
特色１　充実のラインナップで 3学年間の授業を支えます。
教師用指導書ラインナップ

授業展開編

入門編
　技術・家庭科に慣れていない先生でも
授業をスムーズに進めることができる小
冊子です。新学習指導要領の改訂のポイ
ントを押さえながら，授業の準備例や実
習室の整え方などをまとめています。

指導計画・評価編
　3 学年間を見通した指導計画例，学習指
導案例，評価規準例，評価問題例で構成
しています。ワークシートは縮刷版で掲
載し，データにて提供する予定です。

掲示資料
　「技術の見方・考え方」「問題解決の流れ」

「TECH Lab（のこぎりの使い方）」「栽培
カレンダー」など，技術室やコンピュー
タ室に掲示できる大判の掛図です。

授業展開編
　教科書の縮刷を入れて，授業の流れや
指導のポイントなどをコンパクトにまと
めています。この１冊で授業を進めるこ
とができます。板書例や図表の解説など
も充実しています。

研究編
　教科書に掲載されている内容の解説や，
指導のために事前に把握しておく必要の
ある事項など，学習や指導を更に深める
ための資料を掲載しています。

指導者用デジタルブック
　教科書紙面と関連するコンテンツを提
示することができます。D マークコンテ
ンツに加え，更に充実したコンテンツを収
録し，授業に広がりを持たせます（インス
トーラー有り版／無し版があります）。

問題解決編
　技術による問題解決に取り組むために，
製作・制作・育成の流れを写真や図版を
用いて解説しています。また，生徒のつ
まずきに対する対処法についてもポイン
トをまとめています。

プログラミングの手引き編
　プログラミング教育の充実を図るため
に，コンピュータ室の準備から教材の使
い方まで，ノウハウを１冊にまとめてい
ます。

付属DVD-ROM
　授業やテスト，ワークシートなどの作
成に役立つデータ集です。総ルビ・分か
ち書き PDF も収録しています。詳細は，
本資料「特色 3」をご覧ください。

この１冊で準備から授業まで全てを網羅しています！

※授業展開編はデジタル版もご用意しております（1ライセンス本体価格4,800円（税別））。先生用の端末でご利用できます。

本体価格 45,000円（税別）

 NEW！
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板書例●教室や技術室にあるものだけでなく，
日常生活で使用されている身の回り
のものについて調べさせる。

●材料から用途例を考えさせる方法と
用途例から材料を考えさせる方法が
ある。どちらの場合でも，表１の材
料について触れられるようにする。

●机の部位ごとにその材料が使われて
いる理由をまとめさせる活動のほか，
この資料を使って材料ごとにまとめ
たり，技術の見方・考え方で取り上
げた観点によって分類したりできる
よう短冊や付箋紙を活用するとよい。
そのような活動を通して，最適な材
料を選択し，加工して使用している
ことに気付かせる。（リンク：p.22）

●製品を製作するときは，材料の特性を
最大限に生かすことが，製品の価値を
高めることに気付かせたい。
	 カリキュラム・マネジメントのヒントカ
●１年理科では「身の回りの物質」の中

で，金属とプラスチックの性質につい
て学習している。その性質を振り返り
ながら，材料を選択したり，加工した
りして製品が製作されていることにつ
なげるとともに，今後の学習にも活用
できることを知らせる。
	 特別支援の例特
●話し合いや，発表のときに，うまく授

業に入っていけない生徒のため，発言
の際のルールを決めておくとよい。
	 DマークコンテンツD
●他教科リンクとして，理科1年の「物

の調べ方」の紙面を確認できる。

身の回りの材料と加工の技術

展開①で出た意見を，クラスで共有
するとともに，グループで技術の見
方・考え方の視点で分類させるとよい。

　 材料を加工する技術� （p.21図2）
生徒は，材料を加工する様子を間近
で見た経験はほとんどないので，こ
の資料を利用し，材料の加工には，
用途に合わせたさまざまな方法があ
ることを知らせる。また，教科書
p.50～67「TECHLab」を参考に
イメージを膨らませることも材料の
加工法を知るうえで有効である。

補足資料

●ワークシート

p.20　表1 p.20　図1

学習指導上の留意点

学習の流れ

 身の回りの製品に生かされている
材料の特性と材料に適した加工法
について理解する。
 身の回りの製品に使われている材
料と加工の技術を調べ，まとめる
ことができる。

