




別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（家庭分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

教頭 佐々木 誠 教諭 望月 壮 

教諭 齋藤 賢美 教諭 渡邉 幸子 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（①内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

２ 

東書 

新しい 

技術･家庭 

家庭分野 

自立と共生

を目指して 

＜内容＞ 

（１） 

・「Ｂ衣食住の生活」の「食」の領域「蒸す」について、参考例が多

く取り上げられている。蒸し器の使い方については、その利点や

蒸し器がない場合の蒸し料理の方法などがあり、家庭での実践に

つながりやすいと考える。和食の扱いについて、調理例として味

噌汁が取り上げられているため、小学校からの学習のつながりを

意識した内容となっている。 

・「住」領域の家族の安全を考えた住空間の整え方について、幼児に

ついての視界体験ができる付録がある。また、高齢者については、

Ａの項目で詳しく取り上げられており、Ａでの学習とリンクさせ

ることで実践につながりやすい工夫がされている。 

・「大切な言葉」が編末に、「よく使われる用語」が巻末にあり、学

習の理解を深めることができる内容になっている。 

（２） 

・各編の終わりには、学習のまとめが見開きで大きく配置されてい

る。「学習をふり返ろう」「学習したことをまとめよう」「生活に生

かそう」として、学習内容をふり返り、実際の生活に生かそうと

する意欲を高める工夫がされている。 

（３） 

・「Ａ家族･家庭生活」の高齢者の身体的な特徴について詳しく取り

上げられている。また、高齢者との関わり方については、授業の

中で体験しやすい実践方法が分かりやすく図示してあり、工夫さ

れている。幼児との交流については、園への訪問以外の選択肢が

参考として取り上げられており、各学校の実態に合わせて取り組

みやすい。 

・編ごとに「持続可能な○○」として、「SDGs」との関わりを強く意

識した構成となっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・「環境に配慮した生活」に関する指導事項について、学習指導要領

に「Ａ家族･家庭生活」「Ｂ衣食住の生活」と関連させるようにと

ある。Ｂの｢食」、エコクッキングとして扱うことで、生徒の興味・

関心を高める工夫がされている。 



・「食」領域の「中学生に必要な栄養を満たす食事」では、五大栄養

素→３色のはたらき→６つの食品群と、学習の流れが分かりやす

く工夫されている。 

・問題解決学習の流れが巻頭に、生活の課題と実践が巻末にまとめ

られており、主体的に学習を進める手助けとなっている。 

（２） 

・ガイダンスとして、毎年自分の生活をチェックできる内容があり、

３年間の見通しを持ち、自分の成長をふり返りながら学習を進め

ていけるような配列となっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・生活を豊かにするものの製作では、様々な実践例があり、生徒の

実態に合わせて選択できる内容となっている。 

（２） 

・「食」領域において、包丁の使い方の中に左利き用の写真がある。

また、アレルギー対応について、アレルギーを扱っているページ

へリンクできるようになっている。食中毒については、原因食材

や手洗いやまな板の衛生面について、写真付きで詳しく説明され

ており、安全面での配慮がされている。 

・幼児との交流体験では、衛生安全・接し方についてテーマ別に詳

しく解説してあり、実践に生かせる内容となっている。 

（３） 

・学習内容ごとに目標やキーワードがはっきりとされていたり、文

字も大きく、多くの文字にルビが振られていたりと、様々な学力

の生徒に対応できる配慮がされている。 

・「衣服の選択と手入れ」では失敗例が、「幼児の生活と家族」では

保育実習のふり返り例が、分かりやすくまとめてあり、実習や文

章を書くことに苦手意識を持つ生徒が安心できる内容となってい

る。 

・教科書の横にインデックス様のものがついており、ページをめく

りやすい工夫がされている。 

＜総評＞ 

・各内容での実習例や参考例が豊富に掲載されているため、生徒の

実態に合わせた問題解決学習に取り組みやすくなっている。 

・失敗例やふり返り例が分かりやすく書かれているため、苦手意識

を持つ生徒の意欲を喚起しやすくなっている。 

・学習のまとめに「生活に生かそう」という項目や「SDGs」との関

連を意識付ける内容があり、実際の生活に生かそうとする「意欲

を高める工夫」がされている。 



別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（家庭分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

教頭 佐々木 誠 教諭 望月 壮 

教諭 齋藤 賢美 教諭 渡邉 幸子 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（① 内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

