




別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（技術分野） 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 

技術分野 

未来を創る 

Technology 

＜内容＞ 

（１） 

・材料と加工では、新国立競技場の例から環境への配慮や構造に触

れており、学んだ知識･技能が実生活に活用されていることが分か

りやすく紹介されており、理解を深める内容になっている。 

・項目ごと多くのページに簡単な自己評価を記録できる図があり、

ふり返りを容易にする工夫がある。 

・各内容には学習のまとめのページがあり、学んだ知識を整理し、

活用することができるようになっている。 

（２） 

・生活の身近な例で興味を引き、簡単な実習例で「基礎的な知識･

技能」を身に付けさせ、生活課題を考える実習によって「学習を

充実」させる内容となっており、段階的に「課題解決する力」を

養える内容となっている。 

・ガイダンスの内容では、学習方法についての項目が充実しており、

思考ツールや情報収集の方法、発表の方法についてまとめてあり、

今後の学習で役立てることができる内容である。 

・身近な例を多く取り上げており、例えば材料と加工の身の回りの

製品では、教室机を例として挙げ、実物と合わせて説明がしやす

い。 

（３） 

・各内容の評価では、技術の最適化や、これからの技術について考

えさせることで、持続可能な社会の実現に向けて実践的な態度を

養う内容になっている。 

・どの内容も、これからの技術についてまとめ、記入できるページ

が終末にあり、学んだことを生かし考えることができるようにな

っている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・３段階の構成で、１章では「技術の見方･考え方に気付く段階」、

２章では「技術の見方･考え方を働かせて問題を発見し解決する段

階」、３、４章では「これからの技術について考える段階」と、発

展的に学習できるようになっている。 

（２） 

・QR コードから動画や文書で解説を見ることができたり、小学校や



他教科とのつながりを解説していたりと、見やすい Web コンテン

ツで充実した内容になっている。 

・問題解決例のページでは、「私の工夫」として応用例を挙げていた

り、「評価、改善･修正」として発展的な内容を示唆していたりと、

主体的に学習を進める工夫がされている。 

・「TECH Lab」のページでは、作業方法について詳細に記載されてお

り、確認しやすい構成となっている。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・各内容導入の段階では、何を学ぶのかということや、他教科との

つながりがあることなど、見通しを持って学習に入ることができ

る表現となっている。また、身近な技術、最新の技術について触

れ、学ぶ意欲を喚起する表現になっている。 

（２） 

・ガイダンスの内容で安全について環境、行動、作業に分け簡潔に

示してある。 

・作業方法の説明とともに、安全のマークで作業の注意点について

も細かく説明しており、安全への配慮がなされている。 

（３） 

・目次のページが章ごとに色分けされていたり、学習内容に関する

技術の写真を紹介していたりと、どのような学習をするのか分か

りやすく、見通しが立てやすくなっている。 

・重要語句や説明文、漢字のふりがなにおいて、フォントを使い分

けている。 

・どのページも「目標」、「考えてみよう」、「やってみよう」の配置

が同じ構成で、学習の流れが分かりやすいように工夫されている。

・「技術の匠」のコーナーで、学習している技術の内容に携わる人の

話を記載し、興味を喚起している。 

＜総評＞ 

・「Society5.0」を特集ページで取り上げており、これからの時代を

創り上げていくのは自分たちであるということをイメージしやす

いものになっている。 

・技術の最適化をテーマとしてあり、問題解決のために一貫した展

開をすることができる。 

・総合的な問題解決として、各内容を応用した製作例を紹介してあ

り、発展的な課題の設定に際して豊富な内容となっている。 

・思考ツールを紹介し、活用する内容もあり、問題解決の手法を豊

富に取り入れている。 

・QR コードが各内容の最初のページに記載されており、36 コンテン

ツ用意されている。 



別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（技術分野） 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 

