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実教出版
定価は2018年4月1日現在のものですが，一部の商品は変更する場合もありますので，ご了承ください。

デジタルコンテンツのサンプルを，スマートフォン等で
ご覧いただけます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

指導資料のご案内
家庭科実教出版

31平成                   年度用



実教出版株式会社　http://www.jikkyo.co.jp/

本　　社　〒102-8377 東京都千代田区五番町5　電話03-3238-7773～ 7　Fax.03-3238-7755
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九州支社　〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル　電話092-473-1841　Fax.092-471-7529

指導資料ラインアップ先生をサポートする

この冊子の表紙を『 RICOH CP Clicker（iOS/Android  アプリ）』で撮影することで，
デジタルコンテンツのサンプルをご覧いただけます。ぜひご体験ください。

視聴方法
①アプリ「CP Clicker」をインストールしてください（初回のみ）。
②アプリ「CP Clicker」を起動してください。
③スキャンモード　　 にし，スマホ画面に表紙全体がはいるようにかざします。
④表紙が認識されると，コンテンツが表示されます。
　※コンテンツは画面を横長にしてご覧ください。
　※コンテンツのサンプルは無料でご覧いただけますが，通信会社との契約内容によっては，
　　アプリのダウンロードや動画再生の際に別途通信費用がかかる場合があります。

TM

RICOH CP Clickerの
インストール

または
◆検索ワード
リコー　クリッカー

注①：「新調理実習DVD」以外の指導資料の各商品構成は，単独の販売ではありません。
注②：31年度用「教師用DVD」に収録する授業展開スライドデータを単独で扱うDVDです。

指導資料名

 314
新家庭基礎 指導資料
全点セット

家庭基礎・家庭総合
授業展開スライドDVD

（注②）

（注①）

 315
新家庭基礎21 指導資料
全点セット

 309
新家庭総合 指導資料
全点セット

新調理実習DVD

 314
新家庭基礎 指導資料
授業ガイダンス
+教師用DVD

 315
新家庭基礎21 指導資料
授業ガイダンス
+教師用DVD

 316
新図説家庭基礎
指導資料
全点セット

 316
新図説家庭基礎
指導資料
授業ガイダンス+教師用DVD

 309
新家庭総合 指導資料
授業ガイダンス
+教師用DVD

家庭基礎･総合 共通指導資料
指導者用デジタル教科書
+教師用DVD
+新調理実習DVD

定　価

紙媒体 DVD 媒体

本体36,000円+税

本体36,000円+税

本体36,000円+税

本体36,000円+税

本体21,000円+税

本体21,000円+税

本体21,000円+税

本体21,000円+税

本体18,000円+税

本体7,000円+税

本体3,000円+税

（B5判）

（B5判）

（B5判）

（B5判）

（AB判）

（AB判）

（B5判）

（B5判）

B5判3巻セット B4判 B5判 DVD1枚 DVD1枚 DVD1枚DVD2枚



指導資料・デジタルコンテンツの構成
実教出版の「家庭基礎・家庭総合」

教科書

 指導資料・冊子 

》》 授業ガイダンス

》》 プリント用ツール

》》 評価問題集

》》 小論文対策集

 指導資料・デジタル

》》 指導者用デジタル教科書

》》 教師用DVD

》》 新家庭科テスト問題作成ソフト

》》 DVD映像セレクション

学習指導計画案

指導資料ラインアップ・家庭科

指導資料ラインアップ・福祉科

・・・・・・・・・・・・・・・・p. 2

・・・・・・・・・・・・・・p. 4

・・・・・・・・・・・・・p.18

・・・・・・・・・・・・・・・・・p.20

・・・・・・・・・・・・・・・p.22

・・・・・・・・・・・・p.24

・・・・・・p.26

・・・・・・・・・・・・・・・・・p.34

p.48

・・・・・・・・p.49

・・・・・・・・・・・・・・・・p.50

・・・・p.52

・・・・p.53

●教科書の内容を
中心に，定期テス
トを想定した問
題集

●B4判
　1ページ1テーマ

評価問題集

●電子黒板などで教科書の紙面を掲示できる
●調理実習・縫い方・ミシンの使い方        ・
　子どもの動画        を収録
※基礎・総合それぞれの教科書に対応しています。

指導者用デジタル教科書

p.26～33

p.22～23

p.20～21

教師用DVD
●教科書本文・
　図版（モノクロ）データ（Word）
●教科書図版（カラー）データ（PNG）
●授業展開スライド（PowerPointデータ）
●プリント用ツールデータ（記入用：Word）（解答入り：PDF）
●評価問題集データ（PDF）
●調査・研究実践例（PDF）
●届出用紙（PDF）
●教科書準拠学習ノートデータ（Word）
※基礎・総合の教科書4点分を収録しています。 p.34～47

●教科書のテーマにそった授業用プリント
●教科書の内容確認だけでなく，考察したり

調査したりする内容も収録
●B5判／見開き1テーマ

プリント用ツール

p.18～19

●DVDプレイヤー再生の動画

新調理実習DVD

p.28～29

写真やイラストだけでなく，
映像でよりリアルに伝えたい。

●大学のAO入試などに向けた小論文対策集
●小論文の最近の傾向についての解説
●家庭科に関わる全45テーマで，出題・解答

例・キーワードなどをコンパクトにまとめま
した

●B5判／45テーマ
※基礎・総合の教科書4点に対応しています。
　内容は共通です。

小論文対策集

社会で起きているできごとについて，
より考察を深めてもらいたい。
大学入試を考えている生徒をサポートしたい。

生徒に授業内容のポイントを伝えたい。
ただ覚えるだけでなく，
考えたり深めたりしてほしい。

生徒がどれだけ
知識を身につけたか，
確認したい。

指導資料の構成は
どの教科書でも同じです。

新家庭基礎314

新家庭基礎21315

新図説家庭基礎316

新家庭総合309

INDEX

充実の

指導資料
ラインアッ

プ ●教科書内容について，ポイントとなる教材を解説
●授業展開例や年間指導計画案などを掲載
●授業で活用できる資料やワークシートを収録
●新家庭基礎／新家庭基礎21／新家庭総合・・・B5判
　新図説家庭基礎・・・AB判

授業ガイダンス 3巻構成

p.4～17

教科書の内容について，ポイントをおさえたい。
授業の展開方法を考えたい。

・・・基礎・総合の教科書4点分を収録
・・・教科書4点共通の内容です。
・・・教科書ごとに対応した内容です。



指導資料・デジタルコンテンツの構成
実教出版の「家庭基礎・家庭総合」

教科書

 指導資料・冊子 

》》 授業ガイダンス

》》 プリント用ツール

》》 評価問題集

》》 小論文対策集

 指導資料・デジタル

》》 指導者用デジタル教科書

》》 教師用DVD

》》 新家庭科テスト問題作成ソフト

》》 DVD映像セレクション

学習指導計画案

指導資料ラインアップ・家庭科

指導資料ラインアップ・福祉科

・・・・・・・・・・・・・・・・p. 2

・・・・・・・・・・・・・・p. 4

・・・・・・・・・・・・・p.18
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・・・・・・・・・・・・・・・・p.50
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●教科書の内容を
中心に，定期テス
トを想定した問
題集

●B4判
　1ページ1テーマ

評価問題集

●電子黒板などで教科書の紙面を掲示できる
●調理実習・縫い方・ミシンの使い方        ・
　子どもの動画        を収録
※基礎・総合それぞれの教科書に対応しています。

指導者用デジタル教科書

p.26～33

p.22～23

p.20～21

教師用DVD
●教科書本文・
　図版（モノクロ）データ（Word）
●教科書図版（カラー）データ（PNG）
●授業展開スライド（PowerPointデータ）
●プリント用ツールデータ（記入用：Word）（解答入り：PDF）
●評価問題集データ（PDF）
●調査・研究実践例（PDF）
●届出用紙（PDF）
●教科書準拠学習ノートデータ（Word）
※基礎・総合の教科書4点分を収録しています。 p.34～47

●教科書のテーマにそった授業用プリント
●教科書の内容確認だけでなく，考察したり

調査したりする内容も収録
●B5判／見開き1テーマ

プリント用ツール

p.18～19

●DVDプレイヤー再生の動画

新調理実習DVD

p.28～29

写真やイラストだけでなく，
映像でよりリアルに伝えたい。

●大学のAO入試などに向けた小論文対策集
●小論文の最近の傾向についての解説
●家庭科に関わる全45テーマで，出題・解答

例・キーワードなどをコンパクトにまとめま
した

●B5判／45テーマ
※基礎・総合の教科書4点に対応しています。
　内容は共通です。

小論文対策集

社会で起きているできごとについて，
より考察を深めてもらいたい。
大学入試を考えている生徒をサポートしたい。

生徒に授業内容のポイントを伝えたい。
ただ覚えるだけでなく，
考えたり深めたりしてほしい。

生徒がどれだけ
知識を身につけたか，
確認したい。

●教科書の内容を

●B4判
　1ページ1テーマ

指導資料の構成は
どの教科書でも同じです。
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新図説家庭基礎316

新家庭総合309

INDEX

充実の

指導資料
ラインアッ

プ ●教科書内容について，ポイントとなる教材を解説
●授業展開例や年間指導計画案などを掲載
●授業で活用できる資料やワークシートを収録
●新家庭基礎／新家庭基礎21／新家庭総合・・・B5判
　新図説家庭基礎・・・AB判

授業ガイダンス 3巻構成

p.4～17

教科書の内容について，ポイントをおさえたい。
授業の展開方法を考えたい。

・・・基礎・総合の教科書4点分を収録
・・・教科書4点共通の内容です。
・・・教科書ごとに対応した内容です。
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授業ガイダンス
◆教科書を縮刷りで掲載し，解説（ガイダンス）を設けます。
◆さらに，授業展開例や資料などを単元ごとにまとめます。
◆分野ごとの3分冊の構成です。 実例は，p.4～17をご覧ください。

プリント用ツール
◆教科書の内容確認や作業ができるよう，教科書の
　各節のテーマに対応させたプリント形式の冊子です。
◆教科書のすべての単元についてご用意します。

実例は，p.18～19をご覧ください。

評価問題集
教科書の節ごとに内容確認ができる
ようにした，テスト形式の問題集です。

実例は，p.20～21をご覧ください。

小論文対策集
教科書で学んだ事柄に関連したテーマを設定し，簡単なキーワード解説
や論文と解答例を紹介。小論文の練習ができるようになっています。

実例は，p.22～23をご覧ください。

指導資料

「家庭基礎・家庭総合」指導資料のご案内

ガイダンス 3分冊構成

①家族・子ども・高齢者・福祉
②食生活・衣生活
③住生活・消費・経済

新図説家庭基礎家基316

①自立・食生活・衣生活
②住生活・消費生活・環境
③生き方・子ども・支えあい

新家庭基礎21家基315

①家族・子ども・高齢者・福祉
②食生活・衣生活
③住生活・消費・経済

新家庭基礎家基314

①家族・子ども・高齢者・福祉
②食生活・衣生活
③住生活・消費・経済

新家庭総合家総309

小論文対策集授業ガイダンス プリント用ツール 評価問題集冊 子

データも
ご用意しています。

p.34

データも
ご用意しています。

p.34
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授業ガイダンス
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◆分野ごとの3分冊の構成です。 実例は，p.4～17をご覧ください。

プリント用ツール
◆教科書の内容確認や作業ができるよう，教科書の
　各節のテーマに対応させたプリント形式の冊子です。
◆教科書のすべての単元についてご用意します。
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教科書で学んだ事柄に関連したテーマを設定し，簡単なキーワード解説
や論文と解答例を紹介。小論文の練習ができるようになっています。

実例は，p.22～23をご覧ください。

指導資料
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第 1章　自分らしい生き方と家族16

教科書
教科書▶

自分を見つめる1

解説

　下図の「自分自身に満足し
ているか」という問いに対し，
「そう思う」「どちらかといえ
ばそう思う」と回答した日本
人の若者は 45.8% で，他の
国々の若者より低率を示して
いる。高い理想や向上心の表
れともいえる結果かもしれな
いが，「今の自分」を受容し，
過小評価することなく，自分
らしさを生かした進路選択が
できるようでありたい。「自分
についての誇り」をたずねた
結果を見ると，「やさしさ」「ま
じめ」「忍耐力，努力家」「明
るさ」が上位に挙がっている。
「容姿」に誇りを持っていると
回答した者は33.4%で，選択
肢の中で最も低率である。し
かし，他国の若者は，総じて
日本の若者よりも自己評価が
高い。日本の若者が特に謙虚
なのかもしれないが，自分の
長所を生かし，短所も自覚し
て改善をはかろうとする前向
きな積極性を持って，ものご
とに取り組めるようでありた
い。だれもがみな，他者とは
異なる存在である。自分を他
者と比較するのではなく，自
己分析を通して「よりよい自
己像」を構築できるようにし
たい。

そう思わない

内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（2013年）」による

日本（n＝1175）

韓国（n＝1026）

アメリカ（n＝1036）

英国（n＝1078）

ドイツ（n＝1034）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

7.5 38.3 31.9 22.3

29.7 41.8 18.5 9.9

46.2 39.8 9.9 4.1

39.8 43.3 12.3 4.5

29.1 51.8 15.2 3.9

●私は自分自身に満足している（％）

1.自分を見つめる 17

教科書
教科書▶ p.6～ 7

図解説
　子どものころの「自然体験」
が多い者は，少ない者よりも
意欲・関心が高い。また，友
達との遊びを多く体験した者
のほうが，規範意識が高い傾
向がある。地域活動を多く体
験した者は，「職業意識」が高
い。以上の傾向から，子ども
時代に活動を通して自らの視
野を広げて触れ合ったり学ん
だりした体験が，大人になっ
てからの考え方の基礎をつく
るといえそうだ。子どものこ
ろから社会に目を向け，自分
で見て聞いて考える経験が積
み重ねられて，自己形成がは
かられることが示唆される。

　私たちはさまざまな環境に
属し，多くの人々とかかわり
合って生きている。自分にと
って必要不可欠な環境や，自
分が必要とされ，そこで役割
を果たすことが期待されてい
る環境など，環境内で自分が
置かれている立場や役割はそ
れぞれ異なっている。「今の自
分」は，多様な人間関係の中
で磨かれ，鍛えられ，成長し
ている。自分にとって，周り
の人々はどのような存在なの
か，また周りの人々にとって
の自分とは，どのような存在
なのか，改めて見直してみる
ことによって，「自分自身」の
現在の姿が客観的に理解でき
るようになるだろう。Activity
を通して，生徒達が自分を見
つめ直すための視点を与えた
い。

解説

　男女共同参画社会基本法第 2条において，男女共同参画社会とは，「男女が，
社会の対等な構成員として，自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ
る活動に参画する機会が確保され，もって男女が均等に政治的，経済的，社
会的及び文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を担うべき社会」
と定義されている。性別によって固定的な役割があると見なし，生き方に限
定的な枠組みを設定するのではなく，一人ひとりにはその人の資質・能力に
ふさわしい役割があると考え，だれもが自分らしい生き方を選択し，自分の
能力を最大限に生かすことができる社会の実現を目指したい。

解説　男女共同参画社会

●教科書の全単元についての解説書（教科書紙面  縮刷り入り）
●授業展開例や授業で活用できる資料・ワークシートを紹介
●授業に直結したガイダンス授業ガイダンス（縮刷りページ）

家基314 新家庭基礎を例に紹介しています。
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18 第１章　自分らしい生き方と家族

