ウ　消費者の権利と責任
（４）生活の科学と環境
　エ　持続可能な社会を目指した
　　　ライフスタイルの確立

1

18

14

18

12
第１章　青年期と家族
　①人生ってなんだろう？
　②家族って何だろう？

第４章　消費生活
　①何をどうやって買う？
　②自立した消費者とは？
　③暮らしを社会につなげる

第３章　高齢者
　①超高齢社会を知る
　②高齢者とふれ合ってみよう
　③高齢期の生活を支えるしくみは？

第２章　保育
　①子どもの成長を見つめる
　②子どもの世話をしてみよう
　③子どもを取り巻く環境
　④子どもの権利と福祉

家庭科を学ぼう

106－166 頁（４）生活の科学と環境
　ア　食生活の科学と文化

28

第５章　食生活
　①食生活を見つめよう
　②私たちが食べているもの
　③安全・安心な食品を選ぼう
　④献立と調理
　⑤食と暮らしのかかわり

２．対照表



168－204 頁

206－232 頁

234－248 頁

250－254 頁

（４）生活の科学と環境
　イ　衣生活の科学と文化

（４）生活の科学と環境
　ウ　住生活の科学と文化
　エ　持続可能な社会を目指した
　　　ライフスタイルの確立

（６）ホームプロジェクトと
　　　　学校家庭クラブ活動

計

4

10

15

20

140

第６章　衣生活
　①衣服の機能
　②衣服を入手しよう
　③衣服をつくってみよう！
　④衣服を管理しよう

第７章　住生活
　①人と住まい
　②住まいの空間と構成
　③住まいと安全
　④住まいと社会
　⑤住まいと環境

第８章　生活設計
　①目標をもって生きよう！
　②人とかかわって生きる
　③持続可能な社会をめざして

学んだことを実生活にいかす
　・ホームプロジェクトと
　　学校家庭クラブ活動

（４）生活の科学と環境
　エ　持続可能な社会を目指した
　　　ライフスタイルの確立
（５）生涯の生活設計
　ア　生活資源とその活用
　イ　ライフスタイルと生活設計

（２）子どもや高齢者とのかかわりと福祉
　ウ　共生社会における家庭や地域

該当個所 配当
時数

学習指導要領の内容図書の構成・内容



関連する学習指導要領の内容や
内容の取扱いに示す事項類型

（発展的な学習内容の記述に係る総ページ数　＿＿＿＿＿＿　）

記　述ページ

受理番号 学　校 教　科

発 行 者 の
番号・略称

教 科 書 の
記号・番号 教　科　書　名

高等学校 家　庭 家庭総合
種　目 学　年

編　集　趣　意　書
（発展的な学習内容の記述）

な　　し

0
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