
内容解説資料
この資料は，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。家庭総合（家総701）Dマイスター，デジタルブック収録動画一覧

デジタル
ブックの
ページ

コンテンツ名 種類

見返し2 SDGsと家庭科
（SDGsへの取り組みを見てみよう） Dマーク

43 「私のキャリア」瀬奈じゅんさん 映像

47 胎児の様子を見てみよう Dマーク

48 原始反射
（吸い付き反射，把握反射，モロー反射） 映像

49 遊びの発達 映像

49 幼児の体　運動機能の発達 映像

50 幼児の心 映像

52 乳幼児の遊び 映像

54
幼児の体（２点）
• 手のはたらき　
• 足の動き

映像

64 幼児の生活を見てみよう Dマーク

64

プロに聞く！ 子どもと接するときの
ポイント（2点）
• ポイント編　
• 実習編

Dマーク

75
「私のキャリア」水村友香さん
※ 都合により，教科書紙面とは別の方のイ

ンタビューを収録しています。
映像

88 高齢者の介護の基礎 Dマーク

88 プロに聞く！ 高齢者と接するときの
ポイント（ポイント編）　 Dマーク

88

プロに聞く！ 高齢者と接するときの
ポイント（実習編）（６点）
• 食事の介助　
• 被服の着脱　
• 車椅子の使い方　
• 移動の介助（平地の場合）　
• 移動の介助（段差の場合）　
• 移動の介助（坂道の場合）

Dマーク

93 「私のキャリア」鈴木しげさん 映像

99 地域防災の取り組み 映像

103 鍋でご飯を炊く方法 Dマーク

117 肉の性質と調理方法 映像

134 調理の基礎技能　1）計量の仕方 Dマーク

134

さまざまな調理器具（19点）
• はかりの使い方　
• デジタルばかりの使い方　
• 計量スプーンと計量カップの使い方
• 包丁の使い方　
• まな板の使い方
• ガスこんろの使い方　
• フライパンの使い方　
• 包丁のいろいろ　
• フライパンとフライ返し　
• はしのいろいろ　

映像

※種類に「Dマーク」とあるものは，教科書のDマークコンテンツと同じものです。
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コンテンツ名 種類

134

（続き）
• しゃもじ・へらのいろいろ　
• おろし金
• ピーラー　
• すり鉢・すりこぎ
• うらごし器　
• 巻きす
• せいろう　
• 電子レンジに使えないもの　
•  電磁調理器（IＨヒーター）に使えない

もの

映像

135

調理の基礎技能　2）切り方（15点）
• 輪切り　
• 半月切り　
• いちょう切り　
• 小口（木口）切り　
• 斜め切り　
• そぎ切り
• せん切り
• 短冊切り
• 拍子木切り　
• さいの目切り　
• 色紙切り　
• くし形切り　
• 乱切り（回し切り）　
• ささがき　
• みじん切り

Dマーク

137

調理の基礎技能　3）だしのとり方
（２点）
• 混合だし　
• 煮干しだし　

Dマーク

138 魚の鍋照り焼き 映像

138 ほうれんそうのおひたし 映像

138 かぶの甘酢漬け 映像

138 野菜椀 映像

139 魚のムニエル 映像

139 卵焼き 映像

139 おにぎり 映像

139 野菜の青ゆで 映像

140 豚肉と青菜の丼 映像

140 じゃがいもとわかめのみそ汁 映像

140 麻婆豆腐丼 映像

141 トマトソースパスタ 映像

141 ころころ野菜のスープ 映像

141 キャベツとベーコンのパスタ 映像

142 きゅうりの酢の物 映像

142 にんじんのポタージュ 映像

142 にんじんときのこのいため煮 映像
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142 キャベツとベーコンの洋風煮物 映像