1 ─  自分を見つめる

❶さまざまな視点から自分を見つめ，自分の適性＝長所に気づく。
❷将来と現在のつながりを認識し，現在の自分の置かれた位置と目標を明確にする。

■ 導入ワークシート（私ってどんな人？　じっくり自分を見つめてみよう。）
　自分のことを見つめ，空欄に記入してみよう。また，理由も書き込んでみよう。

授業の項目 授業の展開・授業内容 参考資料など

1. これまでの自分を振り返
って

①「自分」って何？

②適性について考えよう

●導入…自分を客観的に見つめ，「自分らしさ」を表現し

てみる。自己紹介とあわせて取り組んでもよい。
・自分を主観的・客観的に見つめる。自分を理解すると共

に，自分を取り巻く他者への理解を深める。
・導入，ワークシートの作成などをとおして，自分の適性

について気づく。
・自分らしさを自分の良い点としてとらえ，適性として考

えてみる。

⇒導入ワークシート

▶教科書p.7図1

⇒Check Upワークシート

⇒資料１

2. これからの自分をつくる

①将来の生活設計
○将来の夢，就きたい職業などを考えてみる。
○個性や能力のいかされる男女共同参画社会の実現を考

える。
・さまざまな人々とのつながりの中で，豊かな人間関係を

築くことについて考える。
・自己の個性＝自分らしさを大切にすると共に，他者の個
性を理解し，尊重し合うことの大切さについて考える。

⇒Activityワークシート

項目 答え 理由

小学生のころ，なりたかった職業，やり
たかった仕事は？

これまでの人生の中で出会った一番印象
に残っているできごとは？

友達からどんなことをよく言われる？

家族からどんなことをよく言われる？

私の長所は？

私の短所は？

今一番熱中していることは？　趣味は？

尊敬している人物は？

最近，気になっていることは？

これからやりたいことは？

教科書

授業展開例
p. 6～ 7

2 時間

本時のねらい

191.自分を見つめる

■ Check Upワークシート（あなたはどんな人だと思われている？）
　自分には，いろいろな立場がある。今の自分の中で一番大きな位置を占めているのは，どの自分だろうか？　ワークシート例
を参考に，友だち，まわりの人々から見た自分を描いてみよう。

■ Check Upワークシート（私ってどんな人？　主観と客観）
1.　二人一組になって，以下のワークシートに従って自己紹介・他己紹介をしてみよう。
 ＜自己紹介＞ ＜他己紹介＞

私の性格は
（ ）です。

彼・彼女の性格は
（ ）です。

私の得意なことは（ ）です。 彼・彼女は（ ）が得意です。

私は（ ）が苦手です。 彼・彼女は（ ）が苦手です。

将来は（ ）と考えています。
将来，彼・彼女は（ ）になるのではと
思います。

その他 その他

※それぞれに記入して，交換する。
2.　相違する点があったか？　なぜ，違うのか，考えてみよう。その際に，教科書の図を参考にして考えてみよう。

はやとおばさん

家族

じいちゃん ばあちゃん

（例）

いっしょにギターをひく。
おなじクラス，おなじクラブ。

自分

には，まわりの人々の名称など
○には，まわりの人々から見た自分の名称を書いてみよう。○の大きさや形を工夫するとよい。

公益財団法人国際文化フォーラム「であい：７人の高校生の素顔」（http://www.tjf.or.jp/deai/）による

授業ガイダンス（授業展開例+資料ページ）
家基314 新家庭基礎を例に紹介しています。

●教科書の全単元について授業のフローや活
用資料をご紹介していますので，授業展開の
ヒントとして利用できます。また，導入ワーク
などのワークシートも掲載しています。

授業の流れがイメージしやすい
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授業ガイダンス（授業展開例+資料ページ）
家基316 新図説家庭基礎を例に紹介しています。

本時のねらい

❶食料自給の現状を理解し，問題点をグローバルな視点から考え，理解する。
❷大量生産，大量消費の生活が引き起こした問題や現代の状況を理解する。
❸食品の安全性を確保するためにどのようにしたらよいかを考える。

12─ 食料自給率と食品の安全性2時間

p.92～ 93教科書▶

p. 70

70 第 1 章　食生活をつくる

授業の項目 授業の展開・授業内容 参考資料など

①食料自給率と輸入 ○食料自給率の現状を理解する。
・先進国の中でも極端に低く，39% しかない。
・輸入品を除いては，和食をつくることさえも難しい。

［低下の理由］
・食生活の変化，多様化（畜産物，油脂の増加，さまざまな食べ物

を，いつでも食べられる）。
・産業構造の変化（第一次産業の割合の低下）。
・安価な食べ物を求める。

［自給率の低い日本の食生活の問題］
・生産国の状況で輸入がストップすると食料が不足する。
　（原因：天災，戦争，伝染病，生産国での需要増加）
・生産国の環境や労働者の労働条件への悪影響。
・輸送エネルギーなど資源の浪費。
○食料問題は，一国のみの問題ではなく，地球規模の問題として扱

われていることを理解する。

▶教科書 p.92，
⇒資料１・２・３・４・５
⇒資料６

⇒資料７・８・９

②食品の安全性 ○過去にあった食品の安全性にかかわるできごと（BSE など）を知る。
○食品の安全に関しては，不安も多い。
◆最近起きた食品の安全性にかかわる事件を調べてみよう。
○遺伝子組換えについて理解する。
　メリット： 直接遺伝子を操作するため，短期間に目的に沿った種

子をつくることができる。
　　　　　　手間や時間をかけずに収量を得ることができる。
　デメリット：自然界への影響や長期的な安全性などに疑問が残る。
・表示の読み方，表示対象食品について知る。
○ポストハーベストについて理解する。
○安全な食品を求めてオーガニック食品も広がっている。表示を確
認し，選択することが大切。

○安全を確保するための法律やしくみを理解する。
○食品の安全性を確保するためにどのようなことができるか，どの

ように商品を選択していったらよいか考える。

⇒資料 10
⇒資料 11・12・13
⇒資料 14
⇒資料 15・16・17

▶教科書 p.93

⇒資料 18

p. 71

7112. 食料自給率と食品の安全性

資料 1 我が国の食料自給率の推移 資料 2 農産物の輸出額―輸入額の比較（2013年度）

資料 3 食料自給率

　食料自給率とは，国内の食料消費が，国産でどの程度まかなえているかを示す指標である。一般に使用されて
いるのはカロリーベースの食料自給率であるが，品目別自給率（重量ベース）や生産額ベース自給率もある。
　計算式は以下の通りであるが，どの指標とも長期的に低下傾向で推移している。

品目別自給率＝　　　　　　　（＝国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫の増加量（又は＋在庫の減少量））

　（平成 27 年度：小麦の品目別自給率＝　　　　　　　　　　　　　　　　 　＝ 15％）

カロリーベース総合食料自給率＝　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「日本食品標準成分表 2015」にもとづき，重量を供給熱量に換算したうえで，各品目を足し上げて算出。

　（平成 27 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 39％）

生産額ベース総合食料自給率＝　　　　　　　　　　　　　　

　「農業物価統計」の農家庭先価格などにもとづき，重量を金額に換算したうえで，各品目を足し上げて算出。
　これは，食料の国内生産額を食料の国内消費仕向額で除したものに相当。

　（平成 27 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 66％）

　カロリーベース，生産額ベースの畜産物については，国産であっても輸入した飼料を使って生産された分は，
国産には算入していない。平成 27 年度の飼料自給率は 27% である。

国内生産量
国内消費仕向量

小麦の国内生産量（100.4 万トン）
小麦の国内消費仕向量（658.1 万トン）

１人１日当たり国産供給熱量
１人１日当たり供給熱量

１人１日当たり国産供給熱量（954kcal）
１人１日当たり供給熱量（2,417kcal）

食料の国内生産額
食料の国内消費仕向額

食料の国内生産額（10.5 兆円）
食料の国内消費仕向額（16.0 兆円）

品目別自給率
重量ベース
（重さを基準に計算）

総合食料自給率

カロリーベース（食べものに含ま
れるエネルギー量を基準に計算）

生産額ベース
（食べものの価格を基準に計算）

食料自給率
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授業ガイダンス（授業展開例+資料ページ）
家基316 新図説家庭基礎を例に紹介しています。

本時のねらい

❶食料自給の現状を理解し，問題点をグローバルな視点から考え，理解する。
❷大量生産，大量消費の生活が引き起こした問題や現代の状況を理解する。
❸食品の安全性を確保するためにどのようにしたらよいかを考える。

12─ 食料自給率と食品の安全性2時間

p.92～ 93教科書▶

p. 70

70 第 1 章　食生活をつくる

授業の項目 授業の展開・授業内容 参考資料など

①食料自給率と輸入 ○食料自給率の現状を理解する。
・先進国の中でも極端に低く，39% しかない。
・輸入品を除いては，和食をつくることさえも難しい。
［低下の理由］
・食生活の変化，多様化（畜産物，油脂の増加，さまざまな食べ物

を，いつでも食べられる）。
・産業構造の変化（第一次産業の割合の低下）。
・安価な食べ物を求める。
［自給率の低い日本の食生活の問題］
・生産国の状況で輸入がストップすると食料が不足する。
　（原因：天災，戦争，伝染病，生産国での需要増加）
・生産国の環境や労働者の労働条件への悪影響。
・輸送エネルギーなど資源の浪費。
○食料問題は，一国のみの問題ではなく，地球規模の問題として扱

われていることを理解する。

▶教科書 p.92，
⇒資料１・２・３・４・５
⇒資料６

⇒資料７・８・９

②食品の安全性 ○過去にあった食品の安全性にかかわるできごと（BSE など）を知る。
○食品の安全に関しては，不安も多い。
◆最近起きた食品の安全性にかかわる事件を調べてみよう。
○遺伝子組換えについて理解する。
　メリット： 直接遺伝子を操作するため，短期間に目的に沿った種

子をつくることができる。
　　　　　　手間や時間をかけずに収量を得ることができる。
　デメリット：自然界への影響や長期的な安全性などに疑問が残る。
・表示の読み方，表示対象食品について知る。
○ポストハーベストについて理解する。
○安全な食品を求めてオーガニック食品も広がっている。表示を確
認し，選択することが大切。

○安全を確保するための法律やしくみを理解する。
○食品の安全性を確保するためにどのようなことができるか，どの

ように商品を選択していったらよいか考える。

⇒資料 10
⇒資料 11・12・13
⇒資料 14
⇒資料 15・16・17

▶教科書 p.93

⇒資料 18

p. 71

7112. 食料自給率と食品の安全性

資料 1 我が国の食料自給率の推移 資料 2 農産物の輸出額―輸入額の比較（2013年度）

資料 3 食料自給率

　食料自給率とは，国内の食料消費が，国産でどの程度まかなえているかを示す指標である。一般に使用されて
いるのはカロリーベースの食料自給率であるが，品目別自給率（重量ベース）や生産額ベース自給率もある。
　計算式は以下の通りであるが，どの指標とも長期的に低下傾向で推移している。

品目別自給率＝　　　　　　　（＝国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫の増加量（又は＋在庫の減少量））

　（平成 27 年度：小麦の品目別自給率＝　　　　　　　　　　　　　　　　 　＝ 15％）

カロリーベース総合食料自給率＝　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「日本食品標準成分表 2015」にもとづき，重量を供給熱量に換算したうえで，各品目を足し上げて算出。

　（平成 27 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 39％）

生産額ベース総合食料自給率＝　　　　　　　　　　　　　　

　「農業物価統計」の農家庭先価格などにもとづき，重量を金額に換算したうえで，各品目を足し上げて算出。
　これは，食料の国内生産額を食料の国内消費仕向額で除したものに相当。

　（平成 27 年度：　　　　　　　　　　　　　　　　＝ 66％）

　カロリーベース，生産額ベースの畜産物については，国産であっても輸入した飼料を使って生産された分は，
国産には算入していない。平成 27 年度の飼料自給率は 27% である。

国内生産量
国内消費仕向量

小麦の国内生産量（100.4 万トン）
小麦の国内消費仕向量（658.1 万トン）

１人１日当たり国産供給熱量
１人１日当たり供給熱量

１人１日当たり国産供給熱量（954kcal）
１人１日当たり供給熱量（2,417kcal）

食料の国内生産額
食料の国内消費仕向額

食料の国内生産額（10.5 兆円）
食料の国内消費仕向額（16.0 兆円）

品目別自給率
重量ベース

（重さを基準に計算）

総合食料自給率

カロリーベース（食べものに含ま
れるエネルギー量を基準に計算）

生産額ベース
（食べものの価格を基準に計算）

食料自給率
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授業ガイダンス（詳細解説+授業展開例ページ）
家基315 新家庭基礎21を例に紹介しています。

詳細解説

家族法

家族法という名称：日本には「家族法」という法律はない。
民法典の第4編親族，第5編相続の部分があわせて「家族法」
と呼ばれ，いわゆる「財産法」部分と対比されてきた。
　フランス・ドイツでも，家族に関する私法規範を含む民
法典が成立したのは，近代以降のことである。近代以前に

は，婚姻・出生・死亡といった身分変動は教会法の管轄事
項であった。もっとも，ドイツ法では，家族法と呼ばれる

のは第4編家族だけであり，第5編相続を含めて家族法と

は呼ばない。フランス法は，夫婦財産法や相続法を契約や

不法行為などとともに第3編の「財産の取得方法」に含む。
　日本でも，相続法は親族法とは異質の要素を含むので，

あわせて家族法と呼ぶ呼び方を改め，社会保障法をはじめ

とする家族に関する法を含めて家族法と呼んだほうがいい

という考え方もある。
日本家族法小史：日本では1890年に民法典の草案が完成
されたが，その家族法部分に対し，個人本位・旧慣無視と

の強い非難が浴びせられて（法典論争）修正され，「家」制度
を軸とした明治民法が1898年に制定されることになった。
　1946年に制定された日本国憲法（24条）は，家族生活
における個人の尊厳と男女の平等を宣言した。これに伴い，
1947年末「家」制度を一掃し，男女平等を実現した新民
法の親族・相続編が成立した（1948年1月1日施行）。当
時は世界的に見ても先進的な内容であったが，近年の家族
の変化に十分対応できず，改正の必要性が議論されている。

民法改正法律案要綱

　1996年法制審議会から民法改正法律案要綱が答申され

たものの法案提出は断念された。以降，議員立法案は繰り

返し提出されているが，政府からの提出はなされていない。
　1999年，「社会における制度又は慣行が，性別による固
定的な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の

選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより，男女共
同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。」（4条）と定
める男女共同参画社会基本法が施行された。
　同法に基づいて，2000年から4年ごとに閣議決定され

ている男女共同参画基本計画は，2016年までに第4次と

なっているが，いずれも，上記第4条に関連して，家族法
（民法の第4編，第5編の相続の部分はあわせて家族法とい

われる）の改正の検討を掲げた。
　日本政府は，1993年以来，5つの国連の機関（自由権
規約委員会，子どもの権利委員会，社会権規約委員会，女
性差別撤廃委員会，人権理事会）から家族法改正につき勧
告を受けてきた。
　婚外子の相続分規定は，これを違憲とする2013年9月4
日の最高裁大法廷決定後に，同年12月に廃止された。女
性のみの再婚禁止期間の規定についても，100日を超える

部分は違憲との判断を示した2015年12月16日の最高裁
大法廷判決後の2016年6月，6か月間から100日に短縮さ

れた（p.20）。

家族に関する法律

①夫婦別産制：夫婦財産契約がないときに適用される法定
財産制は，自分の財産は自分に帰属し，自分で管理する夫
婦別産制である。婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己
の名で得た財産（相続，贈与，等）は，一方が単独で有す

る財産とされる（民法762条1項）。しかし，夫の収入で得
た財産は夫のものとされ，妻の家事労働が考慮されないと，
実質的な夫婦平等が達成できない。財産分与請求権，相続
権等により，不平等が生じないよう配慮がされているとい

うが（最大判昭36.9.6），問題が残されている。
②離婚時の年金分割：合意又は裁判所の決定があれば，厚
生年金の分割を受けられる（厚生年金保険法78条の2,人
訴法32条1項）。分割割合は，婚姻期間中の夫婦の保険納
付記録の合計の半分が一般的である。国民年金の3号被保
険者については，2008年4月以降，第2号被保険者である

配偶者の厚生年金保険料納付記録の2分の1の分割が当然
に認められる（厚生年金保険法78条の13，14）。
③養子縁組：養親となる者と養子となる者との合意に基づ

く届出の受理により成立する（民法799条，739条）。未成
年養子縁組の場合，特則がある。養子となる者が15歳未
満のときの代諾縁組（797条1項）／家庭裁判所の許可が