６ 

教図 

New 

技術･家庭 

家庭分野 

くらしを 

創造する 

＜内容＞ 

（１） 

・「Ｂ衣食住の生活」の「食」の領域「蒸す」について、肉･魚･野菜

を使ったそれぞれの実習例が取り上げられている。また、様々な

だしの材料の紹介や、混合だしの取り方について学習できる内容

になっており、家庭での実践につなげやすい。 

・「住」領域の家族の安全を考えた住空間の整え方について、幼児や

高齢者の身体的特徴と住まいの中で起こる事故の例が具体的に示

されおり、分かりやすくなっている。 

・和装やだしなど、伝統文化に対して理解を深める工夫がされてい

る。 

（２） 

・細かい章ごとに、「やってみよう･つくってみよう」「学びを生かそ

う」「章末のまとめ」と配置されており、多くの学習内容や実習例

をもとに、自分の課題について考え、工夫する方法や課題例が分

かりやすく図示されている。 

（３） 

・「Ａ家族･家庭生活」の高齢者との関わり方では、高齢者の疑似体

験の方法例として、専用の物を使用した体験方法を紹介しており、

総合的な学習の時間との横断的な学習につなげやすくなってい

る。また、幼児との交流において、園での交流の仕方が分かりや

すく提示されており、学習を深める工夫がされている。 

・「Ｃ消費社会･環境」の計画的な金銭管理について、クレジットカ

ードの仕組みついて丁寧に学習できる内容となっている。また、

エシカル消費について、「SDGs」とも関連付けて学習できるよう工

夫されている。 

・｢食」領域の「蒸す」について、蒸し器だけでなくフライパンを使

った蒸し料理の方法も紹介されており、将来の調理技術に結びつ

きやすい内容となっている。 

・生活の課題と実践が巻末にまとめられており、学習指導要領に即

している。 



＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・めあて･キーワードが明示されており、学習の流れをイメージしや

すい配列となっている。 

・章のまとめでは、「知識・理解」「思考・判断・表現」「学びに向か

う力」の観点別にまとめられるようになっている。 

・問題解決学習の流れが、巻頭に明示されており、学習の流れが分

かりやすくなっている。 

（２） 

・章の始めに、「自立度チェック」があり、学びに向かう意欲を高め

る工夫がされている。 

・QR コードを読み取ることで学習できるもののうち、イラストをク

リックすると正解が現れるものがあり、生徒の興味関心や自主的

な学びが高められるよう工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・学習キャラクターの会話が多く、生徒が主体的に学習していこう