学習の目標

評価の観点

主体的・対話的で深
い学びのヒント

1

3

4

第1時 全5時間

解説 ❷解説 ❶

解説 ❷

解説 ❶
 教室や技術室にある製品を見渡して，
どのような材料が使われているか調べ
て発表する。

 いろいろな材料が加工され製品として
使用されていることを実感させる。

 図１の例をもとに，製品を製作するに
あたりどのようなことを考慮して材料
が使われているかまとめる。

 表１からさまざまな材料が身の回りで
使用されていることを確認させる。

 材料を加工する方法には，さまざまな
ものがあることを調べる。

 学校で使われているさまざまな机や椅
子を比べて，使いやすいように工夫さ
れている部分を見つけ，どのような目
的で工夫されているか班で話し合う。

始
め
の
活
動

1 調べてみよう 5分
○

★

展
開
①

2 身の回りの製品の材料 20分
○

★

生徒がまとめた内容を製品の強度や
耐久性，安全性，費用，環境への負
荷などの観点で分類することで，技
術の見方・考え方に気付かせる。

見方・考え方

材料の加工 15分
展
開
②

3
○

ま
と
め
の
活
動

4 まとめよう 10分
○

○ …活動　★ …指導のポイント

●�身の回りにある製品には，どのような材
料が使われているか。 � �
木材，金属，プラスチック，ガラス，コン
クリート，セラミックス，ゴム，布　など
●�教室の机を見て，材料が選ばれた理由を
まとめよう。

●�机に生かされている材料を加工する技術
についてまとめよう。

　変形，接合はどうだろうか。
●�いろいろな机や椅子を比較して，工夫さ
れている部分やその目的をまとめよう。

材料の特性を最大限に生かし，加工方法を
目的に応じて工夫することで，製品が作ら
れている。

材料 部位 使われている理由

木材 天板 ・軽くて丈夫
・木の温もり

金属 脚 ・丈夫なまま細くできる
・長い期間丈夫

プラス
チック

物入れ
脚の先

・軽くできる
・床が傷つきにくい

加工法 目的 加工方法

切断，
切削

目的の大きさに
切断し，削る

天板の大きさに
合わせて，機械
で切断し，削る。 ●身の回りの製品に生かされている

材料の特性と材料に適した加工法
について理解している。
思考・判断・表現
●身の回りの製品に使われている材

料と加工の技術を調べ，技術の工
夫をまとめている。

知識・技能

2

1 身の回りの材料と加工の技術11
編
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1
　各見開きに「学習

の流れ」が具体的に

示されているため，

授業づくりへの不安

がなくなります。

　特別支援教育へ

の配慮やカリキュ

ラム・マネジメン

トの視点など，学

習指導上の留意点

が丁寧に示されて

います。

　図版のポイント

や教科書にない補

足資料など，授業

の参考として使え

る内容も充実して

います。

　評価の３観点に基づいて「評価」が明確に示され

ているため，指導と評価の一体化につながります。

　「技術の見方・考

え方」や「主体的・

対話的で深い学び」

のポイントが示され

ています。



特色２　指導者用デジタルブックが同梱されます。

特色３　ワークシートなど，授業に役立つデータを収録しています。

指導者用デジタルブック

付属DVD-ROM

▲TECH Lab「切断」　失敗例

▲TECH Lab「切断」　左利きの場合

電子黒板などを使用して，教科書紙面と関連するコンテンツを提示する
ことができます。多様なコンテンツを収録しており，教科書上のアイコンを
クリックするだけの簡単な操作でご利用いただけます。コンテンツには，動
画やシミュレーションのほか，他教科の教科書紙面などがあります（インス
トーラー有り版／無し版があります）。

　アイコンをクリックすると，

コンテンツが動き出します。

コンテンツ一覧

▲総ルビ・分かち書き教科書紙面PDF

年間指導計画例，学習指導案例，評価問題例，ワークシート，図版素材集など，授業やテスト，プリント作成な
どに役立つデータをまとめて収録しており，授業をサポートします。

　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。

　特別支援教育

にも配慮していま

す。

　教科書に掲載したプログラム例の

ソースコードもデータで提供いたします。

・	総ルビ・分かち書き
	 教科書紙面PDF

・	教科書図版データ

・	ワークシート（Word，PDF）

・	掲載したプログラム例の
	 ソースコード

・	評価問題例（Word，PDF）

・	指導計画作成資料

・	学習指導案

・	評価規準例　　など

 NEW！

 NEW！