必要（798条，ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子と

する場合は不要）／配偶者のある者が未成年者を養子にす

る場合，原則として夫婦が共同して縁組（795条本文）。
④親権：歴史的には家長たる父に子は服従すべきとして，
親の権利と捉えられたが，現在では子の利益を守る親の義
務責任と考えられるようになった。2011年民法が改正さ

れ，「親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教
育をする権利を有し，義務を負う。」として，「子の利益の

ために」という文言が追加された。
⑤相続における法定相続分

配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹
第 1順位 1／2 1／2 

第 2順位 2／3 1／3 

第 3順位 3／4 1／4 

（以下p.170に続く）

◆法定相続分（民法900条）

24 1章　多様化した社会を生きる

授業の項目 授業の展開・授業内容 参考資料など

1．家族法の意義 ●導入…結婚や親子関係で不平等や疑問に思うことはな

いだろうか。

2．現在の家族法 ○明治民法と現行民法の比較
→「家制度」は家族の長である戸主が強い権限を持って

家族を統率し，他のものは戸主の命令・監督に服した。
→婚姻，夫婦，離婚，親子，扶養，相続。
○家族法は，家族（夫婦・親子・親族）の身分関係およ

び財産関係について定めている。
→現代の家族法の理念とは何か，確認させる。
→個人の尊厳と両性の本質的平等
○現行民法の問題点
→婚姻年齢，離婚原因，選択的夫婦別姓，事実婚，同性
婚，など。
→民法改正法律案要綱が答申されたが現在も全面的な改
正に至っていない。それぞれの内容について具体案を

考えさせる。
・婚姻年齢を男女ともに18歳とする。
・夫婦の同姓・別姓を選択可能とする。
・別居状態が5年以上なら離婚を認める，など。

▶教科書p.132表1
⇒板書例
▶教科書p.132囲み「「家」制
度」
➡プリント用ツール
　（p.9012）
▶教科書p.132囲み「憲法第

24条」
▶教科書p.133囲み「事実婚・
同性婚」
▶教科書p.132表1
⇒教科書p.133の授業展開例
⇒資料1
➡プリント用ツール（p.903）

▶教科書p.133囲み「家族に

関する法律」

3．これからの家族法 ○家族のなかの人権
→DV防止法，児童虐待防止法，高齢者虐待防止法，障
害者虐待防止法などが制定されている。
→身近な問題であることを認識させる。差別や抑圧のな

い社会の必要性を認識させる。
○多様化する家族の形態
→事実婚の増加，離婚・再婚の増加，国際結婚の増加な

ど多様な生き方を認めることが大切である。
・フランスのPACSのように税金，社会保障面で一定の

保護がある制度がある。
・ 国境を越えた子どもの連れ去りから子どもを守るため

にハーグ条約に批准した。
○生殖補助医療によって生まれてきた子の親子関係につ

いての法律上の問題点の理解
→人工授精，体外受精，代理出産

⇒板書例
▶教科書p.134囲み「セクシ

ュアルハラスメント」「DV

防止法」

▶教科書p.134「現代の窓」
⇒「持続可能性の視点」の授
業展開例

➡プリント用ツール（p.91）
⇒資料2

▶教科書p.135「現代の窓」
⇒資料3
➡プリント用ツール（p.914）

確認 ●まとめ…「確認」では，基本的な知識を確認し，現行
民法やDV・セクハラについて理解できたか確認させ

る。さらにこれからの家族，家庭，男女のあり方につ

いて自分の考えを持つことができるようにする。

⇒「確認」の授業展開例
➡プリント用ツール（p.91）

本時のねらい

2～3時間授業展開例 3─家族をめぐる法律はどうなっている？
教科書▶p.132～135

❶家族・家庭に関する法律は，時代とともに変化してきたことを理解する。
❷家族に関する法律の内容を理解し，これからの家族，家庭，男女のあり方を考える。
❸DVやセクシュアルハラスメントなどの差別・抑圧の内容と人権の保障について理解する。

253．家族をめぐる法律はどうなっている？

●教科書の全単元について授業のフローや活
用資料をご紹介していますので，授業展開の
ヒントとして利用できます。

授業の流れがイメージしやすい
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授業ガイダンス（詳細解説+授業展開例ページ）
家基315 新家庭基礎21を例に紹介しています。

詳細解説

家族法

家族法という名称：日本には「家族法」という法律はない。
民法典の第4編親族，第5編相続の部分があわせて「家族法」
と呼ばれ，いわゆる「財産法」部分と対比されてきた。
　フランス・ドイツでも，家族に関する私法規範を含む民
法典が成立したのは，近代以降のことである。近代以前に

は，婚姻・出生・死亡といった身分変動は教会法の管轄事
項であった。もっとも，ドイツ法では，家族法と呼ばれる

のは第4編家族だけであり，第5編相続を含めて家族法と

は呼ばない。フランス法は，夫婦財産法や相続法を契約や

不法行為などとともに第3編の「財産の取得方法」に含む。
　日本でも，相続法は親族法とは異質の要素を含むので，

あわせて家族法と呼ぶ呼び方を改め，社会保障法をはじめ

とする家族に関する法を含めて家族法と呼んだほうがいい

という考え方もある。
日本家族法小史：日本では1890年に民法典の草案が完成
されたが，その家族法部分に対し，個人本位・旧慣無視と

の強い非難が浴びせられて（法典論争）修正され，「家」制度
を軸とした明治民法が1898年に制定されることになった。
　1946年に制定された日本国憲法（24条）は，家族生活
における個人の尊厳と男女の平等を宣言した。これに伴い，
1947年末「家」制度を一掃し，男女平等を実現した新民
法の親族・相続編が成立した（1948年1月1日施行）。当
時は世界的に見ても先進的な内容であったが，近年の家族
の変化に十分対応できず，改正の必要性が議論されている。

民法改正法律案要綱

　1996年法制審議会から民法改正法律案要綱が答申され

たものの法案提出は断念された。以降，議員立法案は繰り

返し提出されているが，政府からの提出はなされていない。
　1999年，「社会における制度又は慣行が，性別による固
定的な役割分担等を反映して，男女の社会における活動の

選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより，男女共
同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあること

にかんがみ，社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。」（4条）と定
める男女共同参画社会基本法が施行された。
　同法に基づいて，2000年から4年ごとに閣議決定され

ている男女共同参画基本計画は，2016年までに第4次と

なっているが，いずれも，上記第4条に関連して，家族法
（民法の第4編，第5編の相続の部分はあわせて家族法とい

われる）の改正の検討を掲げた。
　日本政府は，1993年以来，5つの国連の機関（自由権
規約委員会，子どもの権利委員会，社会権規約委員会，女
性差別撤廃委員会，人権理事会）から家族法改正につき勧
告を受けてきた。
　婚外子の相続分規定は，これを違憲とする2013年9月4
日の最高裁大法廷決定後に，同年12月に廃止された。女
性のみの再婚禁止期間の規定についても，100日を超える

部分は違憲との判断を示した2015年12月16日の最高裁
大法廷判決後の2016年6月，6か月間から100日に短縮さ

れた（p.20）。

家族に関する法律

①夫婦別産制：夫婦財産契約がないときに適用される法定
財産制は，自分の財産は自分に帰属し，自分で管理する夫
婦別産制である。婚姻前から有する財産及び婚姻中に自己
の名で得た財産（相続，贈与，等）は，一方が単独で有す

る財産とされる（民法762条1項）。しかし，夫の収入で得
た財産は夫のものとされ，妻の家事労働が考慮されないと，
実質的な夫婦平等が達成できない。財産分与請求権，相続
権等により，不平等が生じないよう配慮がされているとい

うが（最大判昭36.9.6），問題が残されている。
②離婚時の年金分割：合意又は裁判所の決定があれば，厚
生年金の分割を受けられる（厚生年金保険法78条の2,人
訴法32条1項）。分割割合は，婚姻期間中の夫婦の保険納
付記録の合計の半分が一般的である。国民年金の3号被保
険者については，2008年4月以降，第2号被保険者である

配偶者の厚生年金保険料納付記録の2分の1の分割が当然
に認められる（厚生年金保険法78条の13，14）。
③養子縁組：養親となる者と養子となる者との合意に基づ

く届出の受理により成立する（民法799条，739条）。未成
年養子縁組の場合，特則がある。養子となる者が15歳未
満のときの代諾縁組（797条1項）／家庭裁判所の許可が

必要（798条，ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子と

する場合は不要）／配偶者のある者が未成年者を養子にす

る場合，原則として夫婦が共同して縁組（795条本文）。
④親権：歴史的には家長たる父に子は服従すべきとして，
親の権利と捉えられたが，現在では子の利益を守る親の義
務責任と考えられるようになった。2011年民法が改正さ

れ，「親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教
育をする権利を有し，義務を負う。」として，「子の利益の

ために」という文言が追加された。
⑤相続における法定相続分

配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹
第 1順位 1／2 1／2 
第 2順位 2／3 1／3 

第 3順位 3／4 1／4 

（以下p.170に続く）

◆法定相続分（民法900条）

24 1章　多様化した社会を生きる

授業の項目 授業の展開・授業内容 参考資料など

1．家族法の意義 ●導入…結婚や親子関係で不平等や疑問に思うことはな

いだろうか。

2．現在の家族法 ○明治民法と現行民法の比較
→「家制度」は家族の長である戸主が強い権限を持って

家族を統率し，他のものは戸主の命令・監督に服した。
→婚姻，夫婦，離婚，親子，扶養，相続。
○家族法は，家族（夫婦・親子・親族）の身分関係およ

び財産関係について定めている。
→現代の家族法の理念とは何か，確認させる。
→個人の尊厳と両性の本質的平等
○現行民法の問題点
→婚姻年齢，離婚原因，選択的夫婦別姓，事実婚，同性
婚，など。

→民法改正法律案要綱が答申されたが現在も全面的な改
正に至っていない。それぞれの内容について具体案を

考えさせる。
・婚姻年齢を男女ともに18歳とする。
・夫婦の同姓・別姓を選択可能とする。
・別居状態が5年以上なら離婚を認める，など。

▶教科書p.132表1
⇒板書例
▶教科書p.132囲み「「家」制
度」
➡プリント用ツール
　（p.9012）
▶教科書p.132囲み「憲法第

24条」
▶教科書p.133囲み「事実婚・
同性婚」
▶教科書p.132表1
⇒教科書p.133の授業展開例
⇒資料1
➡プリント用ツール（p.903）

▶教科書p.133囲み「家族に

関する法律」

3．これからの家族法 ○家族のなかの人権
→DV防止法，児童虐待防止法，高齢者虐待防止法，障
害者虐待防止法などが制定されている。

→身近な問題であることを認識させる。差別や抑圧のな

い社会の必要性を認識させる。
○多様化する家族の形態
→事実婚の増加，離婚・再婚の増加，国際結婚の増加な

ど多様な生き方を認めることが大切である。
・フランスのPACSのように税金，社会保障面で一定の

保護がある制度がある。
・ 国境を越えた子どもの連れ去りから子どもを守るため

にハーグ条約に批准した。
○生殖補助医療によって生まれてきた子の親子関係につ

いての法律上の問題点の理解
→人工授精，体外受精，代理出産

⇒板書例
▶教科書p.134囲み「セクシ

ュアルハラスメント」「DV

防止法」

▶教科書p.134「現代の窓」
⇒「持続可能性の視点」の授
業展開例

➡プリント用ツール（p.91）
⇒資料2

▶教科書p.135「現代の窓」
⇒資料3
➡プリント用ツール（p.914）

確認 ●まとめ…「確認」では，基本的な知識を確認し，現行
民法やDV・セクハラについて理解できたか確認させ

る。さらにこれからの家族，家庭，男女のあり方につ

いて自分の考えを持つことができるようにする。

⇒「確認」の授業展開例
➡プリント用ツール（p.91）

本時のねらい

2～3時間授業展開例 3─家族をめぐる法律はどうなっている？
教科書▶p.132～135

❶家族・家庭に関する法律は，時代とともに変化してきたことを理解する。
❷家族に関する法律の内容を理解し，これからの家族，家庭，男女のあり方を考える。
❸DVやセクシュアルハラスメントなどの差別・抑圧の内容と人権の保障について理解する。

253．家族をめぐる法律はどうなっている？

▶教科書p.135「現代の窓」
⇒資料3
➡プリント用ツール（p.914）

⇒「確認」の授業展開例
➡プリント用ツール（p.91）

●教科書の全単元について授業のフローや活
用資料をご紹介していますので，授業展開の
ヒントとして利用できます。

授業の流れがイメージしやすい
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授業ガイダンス（授業展開例+資料ページ）
家基315 新家庭基礎21を例に紹介しています。

板書（内容の整理）例 「確認」の授業展開例

親権とはどういうものか説明してみよう。

●学習のねらい
　親権者としての義務と権利はどのようなことか認識し，子をどのように監護・教育するのか理解する。

●指導事例
　教科書p.133囲み「家族に関する法律」とプリント用ツール（p.91）を使い，条件によって単独親権・共同
親権となることを理解させる。また，事実婚のような結婚形態では，単独親権となってしまう。このような
問題点に気づかせる。

DVとセクシュアルハラスメントとは何か説明してみよう。また法的規制の内容についても説明してみよう。
●学習のねらい

　DVとセクシュアルハラスメントについて差別との関連で理解し，法的な規制があることを認識する。
●指導事例

　プリント用ツール（p.91）を使い，定義と法的規制の内容をまとめさせる。

教科書p.133の授業展開例（選択的夫婦別氏（姓）制度について）

●学習のねらい
　現行民法では「夫婦は同氏を名乗る」ことになっているので結婚すると夫婦のどちらかが必ず姓（氏）を
変えなければならない。現状は女性が姓を変える場合が圧倒的に多い。そのため「選択的夫婦別氏（姓）制
度」の導入が検討されている。論点を理解し，自分の考えが持てるようにする。

●指導事例
　「選択的夫婦別氏（姓）制度」とは何か理解し，賛成・反対論（→資料1），他国の氏姓についての制度を
調べ問題点を理解させる。
問題点：別氏の場合，子どもの氏はどうなるか。国際結婚の場合はどうなるか。事実婚の場合は別氏の問題
はないが，子どもの氏の問題が発生する。 ＊ディベートを行うのも良い。

●家族法
→家族（夫婦・親子・親族）の身分関係および財産関係について定めている。
・明治民法と現行民法の比較…「家」制度の廃止，夫婦は対等。

●現在の家族法
・夫婦に関する法律　　両性の合意　　婚姻年齢…男18歳　女16歳（なぜ男女で違うのか）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　権利義務は対等　　夫婦は協議で離婚できる
・親子に関する法律　　実親子／養親子　　婚内子・嫡出子／婚外子・非嫡出子
・扶養に関する法律…直系血族・兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う。

●これからの家族法
・民法改正法律案要綱（婚姻年齢・夫婦の氏・子の氏等）が答申されたが，全面改正に至っていない。
・児童虐待法，DV防止法，高齢者虐待法→家族のなかの暴力や虐待
・生殖補助医療により生まれた子の親子関係
　→ 人工授精：男性の精子を女性の子宮に注入し，妻の体内で受精，出産する方法。配偶者間人工授精と非

配偶者間人工授精がある。
　→ 体外受精：卵子を体外で精子と接触させ人為的に受精を行ったのち，胚（受精卵）を妻の子宮内に戻し

て妊娠を図る方法。配偶者間体外授精と非配偶者間体外授精がある。
　→ 代理出産（母）：夫の精子と妻の卵子を体外受精し，受精卵を妻以外の女性の子宮に移植し，出産する。