143 野菜のソテー 映像

143 じゃがいものリヨン風 映像

143 ひじきとだいずの煮物 映像

143 なすとトマトの中華風あえ物 映像

144 赤飯 映像

144 魚のホイル包み蒸し 映像

145 青菜ときのこの煮びたし 映像

145 かきたま汁 映像

145 桜餅 映像

145 いりどり 映像

146 とり肉の香草焼き 映像

146 サラダ 映像

147 せん切り野菜のスープ 映像

147 クレープ 映像

147 とり肉のクリーム煮 映像

147 リンゴとバナナのソテー 映像

148 青椒肉絲 映像

149 棒棒鶏 映像

149 西紅柿蛋花湯 映像

149 ヨーグルトゼリー 映像

159 「私のキャリア」
マクジルトン・チャールズさん 映像

168 綿とポリエステル　乾き方の違い 映像

170 織物の三原組織 映像

171

実験（７点）
• 吸湿性実験　
• 通気性実験　
• 保温性実験　
• 含気率実験　
• 染色性実験　
• 強度実験　
• 燃焼性実験

映像

174 洗濯機による洗濯 映像

174 被服の汚れの種類 映像

176 洗剤によって汚れが落ちる様子 Dマーク

178 しみ抜きの方法 映像

183

被服製作の基礎技能　１）製作の基本
（３点）
• 裁断　
• しるし付け　
• まち針の打ち方

Dマーク

デジタル
ブックの
ページ

コンテンツ名 種類

184

被服製作の基礎技能　２）ミシン縫い
（８点）
• 準備する　
• コントローラーなどの使い方　
• 下糸を巻く　
• 下糸を入れる　
• 上糸をかける　
• 下糸を引き出す　
• 送り調節器　
• ミシン縫い

Dマーク

185

被服製作の基礎技能　３）手縫い　
（８点）
• ボタン付け　
• 玉結び　
• 玉どめ　
• なみ縫い　
• 半返し縫い　
• 本返し縫い　
• まつり縫い　
• スナップ付け

Dマーク

193 浴衣の畳み方 Dマーク

194
浴衣の着方
• 男性の場合　
• 女性の場合

Dマーク

196 富岡製糸場 映像

201 「私のキャリア」大須賀彩さん Dマーク

208 バリアフリー住宅 映像

210 災害に備えた住まい方 映像

211 火災対策 映像

216 日本各地の住まい 映像

223 自然を生かした住まいの工夫 映像

227 「私のキャリア」永山悟さん 映像

231

悪質商法などの例（10点）
• 悪質な訪問販売　
• キャッチセールス　
• アポイントメントセールス　
• フィッシング詐欺　
• 催眠商法（SF商法ともいわれる）　
• 点検商法　
• デート商法　
• 当選商法　
• ワンクリック詐欺　
•  インターネットオークションや通信

販売での詐欺

Dマーク

239 消費生活センター 映像

239 国民生活センター 映像

259 プロに聞く！ エシカル協会　
末吉里花さん Dマーク

261 「私のキャリア」川口加奈さん 映像
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コンテンツ名 種類

見返し2 SDGsと家庭科
（SDGsへの取り組みを見てみよう） Dマーク

43 「私のキャリア」瀬奈じゅんさん 映像

47 胎児の様子を見てみよう Dマーク

48 原始反射
（吸い付き反射，把握反射，モロー反射） 映像

49 遊びの発達 映像

49 幼児の体　運動機能の発達 映像

50 幼児の心 映像

52 乳幼児の遊び 映像

54
幼児の体（２点）
• 手のはたらき　
• 足の動き

映像

64 幼児の生活を見てみよう Dマーク

64

プロに聞く！ 子どもと接するときの
ポイント（2点）
• ポイント編　
• 実習編

Dマーク

75
「私のキャリア」水村友香さん
※ 都合により，教科書紙面とは別の方のイ

ンタビューを収録しています。
映像

88 高齢者の介護の基礎 Dマーク

88 プロに聞く！ 高齢者と接するときの
ポイント（ポイント編）　 Dマーク

88

プロに聞く！ 高齢者と接するときの
ポイント（実習編）（６点）
• 食事の介助　
• 被服の着脱　
• 車椅子の使い方　
• 移動の介助（平地の場合）　
• 移動の介助（段差の場合）　
• 移動の介助（坂道の場合）

Dマーク

93 「私のキャリア」鈴木しげさん 映像

99 地域防災の取り組み 映像

103 鍋でご飯を炊く方法 Dマーク

117 肉の性質と調理方法 映像

134 調理の基礎技能　1）計量の仕方 Dマーク

134

さまざまな調理器具（19点）
• はかりの使い方　
• デジタルばかりの使い方　
• 計量スプーンと計量カップの使い方
• 包丁の使い方　
• まな板の使い方
• ガスこんろの使い方　
• フライパンの使い方　
• 包丁のいろいろ　
• フライパンとフライ返し　
• はしのいろいろ　

映像

※種類に「Dマーク」とあるものは，教科書のDマークコンテンツと同じものです。
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コンテンツ名 種類