技術分野 

明日を創造

する 

＜内容＞ 

（１） 

・導入段階で身近な製品の例を挙げ、さらに評価･活用でこれからの

技術について触れることで、生徒が学んだ知識･技能が、生活に関

係するものとして考えられるようになっている。 

・技術ハンドブックが別冊で付属してあり、作業の基礎的な技能に

ついてきちんと確認できる内容になっている。 

・各内容でまとめのページがあり、学習した内容を整理するために

有効である。 

（２） 

・どの内容でも、１章では学んだ知識･技能を生かしての製作、２章

では経験を応用して身の回りのものをよりよくするための製作と

して、課題解決のために段階的に実習例が設定されている。 

・「センパイのアレンジ例」では、製作物が完成した後も工夫次第で

機能を追加したり、デザインを変更したりできる例が掲載されて

おり、評価･改善する力を養う内容になっている。 

（３） 

・未来の社会像「Society5.0」や「SDGs」について取り上げられて

おり、学習した技術が、どのような形で社会に役立つのかを考え

られるようになっている。 

・評価の内容では、身近な技術の例を挙げ、技術のプラス面、マイ

ナス面について触れることで、課題解決のために実践的に考える

ことができる内容になっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・「つくって学ぼう」、「じっくり学ぼう」、「学びを深め生かそう」、

と３段階で章立ててある。そのため、基礎的な知識･技能を学習し、

簡単な実習を行うことで、問題解決学習につなげることができる

よう工夫されており、学習の段階がどの程度なのかを確認しやす

い構成となっている。 

（２） 

・製作の実習例のページでは、作業について順序立てた構成で、写

真と説明で自分の作業がどの段階にあるのか分かりやすくなって

いる。 

・「先輩からのアドバイス」、「センパイのアレンジ例」や「私のひと

工夫」のコーナーを設け、製作に対して生徒の発想を喚起する工

夫がされている。 



＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・目次のページが、４つの内容ごと色分けされており、技術の学習

