
　教師用指導書「入門編」「研究

編」で特別支援教育についての

特集ページをご用意します。

　また，教師用指導書付属DVD-

ROM（データ集）には，新たに「総

ルビ・分かち書き教科書紙面

PDF」を収録します。

授業のサポート

家庭分野でも特別支援教育に
目を向けていかないと。

誰にでも分かりやすい授業をしたいな。
Q6

ユニバーサルデザインを目指して特長 6

▲節の基本構成（p.22-23）

▲教科書に使われている配色の例　

▲食品の押さえ方（p.58）

教科書は特別支援教育の観点から，内容及びデザインについて

検討するとともに，専門家による校閲を受けています。

全ての生徒にとって認識しやすいように，文字の書体，図版や

イラストのレイアウトなどにも配慮しています。

A

　急増する帰国・外国人生徒など，
日本語を読むことが苦手な生徒の

学びを助けます。

初めて授業するには？

特別支援教育への対応は？

新学習指導要領への対応は？
特長 1 ３年間の流れが分かる内容構成

特長 2 １時間の授業の流れが見える紙面構成

特長 5 生徒の技能定着を促すコンテンツ
の充実

特長 3 ビジュアルな資料や付録で授業を
サポート

特長 4 安全で衛生的な実習の実現

特長 6 ユニバーサルデザインを目指して

気になる疑問に
お答えします！

導入やまとめの
活動の位置を固定！

ユニバーサルデザイン
フォントを採用！

写真やイラストで
右利きと左利きに対応！

カラーユニバーサル
デザインにも配慮！
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新しい技術・家庭     家庭分野

誰でも分かりやすく
使いやすい教科書を

目指して

東京書籍の「新しい技術・家庭　家庭分野」は
誰でも分かりやすく使いやすい教科書を

目指して編集しています。

▲総ルビ・分かち書き教科書紙面PDF

※本冊子で紹介する商品は企画中のため，内容・仕様ともに予告なく変更になる場合があります。

この資料は，令和3年度中学校教科書の内容 

解説資料として，一般社団法人教科書協会

「教科書発行者行動規範」に則っております。 

3教　内容解説資料③　A6095
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　東京書籍の「新しい技術・家庭　家庭分野　自立と共生を目指して」は，