134

（続き）
• しゃもじ・へらのいろいろ　
• おろし金
• ピーラー　
• すり鉢・すりこぎ
• うらごし器　
• 巻きす
• せいろう　
• 電子レンジに使えないもの　
•  電磁調理器（IＨヒーター）に使えない

もの

映像

135

調理の基礎技能　2）切り方（15点）
• 輪切り　
• 半月切り　
• いちょう切り　
• 小口（木口）切り　
• 斜め切り　
• そぎ切り
• せん切り
• 短冊切り
• 拍子木切り　
• さいの目切り　
• 色紙切り　
• くし形切り　
• 乱切り（回し切り）　
• ささがき　
• みじん切り

Dマーク

137

調理の基礎技能　3）だしのとり方
（２点）
• 混合だし　
• 煮干しだし　

Dマーク

138 魚の鍋照り焼き 映像

138 ほうれんそうのおひたし 映像

138 かぶの甘酢漬け 映像

138 野菜椀 映像

139 魚のムニエル 映像

139 卵焼き 映像

139 おにぎり 映像

139 野菜の青ゆで 映像

140 豚肉と青菜の丼 映像

140 じゃがいもとわかめのみそ汁 映像

140 麻婆豆腐丼 映像

141 トマトソースパスタ 映像

141 ころころ野菜のスープ 映像

141 キャベツとベーコンのパスタ 映像

142 きゅうりの酢の物 映像

142 にんじんのポタージュ 映像

142 にんじんときのこのいため煮 映像
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142 キャベツとベーコンの洋風煮物 映像

143 野菜のソテー 映像

143 じゃがいものリヨン風 映像

143 ひじきとだいずの煮物 映像

143 なすとトマトの中華風あえ物 映像

144 赤飯 映像

144 魚のホイル包み蒸し 映像

145 青菜ときのこの煮びたし 映像

145 かきたま汁 映像

145 桜餅 映像

145 いりどり 映像

146 とり肉の香草焼き 映像

146 サラダ 映像

147 せん切り野菜のスープ 映像

147 クレープ 映像

147 とり肉のクリーム煮 映像

147 リンゴとバナナのソテー 映像

148 青椒肉絲 映像

149 棒棒鶏 映像

149 西紅柿蛋花湯 映像

149 ヨーグルトゼリー 映像

159 「私のキャリア」
マクジルトン・チャールズさん 映像

168 綿とポリエステル　乾き方の違い 映像

170 織物の三原組織 映像

171

実験（７点）
• 吸湿性実験　
• 通気性実験　
• 保温性実験　
• 含気率実験　
• 染色性実験　
• 強度実験　
• 燃焼性実験

映像

174 洗濯機による洗濯 映像

174 被服の汚れの種類 映像

176 洗剤によって汚れが落ちる様子 Dマーク

178 しみ抜きの方法 映像

183

被服製作の基礎技能　１）製作の基本
（３点）
• 裁断　
• しるし付け　
• まち針の打ち方

Dマーク
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184

被服製作の基礎技能　２）ミシン縫い
（８点）
• 準備する　
• コントローラーなどの使い方　
• 下糸を巻く　
• 下糸を入れる　
• 上糸をかける　
• 下糸を引き出す　
• 送り調節器　
• ミシン縫い

Dマーク

185

被服製作の基礎技能　３）手縫い　
（８点）
• ボタン付け　
• 玉結び　
• 玉どめ　
• なみ縫い　
• 半返し縫い　
• 本返し縫い　
• まつり縫い　
• スナップ付け

Dマーク

193 浴衣の畳み方 Dマーク

194
浴衣の着方
• 男性の場合　
• 女性の場合

Dマーク

196 富岡製糸場 映像

201 「私のキャリア」大須賀彩さん Dマーク

208 バリアフリー住宅 映像

210 災害に備えた住まい方 映像

211 火災対策 映像

216 日本各地の住まい 映像

223 自然を生かした住まいの工夫 映像

227 「私のキャリア」永山悟さん 映像

231

悪質商法などの例（10点）
• 悪質な訪問販売　
• キャッチセールス　
• アポイントメントセールス　
• フィッシング詐欺　
• 催眠商法（SF商法ともいわれる）　
• 点検商法　
• デート商法　
• 当選商法　
• ワンクリック詐欺　
•  インターネットオークションや通信

販売での詐欺

Dマーク

239 消費生活センター 映像

239 国民生活センター 映像

259 プロに聞く！ エシカル協会　
末吉里花さん Dマーク

261 「私のキャリア」川口加奈さん 映像
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