妊娠，出産する女性は，産みの母であるが，遺伝的なつながりがない。

資料 1 夫婦別氏についての賛成・反対論の趣旨

賛 成論→代々受け継がれてきた氏を大切にしたい。氏を変えることによって，本人の同一性が確認できなくなり，
職業生活上不利益を被る。

反対論→夫婦同氏は日本の伝統である。同氏は家族の絆である。

資料 3 先進国の生殖補助医療をめぐる親子関係と認められる医療の範囲

イギリス アメリカ連邦法 フランス ドイツ 日本

制
定
法

①ヒトの受精および胚研究に
関する法律（1990年）
②代理出産取り決め法
（1985年）

①統一親子法（2000年）
②援助された妊娠による子ど
もの地位に関する統一法
（1998年）

①生命倫理法（1994年）

①親子法（2002年改正）
②胚保護法（1990年）
③養子斡旋および代理母斡旋
禁止に関する法律（1989年）

法務省
「精子・卵子・胚の提供等による生
殖補助医療により出生した子の
親子関係に関する民法の特例に
関する要綱中間試案」（2003年）

母
子
関
係

分娩した女性が母
（除く親決定）

分娩した女性が母
（除く代理母契約）

分娩した女性が母
（明文化した規定はないが，解
釈上当然とされる）

分娩した女性が母 分娩した女性が母

父
子
関
係

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）
（除く親決定）

生殖補助医療に同意した夫
（またはパートナー）

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）は，親子関係不存
在確認または地位確認の訴え
が禁止される

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）は，父性の取り消
しができない

妻が夫の同意を得て生殖補助
医療により子を懐胎したとき
は，その夫が子の父

提
供
者
と

の
関
係

上記以外の男女は出生した子
の父母とならない

配偶子提供者は，出生した子
の父母とはならない

配偶子提供者は，出生した子
の父母とはならない

精子提供者は，出生した子を
認知できない

「持続可能性の視点」の授業展開例

婚姻外カップルの法的保護の社会的意味を考えてみよう。

●学習のねらい
事実婚と婚姻の違いについて知り，社会に与える影響を考えさせる。

●指導事例
①婚姻は法的に保護されているが事実婚にはさまざまな問題点がある。それらの問題点をあげさせる。
② 同性のカップルに対しても，異性間の結婚と同様の法的権利を求める社会運動の高まりを受けてデンマー

クで始まり，その後多くの先進国で法整備が進んでいることを知らせる（→資料2）。
③ 日本でも，渋谷区，世田谷区などで「パートナーシップ証明書」が発行されている。どのようなものがあ

るか調べさせる。
④海外や日本の制度を参考に，社会に与える影響と問題点を考えさせる。

資料 2 主なヨーロッパ諸国の同性パートナーシップ制度（2010年2月現在）

　 制度 制定年 適用対象
（同性／異性）

相続
（貸借権・財産権）

社会保障に
関する権利

税制上の
優遇措置 養子制度※ 関係の解消方法

デンマーク 登録パートナーシップ 1989 同性のみ あり あり あり
あり

（国外はなし）婚姻と同じ

アイスランド 登録パートナーシップ 1996 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ

オランダ
登録パートナーシップ 1998 同性・異性 あり あり あり あり パートナー間で決定
同性間婚姻 2001 同性のみ あり あり あり あり 裁判所のみ決定

ベルギー
法定同棲 1998

同性・異性
（兄弟姉妹を含む） あり なし なし あり パートナー間で決定

同性間婚姻 2003 同性のみ あり あり あり あり 異性間婚姻と同じ
フランス 民事連帯契約（PACS） 1999 同性・異性 あり あり あり なし 同意すれば即時。当事者いずれかが解消を要求してから3か月後。
フィンランド 登録パートナーシップ 2001 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ
ドイツ 登録パートナーシップ 2001 同性のみ あり あり なし あり 婚姻と同じ
英国 登録パートナーシップ 2004 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ
スイス 登録パートナーシップ 2004 同性のみ あり あり あり なし パートナー間又は裁判で決定
スペイン 同性間婚姻 2005 同性のみ ― ― ― あり ―
ノルウェー 同性間婚姻 2008 同性のみ ― ― ― あり ―
スウェーデン 同性間婚姻 2009 同性のみ ― ― ― あり ―

注. 表中の「―」の部分は不明。　※他方のパートナーの実子との養子縁組（いわゆる「連れ子養子」のみを認める場合を含む）
 鳥澤孝之（2010）「諸外国の同性パートナーシップ制度」，国立国会図書館調査及び立法考査局『レファレンス』2010年4月による

26 271章　多様化した社会を生きる 3．家族をめぐる法律はどうなっている？

●「持続可能性の視点」の展開例も
紹介しています。
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授業ガイダンス（授業展開例+資料ページ）
家基315 新家庭基礎21を例に紹介しています。

板書（内容の整理）例 「確認」の授業展開例

親権とはどういうものか説明してみよう。

●学習のねらい
　親権者としての義務と権利はどのようなことか認識し，子をどのように監護・教育するのか理解する。

●指導事例
　教科書p.133囲み「家族に関する法律」とプリント用ツール（p.91）を使い，条件によって単独親権・共同
親権となることを理解させる。また，事実婚のような結婚形態では，単独親権となってしまう。このような
問題点に気づかせる。

DVとセクシュアルハラスメントとは何か説明してみよう。また法的規制の内容についても説明してみよう。
●学習のねらい

　DVとセクシュアルハラスメントについて差別との関連で理解し，法的な規制があることを認識する。
●指導事例

　プリント用ツール（p.91）を使い，定義と法的規制の内容をまとめさせる。

教科書p.133の授業展開例（選択的夫婦別氏（姓）制度について）

●学習のねらい
　現行民法では「夫婦は同氏を名乗る」ことになっているので結婚すると夫婦のどちらかが必ず姓（氏）を
変えなければならない。現状は女性が姓を変える場合が圧倒的に多い。そのため「選択的夫婦別氏（姓）制
度」の導入が検討されている。論点を理解し，自分の考えが持てるようにする。

●指導事例
　「選択的夫婦別氏（姓）制度」とは何か理解し，賛成・反対論（→資料1），他国の氏姓についての制度を
調べ問題点を理解させる。
問題点：別氏の場合，子どもの氏はどうなるか。国際結婚の場合はどうなるか。事実婚の場合は別氏の問題
はないが，子どもの氏の問題が発生する。 ＊ディベートを行うのも良い。

●家族法
→家族（夫婦・親子・親族）の身分関係および財産関係について定めている。
・明治民法と現行民法の比較…「家」制度の廃止，夫婦は対等。

●現在の家族法
・夫婦に関する法律　　両性の合意　　婚姻年齢…男18歳　女16歳（なぜ男女で違うのか）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　権利義務は対等　　夫婦は協議で離婚できる
・親子に関する法律　　実親子／養親子　　婚内子・嫡出子／婚外子・非嫡出子
・扶養に関する法律…直系血族・兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う。

●これからの家族法
・民法改正法律案要綱（婚姻年齢・夫婦の氏・子の氏等）が答申されたが，全面改正に至っていない。
・児童虐待法，DV防止法，高齢者虐待法→家族のなかの暴力や虐待
・生殖補助医療により生まれた子の親子関係
　→ 人工授精：男性の精子を女性の子宮に注入し，妻の体内で受精，出産する方法。配偶者間人工授精と非

配偶者間人工授精がある。
　→ 体外受精：卵子を体外で精子と接触させ人為的に受精を行ったのち，胚（受精卵）を妻の子宮内に戻し

て妊娠を図る方法。配偶者間体外授精と非配偶者間体外授精がある。
　→ 代理出産（母）：夫の精子と妻の卵子を体外受精し，受精卵を妻以外の女性の子宮に移植し，出産する。

妊娠，出産する女性は，産みの母であるが，遺伝的なつながりがない。

資料 1 夫婦別氏についての賛成・反対論の趣旨

賛 成論→代々受け継がれてきた氏を大切にしたい。氏を変えることによって，本人の同一性が確認できなくなり，
職業生活上不利益を被る。

反対論→夫婦同氏は日本の伝統である。同氏は家族の絆である。

資料 3 先進国の生殖補助医療をめぐる親子関係と認められる医療の範囲

イギリス アメリカ連邦法 フランス ドイツ 日本

制
定
法

①ヒトの受精および胚研究に
関する法律（1990年）
②代理出産取り決め法
（1985年）

①統一親子法（2000年）
②援助された妊娠による子ど
もの地位に関する統一法
（1998年）

①生命倫理法（1994年）

①親子法（2002年改正）
②胚保護法（1990年）
③養子斡旋および代理母斡旋
禁止に関する法律（1989年）

法務省
「精子・卵子・胚の提供等による生
殖補助医療により出生した子の
親子関係に関する民法の特例に
関する要綱中間試案」（2003年）

母
子
関
係

分娩した女性が母
（除く親決定）

分娩した女性が母
（除く代理母契約）

分娩した女性が母
（明文化した規定はないが，解
釈上当然とされる）

分娩した女性が母 分娩した女性が母

父
子
関
係

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）
（除く親決定）

生殖補助医療に同意した夫
（またはパートナー）

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）は，親子関係不存
在確認または地位確認の訴え
が禁止される

生殖補助医療に同意した夫（ま
たは男性）は，父性の取り消
しができない

妻が夫の同意を得て生殖補助
医療により子を懐胎したとき
は，その夫が子の父

提
供
者
と

の
関
係

上記以外の男女は出生した子
の父母とならない

配偶子提供者は，出生した子
の父母とはならない

配偶子提供者は，出生した子
の父母とはならない

精子提供者は，出生した子を
認知できない

「持続可能性の視点」の授業展開例

婚姻外カップルの法的保護の社会的意味を考えてみよう。

●学習のねらい
事実婚と婚姻の違いについて知り，社会に与える影響を考えさせる。

●指導事例
①婚姻は法的に保護されているが事実婚にはさまざまな問題点がある。それらの問題点をあげさせる。
② 同性のカップルに対しても，異性間の結婚と同様の法的権利を求める社会運動の高まりを受けてデンマー

クで始まり，その後多くの先進国で法整備が進んでいることを知らせる（→資料2）。
③ 日本でも，渋谷区，世田谷区などで「パートナーシップ証明書」が発行されている。どのようなものがあ

るか調べさせる。
④海外や日本の制度を参考に，社会に与える影響と問題点を考えさせる。

資料 2 主なヨーロッパ諸国の同性パートナーシップ制度（2010年2月現在）

　 制度 制定年 適用対象
（同性／異性）

相続
（貸借権・財産権）

社会保障に
関する権利

税制上の
優遇措置 養子制度※ 関係の解消方法

デンマーク 登録パートナーシップ 1989 同性のみ あり あり あり
あり

（国外はなし）婚姻と同じ

アイスランド 登録パートナーシップ 1996 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ

オランダ
登録パートナーシップ 1998 同性・異性 あり あり あり あり パートナー間で決定
同性間婚姻 2001 同性のみ あり あり あり あり 裁判所のみ決定

ベルギー
法定同棲 1998

同性・異性
（兄弟姉妹を含む） あり なし なし あり パートナー間で決定

同性間婚姻 2003 同性のみ あり あり あり あり 異性間婚姻と同じ
フランス 民事連帯契約（PACS） 1999 同性・異性 あり あり あり なし 同意すれば即時。当事者いずれかが解消を要求してから3か月後。
フィンランド 登録パートナーシップ 2001 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ
ドイツ 登録パートナーシップ 2001 同性のみ あり あり なし あり 婚姻と同じ
英国 登録パートナーシップ 2004 同性のみ あり あり あり あり 婚姻と同じ
スイス 登録パートナーシップ 2004 同性のみ あり あり あり なし パートナー間又は裁判で決定
スペイン 同性間婚姻 2005 同性のみ ― ― ― あり ―
ノルウェー 同性間婚姻 2008 同性のみ ― ― ― あり ―
スウェーデン 同性間婚姻 2009 同性のみ ― ― ― あり ―

注. 表中の「―」の部分は不明。　※他方のパートナーの実子との養子縁組（いわゆる「連れ子養子」のみを認める場合を含む）
 鳥澤孝之（2010）「諸外国の同性パートナーシップ制度」，国立国会図書館調査及び立法考査局『レファレンス』2010年4月による

26 271章　多様化した社会を生きる 3．家族をめぐる法律はどうなっている？

●「持続可能性の視点」の展開例も
紹介しています。
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授業ガイダンス（WORLD NOTE 解説）
家基314 新家庭基礎を例に紹介しています。

62 World NoteWorld Note

教科書
World Note
教科書
World Note

世界の結婚や働き方の意識について見てみよう

授業時間（１時間）

展開 授業内容 参考資料など

①ねらい

②展開

1. ライフイベントである「結婚」について，自己のイメ

ージと現実を考察させ，より良い選択を行える力を身に

つける。

2.各国における「結婚に対する意識」と「結婚を取りま

く社会環境」について考える。

3.働き方とワーク・ライフ・バランスの希望と現状を知り，
将来的に希望を実現できる要因について考える。

○「もし，好きな人と結婚するとしたら，どのような結
婚式にしたいか？また結婚費用はいくら程かかるのだ

ろうか？」等の発問を行う。

○教科書 p.24結婚費用と特徴を読み，日本での結婚費用
と特徴と各国での結婚費用と特徴を比較させ，費用の

違いや，結婚式の形式や意識の差に気づかせる。

▲

教科書 p.24結婚費用と特
徴

63World Note

教科書
World Note
教科書
World Note

○「当然『結婚する』ことは個人の自由でもあるので，
もちろん『結婚しない』という選択でもいい。クラス

のみんなはどのように考えているか？」等の発問を行う。

○教科書 p.24資料 1各国の結婚に対する考え方の比較
を読み，資料 1 のワーク内に資料 1 の中で共感できる

内容を 1 つ記入させる。ワーク記入後に，なぜその内
容を選んだのか，数人に説明させる。

○フランス・スウェーデンに「結婚しなくても同棲はし

た方がよい」という考えが，他国に比べて多い理由を

生徒に質問し，その後教科書 p.25資料 3，4 サムボ法・
PACS法について解説する。

○「経済的に自立して，ひとり暮らしをする場合と，経
済的に自立した者同士が結婚し，家庭生活を送る場合
とでは，どちらの方が生活費の支払いが大変なのだろ

うか？」等の発問を行う。

○夫婦共働きであれば，夫婦の方に経済的ゆとりがある

が，妊娠・出産・育児期間中には，妻が仕事を休止せ

ざるをえない場合が多く，その場合にはひとり暮らし

の方に経済的ゆとりがある事を説明する。
　　その内容をふまえて，教科書 p.24資料 2結婚生活

を始める際の収入の比較を読み，資料 2 のワークシー

トに，手取り収入を記入させる。

○教科書 p.25資料 5 を見て，あなたの考えに一番近い

ものはどれか，生徒に発問し，何人かの生徒に発表さ

せる。また教科書 p.25資料 6 を見て，日本における【希
望の優先度】と【現実の優先度】のギャップの理由を

考えさせ，ワークシートに記入させる。

○日本において，希望を現実とするために，どのような

ことが必要かワークシートに記入させ，発表させる。

▲

教科書 p.24資料 1
⇒資料 1 ワークシート

▲

教科書 p.25資料 3，4

▲

教科書 p.24資料 2
⇒資料 2 ワークシート

▲

教科書 p.25資料 5▲

教科書 p.25資料 6
⇒資料 3 ワークシート

⇒資料 3 ワークシート

64 World Note

資料 1 教科書資料 1のワークシート（結婚に対する考え方）

資料 2 教科書資料 2のワークシート（結婚生活を始める際の収入）

教科書 p.24資料 1 の各国の結婚に

対する考え方のグラフの中で，あな

たはどの考えに近いだろうか。特に

共感できる内容を１つ選び，その理
由を記入しよう。

共感できる内容（○をつけよう）
1．結婚は必ずするべき

2．結婚はした方がよい

3．結婚しなくても同棲はした方がよい

4．結婚・同棲しなくても恋人がいたらよい

5．結婚・同棲・恋人は必ずしも必要でない

選んだ理由

結婚する年齢（想定） 　　　　歳

結婚生活を始める際に必要とする

手取り収入はいくら位か
 円（夫婦 2人の合計）

　教科書 p.24資料 2 を見て，あなたが結婚生活を始めるにあたって必要と思われる手取り収入を記入してみよう。

資料 3 教科書資料 5，6のワークシート（働き方とワーク・ライフ・バランス）

日本において，希望と現実にギャッ

プがあるのはどうしてだろうか。

日本において，希望を現実とするた

めにはどのようなことが必要だろ

うか。

　教科書 p.25 の資料 5・6 を見て考えよう。

●実践活動に利用できるワークシート
の提案もしています。
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授業ガイダンス（WORLD NOTE 解説）
家基314 新家庭基礎を例に紹介しています。