とする意欲につなげやすい工夫がされている。 

・マスクづくりや洋食の献立など作品例が時代に即しており、必要

感を持って取り組むことができる課題となっている。 

・生活を豊かにするものの製作では、アレンジやリメイクの例が多

く、製作に対する意欲を高める効果が期待される。 

（２） 

・「食」領域のアレルギー対応について、代替食品が紹介されている。

また、食中毒対策について、ウィルス･細菌ごとにまとめられてお

り、生活に密接し、生かすことができる内容になっている。 

・幼児とのふれあい体験ついて、安全面についてイラストで分かり

やすく解説してあり、体験に生かしやすくなっている。 

（３） 

・幼児と中学生の１日の生活リズムの比較や１日の食事例について、

視覚的に分かりやすく、理解を深める効果が期待できる。 

・教科書の横にインデックスのようなものがついており、ページを

めくりやすいよう工夫されている。 

＜総評＞ 

・多くの学習内容や実習例をもとに、課題解決の方法が分かりやす

く図示されており、学習の流れをイメージしやすくなっている。 

・実習例が時代に即しているものが多く、QR コードを用いた学習で

は、生徒の自主的学びを喚起しやすい内容となっている。 

・自分をふり返る項目があったり、家庭の中での例が具体的に示さ

れていたりと、実際の生活に生かそうとする「意欲を高める工夫」

がされている。 



別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（家庭分野） 研究委員   職･氏名 

職名 氏 名 職名 氏 名 

教頭 佐々木 誠 教諭 望月 壮 

教諭 齋藤 賢美 教諭 渡邉 幸子 

発行者 

番号 教科書名 
調査・研究結果 

（① 内容、②組織、配列、分量 ③生徒の発達段階への配慮） 
略 称 

９ 

開隆堂 技術・家庭 

家庭分野 

生活の土台 

自立と共生 

＜内容＞ 

（１） 

・「Ｂ衣食住の生活」の「食」領域「蒸す」について、蒸し野菜の実

習例が取り上げられている。蒸し器の使い方については、その利

点や使い方について写真で説明されおり、家庭での実践につなが

りやすい。また、和食の扱いについて、混合だしの取り方や、う

ま味について丁寧に学習できる内容になっており、「おいしさにつ

いて」理解を深められる。 

・「住」領域の家族の安全を考えた住空間の整え方について、幼児や

高齢者の身体的特徴と住まいの安全対策が分かりやすく、学んだ

知識を生活に活用できる工夫がされている。また、車いすを使う

人にとっての住まいという視点も，ユニバーサルデザインを考え

ていく上で重要で必要な内容であり、将来に向かって視野を広げ

ていく態度を養うことができる内容になっている。 

（２） 

・学習のまとまりごとに「学習の目標」「ふり返り」「生活に生かそ

う」が配置されており、学習内容を生活と結びつけて考えやすく

なっている。また、「生活に生かそう」では、学習指導要領の指導

事項「イ」に対応しており、思考力・判断力・表現力を育成しや

すい工夫がされている。 

（３） 

・「Ａ家族・家庭生活」の高齢者との関わり方について、授業の中で

体験しやすい実践方法が紹介されており、各学校で取り組みやす

い内容となっている。また、高齢者の視点だけでなく、多様な人々

の立場で｢地域」を見つめる視点があり、今後の共生社会の実現に

向けて考える力となるよう工夫されている。 

・幼児との交流について、園への訪問以外の選択肢が具体的に多く

取り上げられており、各学校の実態に合わせやすくなっている。 

・項目のまとまりごとに「持続可能な○○」と、「SDGs」との関わり

を強く意識した構成であり、現代社会の課題を解決しようとする

内容になっている。 

・生活の課題と実践が巻末にまとめられており、全内容から１つ選

択するという学習指導要領に即している。 



＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・内容のまとまりの最後には「学習のまとめ」のページがあり、「知

識･理解」「思考･判断･表現」「学びに向かう力」の観点別にまとめ

られ、学んだ知識を整理するために活用しやすくなっている。 

・「食」領域において、「献立づくり」が学習の後半に配列されてお

り、これまでの学習のまとめとして取り扱うことができるように

なっている。 

（２） 

・題材の提示の仕方について、興味･関心を引き出す導入や小題材名

になっており、生徒自身が自主的に実践してみようとする意欲を

高めることができるよう工夫されている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・「Ｃ消費社会･環境」では、計画的な金銭管理として、クレジット

カードでの支払いについて丁寧に取り上げている。また、消費者

心理に関する内容や、中学生の消費者被害について具体例が多く

取り上げられており、生活に密接し、生かすことのできる内容に

なっている。 

（２） 

・「食」領域のアレルギー対応について、アレルギー食品には黄色の

表示がされており、生徒自身が使用食材に対する関心を深めるこ

とができるよう工夫されている。 

・幼児とのふれあい体験では、幼児とのコミュニケーションを図る

ための工夫を中心に、ケーススタディ形式で学習することができ、

理解を深めることができる。 

（３） 

・資料が豊富でありながら、人物や食材などの写真は余計な背景が

カットされていたり、落ち着いた色調でイラストが描かれていた

りするので、すっきりとしていて見やすくなっている。また、本

文と資料の区別がはっきりとつけられていたり、単語や熟語が２

行にまたがらないように調整してあったりと、特別な支援を必要

とする生徒たちにも見るべき場所が分かりやすいよう工夫されて

いる。 

＜総評＞ 

・各章の導入や小題材名が工夫されていたり、タイミングよくケー

ススタディが配置されていたりと、生徒の学習意欲を高め、自主

的に問題解決できるよう工夫されている。 

・中学生の生活に密接した具体例や、小題材ごとの「生活に生かそ

う」や「SDGs」との関連付けなど、学習内容を生活と結び付け、

実際に生かそうとする意欲を高める工夫がみられる。 

・様々な人々の視点で課題を捉えたり、全生徒が文章や資料を視覚

的に捉えやすく工夫されていたりするなど、ユニバーサルデザイ

ンに基づいた配慮が随所にみられる。 


