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●教育情報専門・教員専用の会員制サイト
入会金・会費などが無料の教育資料専門情報サイトです。先生
をサポートする教材・資料，全国の高校の先生方による実践事
例・教材研究など，信頼性の高いコンテンツの宝庫です。

●東書メール
毎月，1か月間の新着情報を見やすく整理して，
会員にEメールでお知らせしています。毎月1
回，第2金曜日発行

高等学校　家庭の広場

※東書Eネットへのご入会は，パソコンから東
書Eネットへアクセスしていただき，「入会手続
き」ページよりオンライン登録をしていただく
か，同ページから入会申込書を印刷していた
だき，必要事項をご記入の上，FAXまたは郵送
で東書Eネット事務局へお送りください。

新学習指導要領の関連資料など，最新の情報が満載です。

●Super Live View
　小論文解答例集
　PDFデータもあります。

●「高校家庭科ワークシート」
　シリーズ

●評価問題素材集

●「1時間調理シート」
　シリーズ

最新版は
北海道地方の
郷土料理です。

最新版は,
観点別

評価問題です。

シラバス・評価規準のデータ(Word,一太郎，PDF)をご用意しております。

授業に役立つ教授用資料のデータを豊富にご用意しております。

テストづくりに
お役立て
ください。

先生のための教育情報サイト

東京書籍（株）　教育情報センター
TEN・HP管理チーム 家 庭 科

教材のご案内
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�SDGsシール（１枚）

付属品（生徒１冊ごと）

準拠
教材

令和４年度 
新課程教科書 
準拠 学習ノート 自立・共生・創造

定価570円（本体518円）
AB判　本文1色
128ページ

家庭基礎学習ノート
自立・共生・創造

定価640円（本体582円）
AB判　本文1色
144ページ

家庭総合学習ノート
自立・共生・創造

▲ 基礎 p.30−31
詳細は次ページをご覧ください。

�評価の3観点を意識した編集
Point 3 評価に役立つ！

３観点評価を
意識した授業に！

学習内容の
要点整理に！

宿題や
家庭学習に！反転学習に！定期考査前の

まとめに！

�付録として
SDGs シールが付きます
（1冊につき 1枚）。

Point 2

教科書完全準拠で，
教科書を読みながら
自学自習で進める
ことができます。

毎授業の学習内容が
SDGsのどの目標と
関連しているか，
生徒が考えて記入する
ことができます。

Point 2

学習ノートを予習課題として
基礎的な知識・技能は自分で学び
ご授業では話し合いや体験的な
学習を充実させるなど，
反転授業にも活用いただけます。

Point 1

Point 1

動画やシミュレーションなど，
豊富な QR コンテンツで，
より学習を深めることができます
（教科書「Dマークコンテンツ」を
利用したコンテンツ）。

Point 1

�自習・宿題・定期考査前・
� 反転授業の課題に

Point 1 自学自習に役立つ！
�プリント等で使えるSDGsシール
�自分で考えて書く「今日のSDGs」

Point 2 SDGsの学習に役立つ！
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教師用
朱書編データ
ご購入校は，弊社教師用ウェブサイト
にて教師用朱書のPDFデータをダウン
ロードしていただけます。

※ 毎年春に，最新年度版データがダウ
ンロード可能です。詳しくは弊社「指
導書サポートページ」をご覧ください。

評価の観点マークと
ご指導のヒントを掲載し,
評価をしやすくしています。

準拠教材 学習ノート

評価の3観点を意識した編集
Point 3 評価に役立つ！

▲ 基礎 p.116

▲ 基礎 p.62−63

※ 画面は開発中のものです。仕様や内容は変更になる可能性があります。

教科書の
指導資料（別売）には，
Googleフォーム版と
Microsoft�Forms�版も
ご用意しております。

さらに…�
教科書の指導資料（別売）には学習ノートの
Word（生徒用）・PDF（生徒用・教師用朱書）データを収録。
教師用朱書データには，各設問の
「評価の観点例」（知・思・態）もご紹介しています。

知識・技能

観点 1
主体的に学習に
取り組む態度

観点 3
思考・

判断・表現

観点 2

▲ 基礎 p.123

▼ 基礎 p.1

評価の観点
マーク

ご指導の
ヒント

巻頭に，生徒の思考の深まりを
見取るのに役立つ

「家庭科の学びポートフォリオ」
ページを設けました。

各見開きに，
生徒の振り返りを促す

「自己評価欄」を
設けました。

教科書のグラフ読み取りや
自分の考えの記述，
調べ学習など，生徒に
しっかりと考えさせる
設問も用意しています。

巻末に
「家庭科の学習を振り返ろう」
の記述問題を設けました。

教科書完全準拠で，
基礎的・基本的な
内容を網羅しています。

観点 1

章末に「重要ワード CHECK!」があり，
小テストとして活用可能です。

観点 1 観点 3

観点 3

観点 2

観点 2
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資料＋成分表  スーパーライブ　 ビュー標準
教材