62 World NoteWorld Note

教科書
World Note
教科書
World Note

世界の結婚や働き方の意識について見てみよう

授業時間（１時間）

展開 授業内容 参考資料など

①ねらい

②展開

1. ライフイベントである「結婚」について，自己のイメ

ージと現実を考察させ，より良い選択を行える力を身に

つける。

2.各国における「結婚に対する意識」と「結婚を取りま

く社会環境」について考える。

3.働き方とワーク・ライフ・バランスの希望と現状を知り，
将来的に希望を実現できる要因について考える。

○「もし，好きな人と結婚するとしたら，どのような結
婚式にしたいか？また結婚費用はいくら程かかるのだ

ろうか？」等の発問を行う。

○教科書 p.24結婚費用と特徴を読み，日本での結婚費用
と特徴と各国での結婚費用と特徴を比較させ，費用の

違いや，結婚式の形式や意識の差に気づかせる。

▲
教科書 p.24結婚費用と特

徴

63World Note

教科書
World Note
教科書
World Note

○「当然『結婚する』ことは個人の自由でもあるので，
もちろん『結婚しない』という選択でもいい。クラス

のみんなはどのように考えているか？」等の発問を行う。

○教科書 p.24資料 1各国の結婚に対する考え方の比較
を読み，資料 1 のワーク内に資料 1 の中で共感できる

内容を 1 つ記入させる。ワーク記入後に，なぜその内
容を選んだのか，数人に説明させる。

○フランス・スウェーデンに「結婚しなくても同棲はし

た方がよい」という考えが，他国に比べて多い理由を

生徒に質問し，その後教科書 p.25資料 3，4 サムボ法・
PACS法について解説する。

○「経済的に自立して，ひとり暮らしをする場合と，経
済的に自立した者同士が結婚し，家庭生活を送る場合
とでは，どちらの方が生活費の支払いが大変なのだろ

うか？」等の発問を行う。

○夫婦共働きであれば，夫婦の方に経済的ゆとりがある

が，妊娠・出産・育児期間中には，妻が仕事を休止せ

ざるをえない場合が多く，その場合にはひとり暮らし

の方に経済的ゆとりがある事を説明する。
　　その内容をふまえて，教科書 p.24資料 2結婚生活

を始める際の収入の比較を読み，資料 2 のワークシー

トに，手取り収入を記入させる。

○教科書 p.25資料 5 を見て，あなたの考えに一番近い

ものはどれか，生徒に発問し，何人かの生徒に発表さ

せる。また教科書 p.25資料 6 を見て，日本における【希
望の優先度】と【現実の優先度】のギャップの理由を

考えさせ，ワークシートに記入させる。

○日本において，希望を現実とするために，どのような

ことが必要かワークシートに記入させ，発表させる。

▲

教科書 p.24資料 1
⇒資料 1 ワークシート

▲

教科書 p.25資料 3，4

▲

教科書 p.24資料 2
⇒資料 2 ワークシート

▲

教科書 p.25資料 5▲

教科書 p.25資料 6
⇒資料 3 ワークシート

⇒資料 3 ワークシート

64 World Note

資料 1 教科書資料 1のワークシート（結婚に対する考え方）

資料 2 教科書資料 2のワークシート（結婚生活を始める際の収入）

教科書 p.24資料 1 の各国の結婚に

対する考え方のグラフの中で，あな

たはどの考えに近いだろうか。特に

共感できる内容を１つ選び，その理
由を記入しよう。

共感できる内容（○をつけよう）
1．結婚は必ずするべき

2．結婚はした方がよい

3．結婚しなくても同棲はした方がよい

4．結婚・同棲しなくても恋人がいたらよい

5．結婚・同棲・恋人は必ずしも必要でない

選んだ理由

結婚する年齢（想定） 　　　　歳

結婚生活を始める際に必要とする

手取り収入はいくら位か
 円（夫婦 2人の合計）

　教科書 p.24資料 2 を見て，あなたが結婚生活を始めるにあたって必要と思われる手取り収入を記入してみよう。

資料 3 教科書資料 5，6のワークシート（働き方とワーク・ライフ・バランス）

日本において，希望と現実にギャッ

プがあるのはどうしてだろうか。

日本において，希望を現実とするた

めにはどのようなことが必要だろ

うか。

　教科書 p.25 の資料 5・6 を見て考えよう。

●実践活動に利用できるワークシート
の提案もしています。

15



p. 42

42 実践コーナー

世界の住まいを調べてみよう
教科書 p.156
実践コーナー
授業展開 授業内容 参考時間配分

ねらい
○教科書にある写真の住居には，どのような特徴があるか。
○住居が気候・風土や歴史などにかかわることを理解する。

５分
５分

展開
○興味を持った日本の，あるいは世界の住居をとりあげ，その住居の特徴を調

べる。まとめたものをワークシートに記入する。書籍，インターネットやそ

の地域の観光案内などのパンフレットを情報源として活用する【資料１】。
30分（及び宿題）

まとめ ○まとめた地域の住まいの特徴について発表をする【資料２】。 30分（次の授業）

資料 1 ワークシート：住まいの特徴を記入してみよう

名前

①国
　地域

②なぜその国（地域）に興味を持ったか

③国（地域）の気候・風土，文化や職業などの特徴

④その国（地域）の住まいの特徴（構造など）を③の気候・風
土との関連をつけながら記入しよう。

　写真やイラストなどを用いて記入してみよう。
　また，そこに住む人たちの住まいに関しての取り組み（修繕・
補修や，地域社会とのかかわり）などがあれば書いてみよう。

写真やイラスト

資料 2 ワークシート

世界の住まいの調査・発表のまとめ 名前

　住まいについて，気候・風土との関係や，そこに住まう人々
の文化などと関連して，十分な調査ができたか。
　また，その特徴をうまくまとめて発表することができたか。

他の人の発表を聞いて，感じたことを書いてみよう。

p. 43

43実践コーナー

ひとり暮らしの住まいの情報を得よう
教科書 p.157
実践コーナー
授業展開 参考時間配分

○大学進学，就職などでのひとり暮らしの想定をさせる（賃貸を想定）。
○家賃や必要な部屋数，場所など調べて必要な情報を考える。
○収入の面から，自分の要望の面から，実現可能かどうか物件情報を確認し

ていく。

10分
20分
20分

資料 1 家計調査 資料 2 １か月の収支予測

収入 円

支出

　家賃

　共益費

　家具など

　食費（外食含む）

　携帯代

　交通費

　交際費

　洋服代

　趣味代

支出合計 円

資料 3 自分の収入や，住要求から賃貸物件を検証してみよう

項目 検証

収入から考える
収入面でどれくらいの家賃が妥当か。その家賃であれば，どれくらいの部屋数となるのか。また，借り

る場所はどのあたりになるのかなど

住要求から考える
セキュリティーの面から：ひとり暮らしなので，ドアフォンなどのセキュリティーがしっかりしている

ところがよい。

通学・通勤時間：30分以内がよい。大学（就職先）の沿線がよい。

広さ：裁縫が好きなので，ミシンを置けるテーブルを設置する場所を確保する。台所は小さくてもよい。
ベッドとこたつが置ける広さ。できれば二部屋ほしい。

環境：買い物の便利な都心部がよいが，近くに公園があり，自然もある場所がよい。

自分の住要求から考えて，選んだ物件
はどうだっただろうか

年度 書　　　名

1 2C2 43 90×70H29

ページ編

3

章 寸　法図番号 色

製作：丸山　進行： 　作成者：

伝票No.

左右 天地
実教出版
編集：　　様
進行：吉池様

入
稿

伝票No.
初
校

伝票No.
再
校

伝票No.
三
校

伝票No.
納
品

H29新図説家庭基礎ガイダンスIII巻-2-3-p043-01.ai CS3

12-13

16.12/16 16.12/20
新図説家庭基礎ガイダンスⅢ巻

総務省「家計調査年報（2014年）」による

食料
43,386

住居
33,221

光熱・水道 7,238 
注）単身世帯のうち，34歳以下の勤労者世帯（1ヶ月あたり）。

家具・家事用品 2,914
被服及び履物 7,991
保健医療 3,811

 25,085

そ
の
他

21,837
 20,914

実収入　　284,517円

166,398円
教
育
娯
楽

交
通
・
通
信

●実践活動に利用できるワークシート
の提案もしています。

●実践コーナーの学習を展開するため
の時間配分やワークシートを掲載し
ました。

授業ガイダンス（実践コーナー解説）
家基316 新図説家庭基礎を例に紹介しています。
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p. 42

42 実践コーナー

世界の住まいを調べてみよう
教科書 p.156
実践コーナー
授業展開 授業内容 参考時間配分

ねらい
○教科書にある写真の住居には，どのような特徴があるか。
○住居が気候・風土や歴史などにかかわることを理解する。

５分
５分

展開
○興味を持った日本の，あるいは世界の住居をとりあげ，その住居の特徴を調

べる。まとめたものをワークシートに記入する。書籍，インターネットやそ

の地域の観光案内などのパンフレットを情報源として活用する【資料１】。
30分（及び宿題）

まとめ ○まとめた地域の住まいの特徴について発表をする【資料２】。 30分（次の授業）

資料 1 ワークシート：住まいの特徴を記入してみよう

名前

①国
　地域

②なぜその国（地域）に興味を持ったか

③国（地域）の気候・風土，文化や職業などの特徴

④その国（地域）の住まいの特徴（構造など）を③の気候・風
土との関連をつけながら記入しよう。
　写真やイラストなどを用いて記入してみよう。
　また，そこに住む人たちの住まいに関しての取り組み（修繕・
補修や，地域社会とのかかわり）などがあれば書いてみよう。

写真やイラスト

資料 2 ワークシート

世界の住まいの調査・発表のまとめ 名前

　住まいについて，気候・風土との関係や，そこに住まう人々
の文化などと関連して，十分な調査ができたか。
　また，その特徴をうまくまとめて発表することができたか。

他の人の発表を聞いて，感じたことを書いてみよう。

p. 43

43実践コーナー

ひとり暮らしの住まいの情報を得よう
教科書 p.157
実践コーナー
授業展開 参考時間配分

○大学進学，就職などでのひとり暮らしの想定をさせる（賃貸を想定）。
○家賃や必要な部屋数，場所など調べて必要な情報を考える。
○収入の面から，自分の要望の面から，実現可能かどうか物件情報を確認し

ていく。

10分
20分
20分

資料 1 家計調査 資料 2 １か月の収支予測

収入 円

支出

　家賃

　共益費

　家具など

　食費（外食含む）

　携帯代

　交通費

　交際費

　洋服代

　趣味代

支出合計 円

資料 3 自分の収入や，住要求から賃貸物件を検証してみよう

項目 検証

収入から考える
収入面でどれくらいの家賃が妥当か。その家賃であれば，どれくらいの部屋数となるのか。また，借り

る場所はどのあたりになるのかなど

住要求から考える
セキュリティーの面から：ひとり暮らしなので，ドアフォンなどのセキュリティーがしっかりしている

ところがよい。

通学・通勤時間：30分以内がよい。大学（就職先）の沿線がよい。

広さ：裁縫が好きなので，ミシンを置けるテーブルを設置する場所を確保する。台所は小さくてもよい。
ベッドとこたつが置ける広さ。できれば二部屋ほしい。

環境：買い物の便利な都心部がよいが，近くに公園があり，自然もある場所がよい。

自分の住要求から考えて，選んだ物件
はどうだっただろうか

年度 書　　　名

1 2C2 43 90×70H29

ページ編

3

章 寸　法図番号 色

製作：丸山　進行： 　作成者：

伝票No.

左右 天地
実教出版
編集：　　様
進行：吉池様

入
稿

伝票No.
初
校

伝票No.
再
校

伝票No.
三
校

伝票No.
納
品

H29新図説家庭基礎ガイダンスIII巻-2-3-p043-01.ai CS3

12-13

16.12/16 16.12/20
新図説家庭基礎ガイダンスⅢ巻

総務省「家計調査年報（2014年）」による

食料
43,386

住居
33,221

光熱・水道 7,238 
注）単身世帯のうち，34歳以下の勤労者世帯（1ヶ月あたり）。

家具・家事用品 2,914
被服及び履物 7,991
保健医療 3,811

 25,085

そ
の
他

21,837
 20,914

実収入　　284,517円

166,398円
教
育
娯
楽

交
通
・
通
信

●実践活動に利用できるワークシート
の提案もしています。

●実践コーナーの学習を展開するため
の時間配分やワークシートを掲載し
ました。

授業ガイダンス（実践コーナー解説）
家基316 新図説家庭基礎を例に紹介しています。
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プリント用ツール
●教科書の内容の確認ができるよう，教科書の各テーマに対応させたプリント形式の冊子です。
●1テーマについて，見開き2ページで構成しています。　●それぞれの教科書ごとに作成しています。
●プリント用ツールの内容を，Wordデータ（解答なし）とPDFデータ（解答あり）でご用意しています。
●B5判

データもご用意しています。 　　p.34

プリントの設問の解答
も掲載しています。

指導資料「プリント用ツール」の一例です。

各単位の重要な学習要素の定着
をはかるワークや，授業を深め，広
げるワークなどを収録します。自学
自習にも対応できます。

総ページ数

新家庭基礎

120

51

新図説家庭基礎

144

69

新家庭基礎21

136

70

新家庭総合

120

51テーマ数合計
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プリント用ツール
●教科書の内容の確認ができるよう，教科書の各テーマに対応させたプリント形式の冊子です。
●1テーマについて，見開き2ページで構成しています。　●それぞれの教科書ごとに作成しています。
●プリント用ツールの内容を，Wordデータ（解答なし）とPDFデータ（解答あり）でご用意しています。
●B5判

データもご用意しています。 　　p.34

プリントの設問の解答
も掲載しています。

指導資料「プリント用ツール」の一例です。

各単位の重要な学習要素の定着
をはかるワークや，授業を深め，広
げるワークなどを収録します。自学
自習にも対応できます。

総ページ数

新家庭基礎

120

51

新図説家庭基礎

144

69

新家庭基礎21

136

70

新家庭総合

120

51テーマ数合計
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評価問題集
●教科書のテーマごとに内容確認ができます。（1ページ1テーマ）
●テスト形式の問題集です。それぞれの教科書ごとに作成しています。
●B4判

データもご用意しています。 　　p.34

総ページ数

新家庭基礎

56

53

新図説家庭基礎

56

67

新家庭基礎21

72

63

新家庭総合

56

58テーマ数合計
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評価問題集
●教科書のテーマごとに内容確認ができます。（1ページ1テーマ）
●テスト形式の問題集です。それぞれの教科書ごとに作成しています。
●B4判

データもご用意しています。 　　p.34

総ページ数

新家庭基礎

56

53

新図説家庭基礎

56

67

新家庭基礎21

72

63

新家庭総合

56

58テーマ数合計
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小論文対策集
指導資料「小論文対策集」の一例です。

●大学入試の小論文では，家族や生き方に関係する社会問題，消費者・環境問題や食料問題など家庭科に関する出題も多く見られます。
●家庭科の学習内容と関連したテーマを設定し，小論文作成のための知識の確認と論文作成の練習ができるようにしました。
●テーマは，弊社発行の「家庭基礎」と「家庭総合」共通で使える内容です。
●B4判

基礎・総合4点共通内容です。

テーマの理解を助けるキーワード
を取り上げた解説です。教科書に
掲載されているものもありますが，
発展的な用語も含まれています。
また，テーマのポイントにあたる内
容も解説しています。