若手の先生や専門外の先生，初めて教科書を手に取る生徒など，

誰にとっても分かりやすく使いやすい教科書になるように編集しています。

　本冊子は，Q&A形式で，気になる疑問についてお答えしています。

専門外の技術・家庭科を
教えることになったけど，いつ，どのような

内容を扱うとよいだろう。

教科書の最初のページは，目次ページです。すべての学習内容が

一目で分かる，年間指導計画の見える目次になっています。

教科書の配列は，全国の調査から学びやすい流れとなるよう工夫しました。

教科書をベースに３年間の授業を進めることができます。　

A

Q1
３年間の流れが分かる内容構成特長 1

専門外の技術・家庭科を教えることになったけど，

いつ，どのような内容を扱うとよいだろう。

３年間の流れが分かる内容構成になっています。 p.3

特長 1

１時間の授業は，どのように進めればよいだろう。

１時間の授業の流れが見える紙面構成になっています。
p.4

特長 2

生徒の興味・関心を高めるためには，

どうすればよいだろう。

ビジュアルな資料や付録で授業をサポートします。 p.5

特長 3

調理実習や布製作実習，幼児との触れ合い体験などが

あるんだね。楽しく安全にできるかな。

安全で衛生的な実習の実現をサポートします。
p.6

特長 4

家庭分野でも特別支援教育に目を向けていかないと。

誰にでも分かりやすい授業をしたいな。

ユニバーサルデザインに配慮しています。
p.8

特長 6

生活経験の少ない生徒が多くて，

家庭分野での技能の習得や実習に不安があるな。

生徒の技能定着を促すコンテンツを充実させています。 p.7

特長 5

目次で全53節を
一覧できるね。

３年間の指導計画を
考えることができそう。

▲目次（口絵❶-❷）

　教師用指導書では，３年間の年間指

導計画例を掲載した「指導計画・評価

編」をご用意しています。年間指導計画

例は，パンフレット別冊の内容解説資

料②にあるような，テーマを設けた５

つの例示を掲載する予定です。学校や

生徒の状況，他教科の学習進度などに

合わせて，ご活用ください。

授業のサポート

実習には何時間くらい
使うかな。

ガイダンスは教科書が充実
しているので，２時間程度に
設定して，選択的に扱おう。

他教科の状況に
合わせて，防災の

学習を入れたいな。

SDGsをテーマに，
３年間を

展開したいな。



▲教師用指導書「授業展開編」
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生徒の興味・関心を高めるためには，
どうすればよいだろう。

１時間の授業は，
どのように進めればよいだろう。 Q3Q2

ビジュアルな資料や付録で授業をサポート特長 3１時間の授業の流れが見える紙面構成特長 2

▲幼児と触れ合おう②
　中学校へようこそ（p.244-245）　

▲製作実習例「ミニトートバッグ」
　（p.143）

▲調理実習例「ハンバーグ」
　（p.74-75）　

▲１群と５群の１日分の摂取量／実物大（p.38-39）

▲巻末付録　
　子どもの視界
　体験眼鏡

▲巻末付録　防災・減災手帳　

　教師用指導書では，教科書の縮

刷版に解説を加えた「授業展開編」

をご用意しています。

　目標，学習の流れ，学習指導上

の留意点，図表の解説，評価の観

点などで構成し，授業をサポート

します。

授業のサポート

　豊富な実習例を用意し，生

徒や学校の実態に合わせて選

択でき，家庭での実践も促し

ます。

　教師用指導書「実習編」では

それぞれの実習例について，

詳しく解説しています。

授業のサポート

実物大写真や巻末付録など，目を引く紙面が充実。魅力的な写真で

実習への期待も高まります。Dマークコンテンツでは

実践を促すコンテンツを取り上げるなど，学習の幅を広げることができます。
A

基本ページは「導入」「展開」「まとめ」で構成しており，

教科書の流れで安心して授業を組み立てることができます。

また，各節の冒頭の「目標」では，育成すべき資質・能力を明確に示しています。
A

教科書の１節が授業と
同じ流れで構成されて
いるから安心できるね。

「主体的・対話的で深
い学びのためのヒント」

を新設！

展
開

導
入

まとめ▲節の基本構成（p.22-23）

目標

資料や活動例，実習例も
充実しているね。授業時数や

生徒の興味・関心などに
合わせて，基本構成に組み
合わせて選択して扱おう。

指導と評価の一体化につながる。
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調理実習や布製作実習，幼児との
触れ合い体験などがあるんだね。
楽しく安全にできるかな。

生活経験の少ない生徒が多くて，
家庭分野での技能の

習得や実習に不安があるな。
Q4 Q5

安全で衛生的な実習の実現特長 4 生徒の技能定着を促すコンテンツの充実特長 5

▲実習を楽しく安全に進めよう！（p.2-3） ▲いつも確かめよう（p.58-59）

▲Dマークコンテンツ
　「ハンバーグ」

▲他教科リンク「社会（公民）」

安全マーク，衛生マークを設け，
随所に示しています。

Dマークのあるところでは，インターネット上
でデジタルコンテンツを活用できます。

東京書籍だから
できること！

　Dマークコンテンツでは，URLや二次元

コードにアクセスすると，動画やシミュレー

ションなどを活用した学習ができ，生徒の

理解を深めます。家庭学習にも使えます。

　Dマークコンテンツの「他教科リンク」で

は，理科や社会，保健体育などの教科書紙

面を表示することができ，カリキュラム・マ

ネジメントの一助となります。

授業のサポート

実習や生活の中で必要な基礎技能をまとめた「いつも確かめよう」で，

技能の定着を図ります。写真，イラストで分かりやすく解説しています。

また，デジタルコンテンツでは技能に関する動画も充実しています。
A

実習の安全や衛生に関する内容の充実を図っています。

安全，衛生への配慮は巻頭で確認できるほか，「いつも確かめよう」や

実習例ページでは随所にマークで喚起しています。
A
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生徒が大好きな調理実習。日常的に環境整備を
し，事前準備をしっかりと行い，安全第一で進
めましょう。