スーパーライブビュー AB判 オールカラー 360ページ
定価950円（本体864円）

　教科書の学習をさらに深める資料や，視野を広げる特集
を豊富に掲載した資料編と，「日本食品標準成分表2020
年版（八訂）」に準拠した成分表編で構成されています。
成分表編は，グラフと表の2パターンを掲載しています。

▲ p.54−55

資料編

教師用DVD-ROM

●グラフデータ
　資料編に掲載している
グラフの画像データを収
載しました。プリントづく
りにお役立てください。

JPEG

資料＋食品成分表
スーパー
ライブビュー

　基本的な調理用語を50音順に配列していま
す。「調理の基本」では，「ゆでる」「炊く」「煮
る」などの調理の基本を写真や図を使ってコン
パクトにまとめています。

　別冊�50音順�
調理の基礎知識
1

生徒用

　別冊�SDGs資料
「Take�Action!�SDGs」

2

　SDGsの解説資料を1冊にまとめました。

　SDGsシール（1枚）3

　SDGsの17の目標をシールにいたしました。家庭科の
ご授業や，高校でのさまざまな活動でご活用ください。

表・グラフやイラストを
多用し，データを視覚的に
見ることができます。

大学入試問題を参考にした
「発展」を設けました。
小論文対策に最適です。

話題性の高いデータや
２コマ漫画を用いた導入を
設けました。

教師用

●小論文解答例集
　資料編の「発展」に対する解答
例集データです。（一部を除く）

PDF

　食品成分表編の
写真データです。

（一部を除く）

●食品写真集 JPEG

付属品が
充実して
います！
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教材ラインナップ　一覧

教科書準拠教材

教番 コード 教材名 判型 本体価格 定価（税込） 掲載ページ
家基701 38133 家庭基礎　学習ノート　自立・共生・創造 AB 518 570

2-5
家総701 38132 家庭総合　学習ノート　自立・共生・創造 AB 582 640

教番 コード 教材名 本体価格 定価（税込） 掲載ページ

家基701
46461 デジタルワークブック

家庭基礎　学習ノート
［書籍購入済］※1 209 230

6-7
46261 ［書籍未購入］※2 518 570

家総701
46462 デジタルワークブック

家庭総合　学習ノート
［書籍購入済］※1 209 230

46262 ［書籍未購入］※2 582 640

※1　書籍版を「デジタルワークブック」よりも先、または同時に購入される場合は、［書籍購入済］価格でご購入いただけます。
※2　「デジタルワークブック」を先に購入し、後から書籍版を購入される場合は、［書籍購入済］価格への変更はできません。

＊本パンフレットに記載の内容および製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
＊Microsoft，Microsoft Edge，Microsoft Forms，Windows は，マイクロソフトグループ企業の商標です。
＊Google，Chromebook，Chrome OS，Google Chrome，Google フォームは Google LLC の商標です。
＊iPad，iPad Air，iPad mini，iPadOS，iPad Pro，Safariは，米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

家庭基礎　学習ノート
AB判　1色　128ページ
付属品：SDGsシール，別冊解答編

家庭総合　学習ノート
AB判　1色　144ページ
付属品：SDGsシール，別冊解答編

新
課
程
用

デジタルワークブック
家庭基礎　学習ノート

デジタルワークブック
家庭総合　学習ノート

書籍
学習ノート

クラウド配信
デジタルワークブック
※学習者用デジタル教材

標準教材

コード 教材名 判型 本体価格 定価（税込） 掲載ページ
37730 スーパーライブビュー AB 864 950 8-9
46609 家庭科ワークブック　人間の発達と保育（家庭科用図書） B5 2000 2200

資料+成分表　スーパーライブビュー
AB判　4色　360ページ
付属品：	 生徒用 	別冊50音順調理の基礎知識，	

別冊SDGs資料，SDGsシール
	 教師用 教師用DVD-ROM

家庭科ワークブック
人間の発達と保育
B5判　1色　144ページ資料集

書籍
家庭科用図書
書籍

▲ p.142−143

▲ p.212−213

成分表編

◦グラフ形式
・�各食品に含まれる栄養素の量が，�
「見て分かる」グラフ形式です。
・�高校生に身近な食品をピックアップしています。
・食品の豆知識を掲載しています。

◦表形式
・�日本食品標準成分表 2020 年版（八訂）掲載の�
ほぼ全ての食品・栄養素を掲載しています。
・食品の写真と，解説を掲載しています。

標準教材 資料＋成分表��スーパーライブビュー
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