テーマに関する総論的
な内容の解説です。

各テーマは2ページ見
開きで構成します。

解答作成へ向けての一助として，
今後の課題やさらに問題解決の方
法についてもふれてあります。

実際に出題された問題をベースに
したものを中心とした小論文の設
問例と600字程度の解答文例も
掲載します。

さらに理解を深めるためのキー
ワードです。生徒自ら調べることで
理解が深まります。

■進む貧困化と「格差社会」の背景とは？
■18歳選挙権と成年（成人）年齢の
　引き下げをどう考えるか？
■ニート・引きこもりとは何か？その問題とは？
■「エシカルファッション」をどう考えるか？
■日本の住まいの安全性と防災上の問題点は？
■ネット社会での消費者問題とは？
■環境を考えた消費とライフスタイルの転換とは？

■少子化の背景と課題とは？
■ワーク・ライフ・バランスとは何か？
■非正規労働の増加と労働形態の多様化とは？
■孤立化する親と現代の子育て環境の問題とは？
■多様化する保育の現状と課題とは？
■生殖医療と性と生の健康・権利とは？
■高齢化が進む日本の現状と課題とは？
■「共生社会」実現へ向けての課題とは？　　など

教科書の各領域と関連した45項目のテーマを取り上げました。
テーマの例
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　引き下げをどう考えるか？
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指導資料

「家庭基礎・家庭総合」
指導資料【デジタルコンテンツ】のご案内

デ ジ タ ル その他デジタルコンテンツ教師用DVD指導者用デジタル教科書

授業支援デジタルコンテンツ

（1枚）

《収録内容》
①教科書の本文・モノクロ図版データ（Word） New！
②教科書のカラー図版データ（PNG）
③授業展開スライド（PowerPointデータ） New！
④指導資料・紙媒体「プリント用ツール」データ（Word・PDF）
⑤指導資料・紙媒体「評価問題集」データ（PDF）
⑥調査・研究実践例（PDF） New！
⑦届出用紙のデータ（PDF）
⑧教科書準拠学習ノートWordデータ

教師用DVD 詳しい内容は p.34～47

※「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点分を1枚のDVDに収録しています。
※単独での販売はありません（裏表紙参照）

教科書・指導資料（紙媒体）のデータを収録し，
パソコンでさまざまな教材作成ができるようにしたDVDです。

（1枚）

詳しい内容は p.26～33

※「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点分を1枚のDVDに収録しています。
※単独での販売はありません（裏表紙参照）

指導者用デジタル教科書

①大画面（電子黒板など）に，実際の教科書紙面を拡大表示させることができます。
②本文の重要箇所にマーカーを引いたり消したりできます。
③本文中の図版を拡大表示できます。
④子ども，調理実習や縫い方などの動画を表示できます（ナレーション付き）。

パソコンを使って，以下の操作ができるDVDです。

その他デジタルコンテンツ

定価（本体7,000円+税）

①調理実習をナレーション付きの動画で収録しました。
②弊社発行の家庭基礎・家庭総合の教科書に掲載してある調理実習は，すべて収録してあります。
③基本的な調理操作も学ぶことができます（「調理の基本」に収録）。 

（2枚）

新調理実習DVD p.28～29参照

（単独販売時の価格です） ●DVDプレイヤー再生用です。

定価（本体9,000円+税）

（1枚） 対応教科書 ●家基314 新家庭基礎
●家基315 新家庭基礎21

●家基316 新図説家庭基礎
●家総309 新家庭総合

新家庭科テスト問題作成ソフト（CD-ROM） 詳しい内容は p.48

弊社発行教科書に準拠した問題と発展的な問題を収録しています。
分野や難易度，問題数などを選択し，マウス1つで簡単にテストが作成できます。

第1巻　人とかかわって生きる （18項目）

第2巻　生活をつくる （15項目）

第3巻　消費者として生きる／キャリアプラン （13項目）

第4巻　子どもとかかわって生きる （17項目）

全4巻（各巻約60分）

●幅広い家庭科の学習内容において，「映像」を通して学習効果を高めていただけるよう，編修しました。
●高校生に身近に感じてもらえるよう，地域や外国の事例，出演者の生の声などをNHKの豊富な映像から

取り入れました。
●1項目4～5分程度を基本としました。授業の導入やまとめ，学習のテーマの確認用にご利用できます。

※第1～3巻は,31年度として改訂の予定です。
※弊社発行の「家庭基礎」・「家庭総合」の教科書に対応しています。
※第4巻は,「子どもの発達と保育」の教科書にも対応しています。
※各巻とも，DVD1枚と生徒用のワークシートCD-ROM1枚の構成です。

定価（本体15,000円+税）

定価（本体15,000円+税）

定価（本体15,000円+税）

定価（本体20,000円+税）

各巻ごとに
DVD1枚

＋
CD1枚（ （

DVD映像セレクション 家庭基礎・家庭総合／子どもの発達と保育
詳しい内容は p.49
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指導資料

「家庭基礎・家庭総合」
指導資料【デジタルコンテンツ】のご案内

デ ジ タ ル その他デジタルコンテンツ教師用DVD指導者用デジタル教科書

授業支援デジタルコンテンツ

（1枚）

《収録内容》
①教科書の本文・モノクロ図版データ（Word） New！
②教科書のカラー図版データ（PNG）
③授業展開スライド（PowerPointデータ） New！
④指導資料・紙媒体「プリント用ツール」データ（Word・PDF）
⑤指導資料・紙媒体「評価問題集」データ（PDF）
⑥調査・研究実践例（PDF） New！
⑦届出用紙のデータ（PDF）
⑧教科書準拠学習ノートWordデータ

教師用DVD 詳しい内容は p.34～47

※「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点分を1枚のDVDに収録しています。
※単独での販売はありません（裏表紙参照）

教科書・指導資料（紙媒体）のデータを収録し，
パソコンでさまざまな教材作成ができるようにしたDVDです。

（1枚）

詳しい内容は p.26～33

※「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点分を1枚のDVDに収録しています。
※単独での販売はありません（裏表紙参照）

指導者用デジタル教科書

①大画面（電子黒板など）に，実際の教科書紙面を拡大表示させることができます。
②本文の重要箇所にマーカーを引いたり消したりできます。
③本文中の図版を拡大表示できます。
④子ども，調理実習や縫い方などの動画を表示できます（ナレーション付き）。

パソコンを使って，以下の操作ができるDVDです。

その他デジタルコンテンツ

定価（本体7,000円+税）

①調理実習をナレーション付きの動画で収録しました。
②弊社発行の家庭基礎・家庭総合の教科書に掲載してある調理実習は，すべて収録してあります。
③基本的な調理操作も学ぶことができます（「調理の基本」に収録）。 

（2枚）

新調理実習DVD p.28～29参照

（単独販売時の価格です） ●DVDプレイヤー再生用です。

定価（本体9,000円+税）

（1枚） 対応教科書 ●家基314 新家庭基礎
●家基315 新家庭基礎21

●家基316 新図説家庭基礎
●家総309 新家庭総合

新家庭科テスト問題作成ソフト（CD-ROM） 詳しい内容は p.48

弊社発行教科書に準拠した問題と発展的な問題を収録しています。
分野や難易度，問題数などを選択し，マウス1つで簡単にテストが作成できます。

第1巻　人とかかわって生きる （18項目）

第2巻　生活をつくる （15項目）

第3巻　消費者として生きる／キャリアプラン （13項目）

第4巻　子どもとかかわって生きる （17項目）

全4巻（各巻約60分）

●幅広い家庭科の学習内容において，「映像」を通して学習効果を高めていただけるよう，編修しました。
●高校生に身近に感じてもらえるよう，地域や外国の事例，出演者の生の声などをNHKの豊富な映像から

取り入れました。
●1項目4～5分程度を基本としました。授業の導入やまとめ，学習のテーマの確認用にご利用できます。

※第1～3巻は,31年度として改訂の予定です。
※弊社発行の「家庭基礎」・「家庭総合」の教科書に対応しています。
※第4巻は,「子どもの発達と保育」の教科書にも対応しています。
※各巻とも，DVD1枚と生徒用のワークシートCD-ROM1枚の構成です。

定価（本体15,000円+税）

定価（本体15,000円+税）

定価（本体15,000円+税）

定価（本体20,000円+税）

各巻ごとに
DVD1枚

＋
CD1枚（ （

DVD映像セレクション 家庭基礎・家庭総合／子どもの発達と保育
詳しい内容は p.49
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指導者用デジタル教科書
教科書4点分収録

複雑そうな印象のあるデジタル教科書の操作ですが，実教出版のデジタル教
科書は，授業で使えるコンテンツに絞り，必要なデータを簡単に表示させるこ
とができるようにしました。シンプルで使いやすくしていますので，操作で迷うこ
となく，授業の進行を妨げません。

シンプルで使いやすいデジタル教科書

推奨動作環境

お手持ちのパソコンにDVDを挿入するだけで，簡単にデジタル教科書をお使いいただけます。
DVDで再生可能なので，面倒なインストール作業は不要です。

図表やグラフをワンクリックで拡大表示できます。

教科書のほぼすべての図表・グラフをワンクリック
で簡単に拡大できます。

●このグラフの数字に注目させたい…
●この図を引用して説明したい…

このような時に，電子黒板などの大画面
に拡大表示して，授業を展開することが
可能です。

■OS：Windows 7 / 8.1 / 10　■メモリ：１GB以上　■ディスプレイ：1024×768以上
※Flashのプラグインがあらかじめインストールされている必要があります。

「指導者用デジタル教科書」の機能
●大画面（電子黒板など）で，実際の教科書紙面を大きく表示

させて授業を行いたい。
●教科書本文の図版を拡大して視覚的に理解させたい。
●調理実習に際して，実習動画を再生したい。
●ミシンの使い方をていねいに説明したい。

こんな場合におすすめします
① 教科書の紙面表示・拡大
② 図版の拡大縮小機能
③ ペンツールや消しゴムツール等
④ 動画リンク･動画表示（ナレーション付き）
⑤ ページジャンプ機能

「指導者用デジタル教科書」＋「教師用DVD」＋「新調理実習DVD」のセット販売での価格です。⇒裏表紙参照
「指導者用デジタル教科書」単独での販売は行っていません。

定価（本体18,000円+税）

収録動画の一覧から，一目で再生したい動画が探せます。

収録されている動画を一覧で確認できるので，
動画がリンクされているページを探す手間が
なく，効率的に再生できます。

「動画一覧」以外にも，教科書の紙面ページから関連する動
画を再生することもできます。

●調理の基本
●調理実習

●子ども New！
●基礎縫い New！
●ミシンの使い方 New！

収録動画

p.32

p.30

それぞれの教科書に対応する「指導者用デジタル教科書DVD」をご提供します。

対象教科書 309新家庭総合，314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎
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指導者用デジタル教科書
教科書4点分収録

複雑そうな印象のあるデジタル教科書の操作ですが，実教出版のデジタル教
科書は，授業で使えるコンテンツに絞り，必要なデータを簡単に表示させるこ
とができるようにしました。シンプルで使いやすくしていますので，操作で迷うこ
となく，授業の進行を妨げません。

シンプルで使いやすいデジタル教科書

推奨動作環境

お手持ちのパソコンにDVDを挿入するだけで，簡単にデジタル教科書をお使いいただけます。
DVDで再生可能なので，面倒なインストール作業は不要です。

図表やグラフをワンクリックで拡大表示できます。

教科書のほぼすべての図表・グラフをワンクリック
で簡単に拡大できます。

●このグラフの数字に注目させたい…
●この図を引用して説明したい…

このような時に，電子黒板などの大画面
に拡大表示して，授業を展開することが
可能です。

■OS：Windows 7 / 8.1 / 10　■メモリ：１GB以上　■ディスプレイ：1024×768以上
※Flashのプラグインがあらかじめインストールされている必要があります。

「指導者用デジタル教科書」の機能
●大画面（電子黒板など）で，実際の教科書紙面を大きく表示

させて授業を行いたい。
●教科書本文の図版を拡大して視覚的に理解させたい。
●調理実習に際して，実習動画を再生したい。
●ミシンの使い方をていねいに説明したい。

こんな場合におすすめします
① 教科書の紙面表示・拡大
② 図版の拡大縮小機能
③ ペンツールや消しゴムツール等
④ 動画リンク･動画表示（ナレーション付き）
⑤ ページジャンプ機能

「指導者用デジタル教科書」＋「教師用DVD」＋「新調理実習DVD」のセット販売での価格です。⇒裏表紙参照
「指導者用デジタル教科書」単独での販売は行っていません。

定価（本体18,000円+税）

収録動画の一覧から，一目で再生したい動画が探せます。

収録されている動画を一覧で確認できるので，
動画がリンクされているページを探す手間が
なく，効率的に再生できます。

「動画一覧」以外にも，教科書の紙面ページから関連する動
画を再生することもできます。

●調理の基本
●調理実習

●子ども New！
●基礎縫い New！
●ミシンの使い方 New！

収録動画

p.32

p.30

それぞれの教科書に対応する「指導者用デジタル教科書DVD」をご提供します。

対象教科書 309新家庭総合，314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎
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収録動画 1 /調理の基本・調理実習
指導者用デジタル教科書

■パエリア
■チキンカレーピラフ
■親子どんぶり
■簡単ピザ
■肉じゃが
■麻婆豆腐 ※絹ごし豆腐
■麻婆豆腐 ※木綿豆腐
■ひじきの煮物
■変わり漬け
■ナムル
■いわしのつみれ汁
■ミネストローネ
■いちご大福　
■パンナコッタ

■焼き餃子
■水餃子
■蒸し餃子
■三色どんぶり
■チキンピラフ
■中華おこわ
■鶏肉のハンガリー煮
■若たけ汁
■魚の幽庵焼き
■青菜のおひたし
■拌三絲
■じゃがいものグラタン
■トマトとなすのスパゲッティ
■ひじきとさやいんげんのきんぴら

■オーブントンカツ　
■米粉蒸しパン
■ミルクティーババロア
■おにぎり
■卵焼き
■豚肉のしょうが焼き
■かぼちゃの煮物
■即席漬け
■油揚げとわかめのみそ汁
■スパゲッティ・ナポリタン
■ストラッチャテッラ
■五目チャーハン
■干しえびと白菜のスープ

■魚のなべ照り焼き
■すまし汁
■ほうれん草のごまあえ
■ハヤシライス
■フレンチサラダ
■マドレーヌ
■青椒肉絲（チンジャオロースー）
■粟米湯（スーミータン）
■奶豆腐　
■松風焼き
■くりきんとん
■柿なます
■いりどり
■ちらしずし

※その他，18題材の動画を収録しています。

調理実習 リスト （動画数73）

■まな板（0：20）　■包丁の種類と名称（0：13）　■包丁の持ち方・使い方（0：55）

■緑茶のいれ方（1：11） ■コーヒーのいれ方（0：53） ■紅茶のいれ方（1：37）

■盛りつけ（1：52）
■はしの使い方のタブー例（0：58）

■はしの使い方（0：37）　
■ナイフ・フォークの持ち方・使い方（0：38）

■配膳（0：36）

■食器の洗い方（2：01） ■シンクの洗い方（0：36）

■身じたく（1：14）

■計量（1：16）
■半月切り（0：25）
■ささがき〈ピーラー〉（0：10）
■せん切り（0：27）
■そぎ切り（0：16）
■水で乾物を戻す（0：20）
■だしのとり方（2：56）

■洗う（0：34）
■いちょう切り（0：25）
■色紙切り（0：35）
■みじん切り（0：38）
■花形にんじん（0：12）
■塩でもむ（0：36）
■水加減・火加減（1：00）

■輪切り（0：15）
■乱切り（0：20）
■たんざく切り（0：22）
■くし形切り（0：16）
■ねじり梅（0：33）
■魚の下処理（2：31）

■小口切り（0：20）
■ささがき〈包丁〉（0：32）
■拍子木切り（0：30）
■さいの目切り（0：23）
■水にさらす（0：24）
■米の洗い方・炊き方（1：38）