の見通しが立てやすくなっている。 

・導入段階では、身近な技術の例が生活に即して紹介してあり、イ

ラストと写真を用いて馴染みやすい表現となっている。 

・写真や文字が大きく扱われていたり、重要語句が色分けされてい

たりと、ユニバーサルデザインに配慮してあり、資料に目を移し

ながら、重要語句を学習しやすいように工夫されている。 

・課題解決の内容では、身近な問題例を挙げ、その問題をどのよう

に解決していくとよいのかを実習例につながるよう展開してあ

り、考え方の流れが分かりやすいよう配慮してある。 

（２） 

・安全面に関して、巻頭にページを起こしている。さらに、各内容

の実習のページの前には必ず、服装や道具、機械の安全な使い方、

注意点についても触れてあり、安全への配慮が充実している。 

・作業時に気を付けたいことは、安全のアイコンで表示し、作業の

注意点について分かりやすくまとめてある。 

（３） 

・考え方や疑問について、イラストで吹き出しを用いて表現するこ

とで親しみやすい内容になっている。 

・全体で文字が大きく、字体も柔らかい印象で親しみやすくなって

いる。 

・「構想を具体化する」のページでは、多様な例や考え方が掲載され

ており、流れに沿って選択的に考えることで構想を立てることが

できるよう工夫されている。 

＜総評＞ 

・社会の発展に関する学習では、プラス面、マイナス面を学習し、

それをもとに様々な視点からこれからの技術について、学びを深

めることができる。 

・実習や題材例が写真やイラストを使って多く紹介されており、学

校の実態に合った実習を行うことができるようになっている。 

・道具や機械の扱いについて、ハンドブックが別冊になっているこ

とから、作業中にも確認しやすく有用である。 

・身近な例から発展例まで、順序立てた構成であるため、生徒の知

識･技能に応じて内容を深めることができる。 

・実習の内容の前には安全についての説明があり、まとまっている

ため作業時に確認しやすくなっている。 

・QR コードが 43 か所に掲載されており、作業が動画で確認できる

ようになっている。 



別紙様式２ 

種目名 技術・家庭（技術分野） 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 

技術分野 

テクノロジ

ーに希望を

のせて 

＜内容＞ 

（１） 

・ガイダンスでは、中学校で初めて学習を開始するにあたり、小学

校での学びが「技術」という学習にどのようにつながっているの

かが分かりやすく掲載されている。 

・基礎的な知識や技能を定着させるために補足資料として QR コード

があり、コンテンツ内で確認できるようになっている。 

・各内容には学習のまとめがあり、学習したことを整理するために

有効である。また、重要語句ごとに掲載ページ番号が付してあり、

活用しやすくなっている。 

（２） 

・問題解決学習の例として、日常生活に関係するものを多く取り上

げ、整理･整頓することに注目させており、社会との関わりを大切

にした学習内容となっている。 

・「学習の目標」と「考えてみよう」を導入とし、「気づく」「はたら

かせる」「定着させる」の３つのステップで技術の「見方･考え方」

が身に付くように構成されている。 

（３） 

・４つの内容のまとめの段階では、「SDGs」とのつながりや

「Society5.0」を意識して振り返られるようになっており、持続

可能な社会を構築するためには、学習したことをどのように生か

していけばよいかを考えられる内容になっている。 

＜組織、配列、分量＞ 

（１） 

・４つの内容が色分けされており、項目も適当な数でとても見やす

くまとめてある。また、１は「知識･技能」、２は「工夫･想像する

能力や態度」、３は「評価・活用」と統一して構成されており、学

習の流れが分かりやすい。 

（２） 

・学習題材としてドライヤーや自転車、ゲームのコントローラーな

ど、身近なものを挙げていたり、ガイダンスのページに中学生で

も身近なアイデアから特許を取得した例を挙げたりと、生徒の興



味関心を引き出す工夫がされている。 

・QR コードが 56 ヶ所と多く、150 コンテンツ用意してあり、学習内

容に合わせて補足したり、学習を深めたりすることが可能である。

また、QR コードを活用することで、予習や復習など家庭での自主

学習にも大いに活用することができる。 

＜生徒の発達段階への配慮（表現）＞ 

（１） 

・それぞれの内容で、技術の「見方･考え方」を身に付ける段階、身

に付けた技術の力を生かして問題を発見し、解決する段階、これ

からの生活につなげていく発展の段階と構成されている。また、

学習・作品例が非常に身近なものであるため、生徒の興味関心を

問題解決学習につなげやすく、PDCA を意識した学習の流れとなっ

ている。 

（２） 

・作業の安全について教科書の３ページ目に折り込みページで説明

してあり、このページを開いておけばどの内容の学習においても

常に安全確認できるように工夫されている。また、イラストを使

って説明されており、特別な支援を必要とする生徒にも分かりや

すく作成されている。 

（３） 

・実習例が見開きページで紹介されており、作業工程が非常に分か

りやすいため、学校の実態に合った実習が可能である。 

・学習内容の随所に「安全マーク」「環境マーク」「防災マーク」が

付してあり、安全に作業するための注意や、環境、防災への意識

を高めることができるよう配慮されている。また、「他教科マーク」

「リンクマーク」では、他教科とのつながりや既習内容を振り返

ることができるよう工夫されている。 

・文章の改行位置が単語の途中にならないよう作成されている。さ

らに、写真の背景に余計なものが写らないように工夫されており、

特別な支援を必要とする生徒への配慮がされている。 

・総ページ 290 ページを超える教科書で、内容が充実されているに

もかかわらず、厚さも薄く、軽い紙を使用しており、持ち運びの

負担が少なくなるよう工夫されている。 

＜総評＞ 

・問題解決のための製作活動・学習であることを意識して作成され

ている。また、問題解決の流れが明確に示されており、思考を深

めながら学習を進められるよう工夫されている。 

・実習や題材例が写真やイラストを使って、分かりやすく紹介され

ており、学校の実態に合わせた実習を行うことができるようにな

っている。 

・プログラミングの内容や実習例が充実しており、小学校からのプ

ログラミング教育をさらに深められる学習内容となっている。 

・「ふり返り」「学習のまとめ」が充実しており、学習した内容を自

分たちの生活にどのように生かすか、つなげていくかを考えられ

るよう工夫されている。 