6

❶メニューを決める。
　生徒の生活体験などの状況に合わせてメニューを
決めます。最初はできるだけ短時間ででき，かたづ
けまできちんとできるようなものにしましょう。材
料を切る時間が長かったり，油でかたづけが大変に
なったりするようなメニューは避けます。
❷事前に約束事の確認をする。
　事前にプリントなどで，調理実習での約束事を確
認します。また，事故やけがなどについて知識を与
え，応急手当などを考えさせ，どう行動するかを確
認します。
❸給食との兼ね合いを確認する。
　給食との兼ね合いについて，担当の教職員と連絡
を取り合います。給食の分量や費用面などについて
事前に話し合っておきましょう。調理実習の分量を
減らすことも考えられます。
❹かしこく食材調達をする。
　調味料などの在庫や賞味期限などを確認しましょ
う。信頼できる店に材料を発注し，支払い方法も確
認しましょう。肉や魚は当日，それ以外の材料は前
日に配達を依頼します。調味料はまとめて，最初の
実習のときに購入します。
　買い物の勉強になると判断したら，生徒に購入を
任せてもよいでしょう。その場合は，細かい指示を
印刷物で行います。
❺グループごとに材料を準備する。
　トレーや目盛り付きカップ，ラップなどを用いて，
グループごとに丁寧に材料を分けましょう。調味料
も初回は計量しておき，2 回目以降，調理実習に
慣れたら，徐々に生徒に計量させるようにしましょう。

❶調理実習のリスクマネージメントをする。
　調理実習に伴う危険などを十分に伝え，遊び半分
の気持ちで取り組んではいけないこと，万が一けが
をした場合の応急処置の仕方，すぐに先生に知らせ
ることなどをしっかり確認します。すると，授業へ
の取り組みが，きりっと締まります。雰囲気が悪い
ままであれば，調理実習の中止を決断せざるを得な
いことがあるかもしれません。
❷調理スキルのハードルを下げてスタート。
　第１回目は，調理室に慣れさせ，かたづけ方法を
しっかりと理解させるため，短時間でできる１品の
調理実習にします。料理教室のように，これ以上で
きないほどの丁寧な準備をしておきます。2 回目
以降，少しずつ難易度を上げていくとよいでしょう。
そして，最後に献立調理までレベルを上げられたら
最高です。
❸分量を少なめに設定する。
　摂取すべき栄養や食品の概量の学習を考えると，
1人分の概量を把握させたくなります。しかし，最
初は，4 人グループの場合は 2 人分を作るように
します。そうすると，材料を切る時間が短くなり，
試食の時間も短縮することができ，意外にゆとりが
生まれます。更に，生徒には「もうちょっと食べた
い，家でやってみよう」という気持ちが生まれます。
だからあえて半量。ただし，汁物や魚1切れなどは，
しっかり人数分用意しましょう。
❹実習中の教師の言葉がけを大切に。
　意外と忘れやすいのが「換気」です。窓を開けて
炎が立ち消えしても困りますが，換気扇のスイッチ
は常にONにしましょう。そして，実習中はそれぞ
れのグループを常時回っていきます。大きな声で「あ
ら，この班，中かたづけ（途中のかたづけ）がよいで

調理実習を安全に行うためには
どうすればよいですか？
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1 調理実習の準備 2 調理実習の指導のポイント

包丁の取り扱い

　包丁を運ぶときは，布巾で包んで
バットなどにのせて運ぶ。 使い終
わったら調理台の上に置いたままに
せず，所定の場所にかたづける。

▲平成28年発行の教師用指導書「入門編」

　教師用指導書の「入門編」では，安全な実習

の進め方や実習中の事故への対応についてご用

意しています。そのほか，指導計画の立て方や

評価の方法，授業の準備など，授業を始めると

き，困ったとき，悩んだときに活用できます。

また，「実習編」，「授業展開編」でも安全への

配慮について記載されています。

授業のサポート

▼  社会（公民） 

契
けい

約
やく

と消費生活