調理の基本 リスト （動画数40）

服装

飲み物のいれ方

食事のマナー

後かたづけ

調理の基本

調理器具

●教科書の実習題材に合わせた動画です。実習の事前学習などに利用できます。
●「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点を収録しています。
●実習動画だけでなく，調理の基本動画（教科書4点共通）も収録。
●DVDプレイヤー再生用の動画もご用意しています。（新調理実習DVD）　　p.25参照

麻婆豆腐
家総309 新家庭総合
家基314 新家庭基礎
家基315 新家庭基礎21

p.129
p.113
p.  50

三色どんぶり
家基314 新家庭基礎
家基316 新図説家庭基礎

p.110
p.104

半月切りの説明

肉じゃが
家総309 新家庭総合
家基314 新家庭基礎

p.129
p.112

計量スプーンの使い方

教科書4点共通
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収録動画 1 /調理の基本・調理実習
指導者用デジタル教科書

■パエリア
■チキンカレーピラフ
■親子どんぶり
■簡単ピザ
■肉じゃが
■麻婆豆腐 ※絹ごし豆腐
■麻婆豆腐 ※木綿豆腐
■ひじきの煮物
■変わり漬け
■ナムル
■いわしのつみれ汁
■ミネストローネ
■いちご大福　
■パンナコッタ

■焼き餃子
■水餃子
■蒸し餃子
■三色どんぶり
■チキンピラフ
■中華おこわ
■鶏肉のハンガリー煮
■若たけ汁
■魚の幽庵焼き
■青菜のおひたし
■拌三絲
■じゃがいものグラタン
■トマトとなすのスパゲッティ
■ひじきとさやいんげんのきんぴら

■オーブントンカツ　
■米粉蒸しパン
■ミルクティーババロア
■おにぎり
■卵焼き
■豚肉のしょうが焼き
■かぼちゃの煮物
■即席漬け
■油揚げとわかめのみそ汁
■スパゲッティ・ナポリタン
■ストラッチャテッラ
■五目チャーハン
■干しえびと白菜のスープ

■魚のなべ照り焼き
■すまし汁
■ほうれん草のごまあえ
■ハヤシライス
■フレンチサラダ
■マドレーヌ
■青椒肉絲（チンジャオロースー）
■粟米湯（スーミータン）
■奶豆腐　
■松風焼き
■くりきんとん
■柿なます
■いりどり
■ちらしずし

※その他，18題材の動画を収録しています。

調理実習 リスト （動画数73）

■まな板（0：20）　■包丁の種類と名称（0：13）　■包丁の持ち方・使い方（0：55）

■緑茶のいれ方（1：11） ■コーヒーのいれ方（0：53） ■紅茶のいれ方（1：37）

■盛りつけ（1：52）
■はしの使い方のタブー例（0：58）

■はしの使い方（0：37）　
■ナイフ・フォークの持ち方・使い方（0：38）

■配膳（0：36）

■食器の洗い方（2：01） ■シンクの洗い方（0：36）

■身じたく（1：14）

■計量（1：16）
■半月切り（0：25）
■ささがき〈ピーラー〉（0：10）
■せん切り（0：27）
■そぎ切り（0：16）
■水で乾物を戻す（0：20）
■だしのとり方（2：56）

■洗う（0：34）
■いちょう切り（0：25）
■色紙切り（0：35）
■みじん切り（0：38）
■花形にんじん（0：12）
■塩でもむ（0：36）
■水加減・火加減（1：00）

■輪切り（0：15）
■乱切り（0：20）
■たんざく切り（0：22）
■くし形切り（0：16）
■ねじり梅（0：33）
■魚の下処理（2：31）

■小口切り（0：20）
■ささがき〈包丁〉（0：32）
■拍子木切り（0：30）
■さいの目切り（0：23）
■水にさらす（0：24）
■米の洗い方・炊き方（1：38）

調理の基本 リスト （動画数40）

服装

飲み物のいれ方

食事のマナー

後かたづけ

調理の基本

調理器具

●教科書の実習題材に合わせた動画です。実習の事前学習などに利用できます。
●「家庭基礎」3点，「家庭総合」1点，計4点を収録しています。
●実習動画だけでなく，調理の基本動画（教科書4点共通）も収録。
●DVDプレイヤー再生用の動画もご用意しています。（新調理実習DVD）　　p.25参照

麻婆豆腐
家総309 新家庭総合
家基314 新家庭基礎
家基315 新家庭基礎21

p.129
p.113
p.  50

三色どんぶり
家基314 新家庭基礎
家基316 新図説家庭基礎

p.110
p.104

半月切りの説明

肉じゃが
家総309 新家庭総合
家基314 新家庭基礎

p.129
p.112

計量スプーンの使い方

教科書4点共通
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ミシンの使い方

※デジタル教科書のみの収録です。DVDプレイヤー用のご用意はありません。

■並縫い（0：56）
■まつり縫い（1：19）
■ちどりがけ（1：28）

■半返し縫い（1：04）　
■たてまつり縫い（1：16）
■ボタンのつけ方（4：49）

■手縫いの用具（4：30） ■縫う前の準備（1：56）

縫い方 リスト （動画数8）

手縫い

縫い方

■ミシンを使う前に（4：22）　
■フットコントローラーの使い方（0：43）　
■縫い始め（0：30）　　■縫い終わり（0：22）
■送りの調節（1：03）　■上糸と下糸の調節（1：00）
■角の縫い方（0：53）　■カーブ・曲線の縫い方（1：11）
■しつけをした布の縫い方（1：01）

ミシンの使い方 リスト （動画数9）

フットコントローラーの使い方

ミシンの名称

針のつけ方

縫い終わり

まち針の打ち方

手縫いの用具

裁ちばさみの使い方

まつり縫い

ボタンつけ

手縫い

収録動画 2 /手縫い・ミシンの使い方
指導者用デジタル教科書

●手縫いの基礎・基本だけでなく，使用する用具の紹介もしています。

教科書4点共通
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ミシンの使い方

※デジタル教科書のみの収録です。DVDプレイヤー用のご用意はありません。

■並縫い（0：56）
■まつり縫い（1：19）
■ちどりがけ（1：28）

■半返し縫い（1：04）　
■たてまつり縫い（1：16）
■ボタンのつけ方（4：49）

■手縫いの用具（4：30） ■縫う前の準備（1：56）

縫い方 リスト （動画数8）

手縫い

縫い方

■ミシンを使う前に（4：22）　
■フットコントローラーの使い方（0：43）　
■縫い始め（0：30）　　■縫い終わり（0：22）
■送りの調節（1：03）　■上糸と下糸の調節（1：00）
■角の縫い方（0：53）　■カーブ・曲線の縫い方（1：11）
■しつけをした布の縫い方（1：01）

ミシンの使い方 リスト （動画数9）

フットコントローラーの使い方

ミシンの名称

針のつけ方

縫い終わり

まち針の打ち方

手縫いの用具

裁ちばさみの使い方

まつり縫い

ボタンつけ

手縫い

収録動画 2 /手縫い・ミシンの使い方
指導者用デジタル教科書

●手縫いの基礎・基本だけでなく，使用する用具の紹介もしています。

教科書4点共通
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■吸てつ反射（0：30）
■3か月  指しゃぶり（0：22）
■7か月  ずりばい，はいはい，2つの比較（1：33）
■1歳  よちよち歩き（0：38）

■把握反射（0：18）
■5か月  寝返り（0：19）
■10か月  つかまり立ち，つたい歩き（0：36）

■生後1か月（0：21）

■コミュニケーション　言葉と脳（3：28）　■喃語（1：08）

子ども リスト

からだの発達

心の発達

■食  授乳+5か月+1歳（1：05）　■遊び  ひとり遊び+並行遊び+共同遊び（1：29）　■保育園の生活（5：00）生 活

吸てつ反射

把握反射

よちよち歩き

ひとり遊び

並行遊び

共同遊び

収録動画 3 /子ども
指導者用デジタル教科書

●子どもの特徴や発育のようすなどが伝わる動画です。

教科書4点共通

※デジタル教科書のみの収録です。DVDプレイヤー用のご用意はありません。
※収録されている動画は「DVD映像セレクション 家庭総合・家庭基礎・子どもの発育と保育 第4巻 子どもとかかわって生きる」の一部を抜粋したものです。

©2017NHKエンタープライズ
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■吸てつ反射（0：30）
■3か月  指しゃぶり（0：22）
■7か月  ずりばい，はいはい，2つの比較（1：33）
■1歳  よちよち歩き（0：38）

■把握反射（0：18）
■5か月  寝返り（0：19）
■10か月  つかまり立ち，つたい歩き（0：36）

■生後1か月（0：21）

■コミュニケーション　言葉と脳（3：28）　■喃語（1：08）

子ども リスト

からだの発達

心の発達

■食  授乳+5か月+1歳（1：05）　■遊び  ひとり遊び+並行遊び+共同遊び（1：29）　■保育園の生活（5：00）生 活

吸てつ反射

把握反射

よちよち歩き

ひとり遊び

並行遊び

共同遊び

収録動画 3 /子ども
指導者用デジタル教科書

●子どもの特徴や発育のようすなどが伝わる動画です。

教科書4点共通

※デジタル教科書のみの収録です。DVDプレイヤー用のご用意はありません。
※収録されている動画は「DVD映像セレクション 家庭総合・家庭基礎・子どもの発育と保育 第4巻 子どもとかかわって生きる」の一部を抜粋したものです。

©2017NHKエンタープライズ
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教師用DVD（デジタルコンテンツ）

こんな場合におすすめします
①教科書の本文・モノクロ図版データ（Word） New！
②教科書のカラー図版データ（PNG）
③授業展開スライド（PowerPointデータ） New！
④指導資料・紙媒体「プリント用ツール」データ（Word・PDF）
⑤指導資料・紙媒体「評価問題集」データ（PDF）
⑥調査・研究実践例（PDF） New！
⑦届出用紙のデータ（PDF）
⑧教科書準拠学習ノートデータ（Word）

「教師用DVD」の構成
●パソコンを使っての授業までは必要ないが，指導用のさまざま

な資料をパソコンで作成したい。
●試験問題などをパソコンで作成したい。＜推奨動作環境＞ Windows 7 / 8.1 / 10

「指導者用デジタル教科書」＋「教師用DVD」＋「新調理実習DVD」のセット販売での価格です。⇒裏表紙参照
「指導者用デジタル教科書」単独での販売は行っていません。

定価（本体18,000円+税）

p.20・21

p.47

p.46

p.18・19

p.38・39

p.36・37

p.40～45

メニュー画面

それぞれの教科書や紙媒体の指導資料のデータをご提供します。
●授業に活用できるデジタルコンテンツ集です。　●教科書4点分のデータを利用でき活用の幅が広がります。

対象教科書 309新家庭総合，314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎

教科書4点分収録

●届出用紙・申請書，ホームプロ
ジェクト，アクティブ・ラーニング
の実践活動の事例などを収録

●「家庭基礎」「家庭総合」各教科書に
対応したデジタルコンテンツ

●お使いの教科書以外のコンテンツも
ご利用できますので，授業の幅を広
げることができます。

●指導資料デジタルコンテンツをご購入いただいた
学校様へのサポートとして，弊社WEBサイトから
更新データなどをダウンロードできます。

●授業を効率よく進めることができる
授業展開スライド（PowerPoint
データ）およびスライドに対応したプ
リントを収録
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教師用DVD（デジタルコンテンツ）

こんな場合におすすめします
①教科書の本文・モノクロ図版データ（Word） New！
②教科書のカラー図版データ（PNG）
③授業展開スライド（PowerPointデータ） New！
④指導資料・紙媒体「プリント用ツール」データ（Word・PDF）
⑤指導資料・紙媒体「評価問題集」データ（PDF）
⑥調査・研究実践例（PDF） New！
⑦届出用紙のデータ（PDF）
⑧教科書準拠学習ノートデータ（Word）

「教師用DVD」の構成
●パソコンを使っての授業までは必要ないが，指導用のさまざま

な資料をパソコンで作成したい。
●試験問題などをパソコンで作成したい。＜推奨動作環境＞ Windows 7 / 8.1 / 10

「指導者用デジタル教科書」＋「教師用DVD」＋「新調理実習DVD」のセット販売での価格です。⇒裏表紙参照
「指導者用デジタル教科書」単独での販売は行っていません。

定価（本体18,000円+税）

p.20・21

p.47

p.46

p.18・19

p.38・39

p.36・37

p.40～45

メニュー画面

それぞれの教科書や紙媒体の指導資料のデータをご提供します。
●授業に活用できるデジタルコンテンツ集です。　●教科書4点分のデータを利用でき活用の幅が広がります。

対象教科書 309新家庭総合，314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎

教科書4点分収録

●届出用紙・申請書，ホームプロ
ジェクト，アクティブ・ラーニング
の実践活動の事例などを収録

●「家庭基礎」「家庭総合」各教科書に
対応したデジタルコンテンツ

●お使いの教科書以外のコンテンツも
ご利用できますので，授業の幅を広
げることができます。

●指導資料デジタルコンテンツをご購入いただいた
学校様へのサポートとして，弊社WEBサイトから
更新データなどをダウンロードできます。

●授業を効率よく進めることができる
授業展開スライド（PowerPoint
データ）およびスライドに対応したプ
リントを収録
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●教科書の本文をWord化し，図版をモノクロ化しました。テスト問題や授業プリントの作成に利用できます。
●カラーの図版データも収録しています。
本文・図版（モノクロ）：Word ／ 図版（カラー）：PNG

Word・モノクロ図版

カラー図版

※権利の関係上，収録されていない図もあります。

本文・図版データ
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点分収録
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●教科書の本文をWord化し，図版をモノクロ化しました。テスト問題や授業プリントの作成に利用できます。
●カラーの図版データも収録しています。
本文・図版（モノクロ）：Word ／ 図版（カラー）：PNG

Word・モノクロ図版

カラー図版

※権利の関係上，収録されていない図もあります。

本文・図版データ
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点分収録
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スライド対応プリント例 スライド対応プリント例

授業展開スライド（Power Pointデータ） New!
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点共通

食生活
分野

保 育
分野

★単体に収録したDVDも販売する予定です。

●授業展開スライド＋スライド対応プリント
●教科書の本文データ＋図版データ（教科書４点分収録）　定価（本体3,000円＋税）

「家庭基礎・家庭総合　授業展開スライドDVD」 2019年３月発売予定

●「家庭基礎」「家庭総合」の授業で活用できるPowerPointデータを新たにご用意します。「家庭基礎」教科書・「家庭
総合」教科書４点に共通でご利用いただけます。

●授業時間を有効に活用できる，授業内容に変化をつけることができる，資料などの更新作業が簡単にできるなどのメ
リットがあります。

●スライドの内容に対応したプリントもご用意します（Wordデータ）。　
●「自立」「家族」「保育」「高齢者」「食生活」「衣生活」「住生活」「消費・経済」「環境」の全分野にわたって，全部で約50
テーマ（予定）をご用意します。
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スライド対応プリント例 スライド対応プリント例

授業展開スライド（Power Pointデータ） New!
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点共通

食生活
分野

保 育
分野

★単体に収録したDVDも販売する予定です。

●授業展開スライド＋スライド対応プリント
●教科書の本文データ＋図版データ（教科書４点分収録）　定価（本体3,000円＋税）

「家庭基礎・家庭総合　授業展開スライドDVD」 2019年３月発売予定

●「家庭基礎」「家庭総合」の授業で活用できるPowerPointデータを新たにご用意します。「家庭基礎」教科書・「家庭
総合」教科書４点に共通でご利用いただけます。

●授業時間を有効に活用できる，授業内容に変化をつけることができる，資料などの更新作業が簡単にできるなどのメ
リットがあります。

●スライドの内容に対応したプリントもご用意します（Wordデータ）。　
●「自立」「家族」「保育」「高齢者」「食生活」「衣生活」「住生活」「消費・経済」「環境」の全分野にわたって，全部で約50
テーマ（予定）をご用意します。
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ホームプロジェクト実践例
教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通

実践例 リスト

■自分にできる家事
■サイコロ作り
■祖母の数十年間眠っているものを
　片付けよう
■土鍋でごはん
■簡単に作れる朝食
■野菜嫌い克服！！
■栄養満点！ 採れたて夏野菜で健康に！！
■夏バテについて
■すぐ作れる！
　さっぱり・豚しゃぶそうめん+α
■カルピスでできる簡単レシピ
■役立つ！！ かさまし料理
■不要になった衣服，布の再利用
■着られなくなった服を小物にリメイク
■My roomのクローゼット清掃
■エアコンを使わずに過ごす方法
■節電
■拾った子ねこを
　ふわふわの健康にするために

●高校生が実際に取り組んだホームプロジェクトの実践17例です（PDF）。
●課題発見や解決方法のヒントとして利用できます。
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ホームプロジェクト実践例
教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通

実践例 リスト

■自分にできる家事
■サイコロ作り
■祖母の数十年間眠っているものを
　片付けよう
■土鍋でごはん
■簡単に作れる朝食
■野菜嫌い克服！！
■栄養満点！ 採れたて夏野菜で健康に！！
■夏バテについて
■すぐ作れる！
　さっぱり・豚しゃぶそうめん+α
■カルピスでできる簡単レシピ
■役立つ！！ かさまし料理
■不要になった衣服，布の再利用
■着られなくなった服を小物にリメイク
■My roomのクローゼット清掃
■エアコンを使わずに過ごす方法
■節電
■拾った子ねこを
　ふわふわの健康にするために

●高校生が実際に取り組んだホームプロジェクトの実践17例です（PDF）。
●課題発見や解決方法のヒントとして利用できます。
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●アクティブ・ラーニングの実践例4テーマです。
●授業展開のヒントとして利用できます。アクティブ・ラーニング実践例

教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通

アクティブ・ラーニング リスト

■「性別」って何？
■フェアってなんだろう？

■子育て支援を考える
■消費者トラブルにチャレンジ！
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●アクティブ・ラーニングの実践例4テーマです。
●授業展開のヒントとして利用できます。アクティブ・ラーニング実践例

教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通

アクティブ・ラーニング リスト

■「性別」って何？
■フェアってなんだろう？

■子育て支援を考える
■消費者トラブルにチャレンジ！
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アクティブ・ラーニング実践例
教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通
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アクティブ・ラーニング実践例
教師用DVD（デジタルコンテンツ）　調査・研究実践例

教科書4点共通
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●出生届・婚姻届などライフステージで必須な届出用紙のデータ（PDF）です。
●住民票・保育所等利用申込書・渋谷区パートナーシップ証明書など新たに7種を追加しました。

●教科書内容に準拠した学習ノートのデータ（問題および解答編）を収録しています（Word）。
●「家庭基礎」３点，「家庭総合」１点の学習ノートのデータを収録したCD-ROMも
　ご用意しています（非売品）。

届出用紙
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書準拠学習ノートデータ
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点共通教科書4点共通

収録 リスト

■住民票　
■戸籍全部事項証明書
■保育所等利用申込書
■介護保険申請書
■国民年金保険料
　学生納付特例申請書
■不在者投票用紙請求書
■渋谷区パートナーシップ証明書

■出生届
■死亡届
■婚姻届
■離婚届

届出書

申請書など（例）

出生届　13.1.16AP   13.1.19AP

神奈川県××市 
世帯主  ○○ 梅子 住 所 ××○丁目○番○号  

１ 

氏
名 ○○ 梅子 

住民となった年月日 
昭和 ○年 ○月 ○日 

生年月日 大正○年 ○月 ○日 性別 女 
＊
＊ 

 

住所を定めた年月日 

続 柄 世帯主 

昭和 ○年 ○月 ○日 

本
籍 

 
神奈川県××市××○丁目○○番地 筆

頭
者 

○○ 一郎 住所を定めた届出年月日 
 

前
住
所 

××○○番地 

個 人 番 号 
省略 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊  

住民票コード 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

省略 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 

備考   

2 

氏
名 ○○ 太郎 

住民となった年月日 
昭和 ○年 ○月 ○日 

生年月日 昭和○年 ○月 ○日 性別 男 
＊
＊ 

 

住所を定めた年月日 

続 柄 子 

昭和 ○年 ○月 ○日 

本
籍 

 
神奈川県××市××○丁目○番 筆

頭
者 

○○ 太郎 住所を定めた届出年月日 
昭和 ○年 ○月 ○日 

前
住
所 

東京都××市×町○丁目○番○号 ××マンション 101 
個 人 番 号 

省略 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊  

住民票コード 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

省略 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 

備考   

3 

氏
名 ○○ 花子 

住民となった年月日 
昭和 ○年 ○月 ○日 

生年月日 昭和 ○年 ○月 ○日 性別 女 
＊
＊ 

 

住所を定めた年月日 

続 柄 子の妻 

昭和 ○年 ○月 ○日 

本
籍 

 
神奈川県××市××○丁目○番 筆

頭
者 

○○ 太郎 住所を定めた届出年月日 
昭和 ○年 ○月 ○日 

前
住
所 

 
東京都××市×町○丁目○番○号 ××マンション 101 

個 人 番 号 
省略 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊  

住民票コード 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

省略 

＊＊＊＊＊  
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

 

備考   

 

氏
名 ＊ 以下余白 ＊ 

 
 

生年月日  
性別  

  

住所を定めた年月日 

続 柄  

 

  
 

  住所を定めた届出年月日 
 

前
住
所 

 
 

個 人 番 号  

  
  

住民票コード 

  

  
 

  

  
 

備考   
この写しは､世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。 
○年 ○月 ○日 

 神奈川県××市長 
○○ ○○  

住 民 票 
1 枚中 1 枚目 
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●出生届・婚姻届などライフステージで必須な届出用紙のデータ（PDF）です。
●住民票・保育所等利用申込書・渋谷区パートナーシップ証明書など新たに7種を追加しました。

●教科書内容に準拠した学習ノートのデータ（問題および解答編）を収録しています（Word）。
●「家庭基礎」３点，「家庭総合」１点の学習ノートのデータを収録したCD-ROMも
　ご用意しています（非売品）。

届出用紙
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書準拠学習ノートデータ
教師用DVD（デジタルコンテンツ）

教科書4点共通教科書4点共通

収録 リスト

■住民票　
■戸籍全部事項証明書
■保育所等利用申込書
■介護保険申請書
■国民年金保険料
　学生納付特例申請書
■不在者投票用紙請求書
■渋谷区パートナーシップ証明書

■出生届
■死亡届
■婚姻届
■離婚届

届出書

申請書など（例）

パンフp.45用_314家基1編1章2.docx 

２ 自立した生き方、共に生きる人生  教p.8～11 

 

１ 人生80年を生きる 教p.9 

  ★  1.「ライフステージと発達課題」について、（   ）の中に適語を記入しよう。 

▶人の一生を成長・発達の節目ごとに区分してとらえたそれぞれの段階のことを、（
1
          

  ）という。各ライフステージで、多くの人が直面する課題を（
2
          ）という。 

 

２ 自分らしく生きることと、共に生きること 教p.10～11 

★★★1.現在の自分は、どのくらい「自立」できているだろうか、チェックしてみよう。また、それぞれ

何に関する自立についての質問か、（   ）の中に適語を記入しよう。 
  はい 時々 いいえ 自立の種類 

1 自分の部屋の掃除、机上の整頓ができている。 ５ ３ ０ 

（
1
        ）自立 

2 朝、自分で起きることができる。 ５ ３ ０ 

3 衣服の管理ができる（洗濯・収納・購入等）。 ５ ３ ０ 

4 弁当を自分で作ったことがある。 ５ ３ ０ 

5 お小遣いの中で毎月のやりくりができる。 ５ ３ ０ 
（

2
        ）自立 

6 将来就きたい仕事について調べている。 ５ ３ ０ 

7 自分の意見や感情を冷静に人に伝えられる。 ５ ３ ０ 
（

3
        ）自立 

8 近所の人と、いつも挨拶をかわしている。 ５ ３ ０ 

9 妊娠のしくみ・避妊の方法を知っている。 ５ ３ ０ 
（

4
        ）自立 

10 異性の立場を大切にして話し、行動している。 ５ ３ ０ 

合計点 点／50点  

気づいたこと 
 

  ★  2.「性と生殖に関する権利」について、（  ）の中に適語を記入しよう。 

▶性と生殖に関する権利（（
5
                           ））とは、（

6
        ）や

（
7
       ）などの身体の健康にかかわることがらについて、すべてのカップルや個人の権利

を保障し、それぞれの意思を尊重しようとする考え方をさす。 

  ★  3.男女共同参画社会基本法について、（   ）の中に適語を記入しよう。 

▶1999年６月に（
8
                    ）法が制定され、すべての男性と女性が、自分の

個性と能力を最大限に発揮して「（
9
            ）」生きていくための障害となるような、これ

までの社会に存在していた（
10

          ）の解消がこんにちの社会の課題として掲げられた。 

 ★★ 4.ジェンダーとは何か、説明しよう。身の周りの例もあげてみよう。 
11 
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新家庭科テスト問題作成ソフト 家庭基礎・家庭総合/子どもの発達と保育
DVD映像セレクション

定価（本体9,000円+税）

対象教科書 314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎，309新家庭総合

弊社発行教科書に準拠した問題と発展的な問題を収録しています。分野や難易度，問題数などを選択し，
マウス1つで簡単にテストが作成できます。

約550題の問題の中から，分野や難易度によって任意に問題を選び，
テストを作成することもできます。

問題を選びながらテストを作成することができます。

指定した分野の問題一覧の中から，
自由に問題の差し換えができます。

問題は，ワープロソフト（Word，一太郎）で
自由に編集することができます。

1

2

4
3

お使いいただいている教科書の節を選択し，教科書に
合ったテストを自動的に作成できるようにしています。

教科書に合ったテストを
作成することができます。

対象教科書 314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎，309新家庭総合
311子どもの発達と保育新訂版（第4巻）

■家庭科で学ぶ学習要素は，家族・保育・高齢者・社会福祉，食生活・衣生活・住生活，消費生活・環境
と多岐に渡り，また，学習内容は時代の状況に応じて変化してきています。

■幅広い家庭科の学習内容において，映像という媒体を通じて学習効果を高めていただけるよう，
　「DVD映像セレクション 家庭基礎・家庭総合」を編修しました。
■高校生に身近に感じてもらえるよう，地域や外国の事例，出演者の生の声などをNHKの豊富な映

像から取り入れました。
■1項目4～5分程度としました。授業の導入やまとめ，学習のテーマの確認用にご利用できます。

各巻 約60分　CD-ROM付き 生徒用ワークシート（Wordデータ）を収録しました。項目ごとに問題と解答を収録しています。

●自分らしく生きる（自分らしく生きる／青年期を生きる）
●家族とかかわる（パートナーと出会う／家族について考える／家族に関する法律／働くということ）
●子どもとかかわる（生命の誕生／赤ちゃんの能力／子どもの心身の発達／子どもの遊び／子どもの食生活／子

育てサポート）
●高齢者とかかわる（高齢社会の現状／高齢者の特徴と暮らし／介護・介助／高齢社会を支えるしくみ）
●社会福祉（社会保障制度／ボランティア活動）

第1巻 人とかかわって生きる （18項目） 定価（本体15,000円+税）

からだの発達（新生児の能力・原始反射，からだの発育・発達，発達とシナプスの関係，はいはいから二足歩行ま
で）／心の発達（感覚の発達，コミュニケーション能力の発達，情緒の発達，知的発達）／乳幼児の生活（生後1か
月頃の一日，5か月頃の一日，1歳頃の一日，5歳頃の一日）／子どもと遊び／親になるということ（妊娠から出産
まで，胎児の成長）／すこやかに育つ環境／保育実習のためのマニュアル　

第4巻 子どもとかかわって生きる

※本冊子に記載されている会社名，製品名は，それぞれ各社の登録商標または商標です。

※1～3巻　発行：NHKエンタープライズ　企画協力・販売：実教出版株式会社　©2010NHKエンタープライズ
4巻　発行：NHKエンタープライズ　企画協力・販売：実教出版株式会社　©2017NHKエンタープライズ

（17項目） 定価（本体20,000円+税）

31年度用として改訂予定です

●食生活（世界の食文化／日本の食文化／食品を選ぶ／食品の安全／食料自給率）
●衣生活（人と衣類のかかわり／衣生活の現状／衣服の素材／衣服の管理／衣生活と環境／誰もが快適な衣生

活を）
●住生活（日本の住まい／海外の住まい／安全な住まい／地域社会で暮らす）

第2巻 生活をつくる （15項目） 定価（本体15,000円+税）

31年度用として改訂予定です

※日本視聴覚教育協会 29年度最優秀作品賞（文部科学大臣賞）受賞

●消費生活と環境，経済設計（契約社会／支払い方法の多様化／消費者の権利と責任／
　地球環境を考える／家庭から地球環境を考える／地域から地球環境を考える／経済設計の必要性）
●キャリアプランニング（子どもにかかわる仕事／医療や福祉にかかわる仕事／食生活にかかわる仕事／衣生活

にかかわる仕事／住生活にかかわる仕事／経済にかかわる仕事）

第3巻 消費者として生きる／キャリアプラン （13項目） 定価（本体15,000円+税）

31年度用として改訂予定です
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新家庭科テスト問題作成ソフト 家庭基礎・家庭総合/子どもの発達と保育
DVD映像セレクション

定価（本体9,000円+税）

対象教科書 314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎，309新家庭総合

弊社発行教科書に準拠した問題と発展的な問題を収録しています。分野や難易度，問題数などを選択し，
マウス1つで簡単にテストが作成できます。

約550題の問題の中から，分野や難易度によって任意に問題を選び，
テストを作成することもできます。

問題を選びながらテストを作成することができます。

指定した分野の問題一覧の中から，
自由に問題の差し換えができます。

問題は，ワープロソフト（Word，一太郎）で
自由に編集することができます。

1

2

4
3

お使いいただいている教科書の節を選択し，教科書に
合ったテストを自動的に作成できるようにしています。

教科書に合ったテストを
作成することができます。

対象教科書 314新家庭基礎，315新家庭基礎21，316新図説家庭基礎，309新家庭総合
311子どもの発達と保育新訂版（第4巻）

■家庭科で学ぶ学習要素は，家族・保育・高齢者・社会福祉，食生活・衣生活・住生活，消費生活・環境
と多岐に渡り，また，学習内容は時代の状況に応じて変化してきています。

■幅広い家庭科の学習内容において，映像という媒体を通じて学習効果を高めていただけるよう，
　「DVD映像セレクション 家庭基礎・家庭総合」を編修しました。
■高校生に身近に感じてもらえるよう，地域や外国の事例，出演者の生の声などをNHKの豊富な映

像から取り入れました。
■1項目4～5分程度としました。授業の導入やまとめ，学習のテーマの確認用にご利用できます。

各巻 約60分　CD-ROM付き 生徒用ワークシート（Wordデータ）を収録しました。項目ごとに問題と解答を収録しています。

●自分らしく生きる（自分らしく生きる／青年期を生きる）
●家族とかかわる（パートナーと出会う／家族について考える／家族に関する法律／働くということ）
●子どもとかかわる（生命の誕生／赤ちゃんの能力／子どもの心身の発達／子どもの遊び／子どもの食生活／子

育てサポート）
●高齢者とかかわる（高齢社会の現状／高齢者の特徴と暮らし／介護・介助／高齢社会を支えるしくみ）
●社会福祉（社会保障制度／ボランティア活動）

第1巻 人とかかわって生きる （18項目） 定価（本体15,000円+税）

からだの発達（新生児の能力・原始反射，からだの発育・発達，発達とシナプスの関係，はいはいから二足歩行ま
で）／心の発達（感覚の発達，コミュニケーション能力の発達，情緒の発達，知的発達）／乳幼児の生活（生後1か
月頃の一日，5か月頃の一日，1歳頃の一日，5歳頃の一日）／子どもと遊び／親になるということ（妊娠から出産
まで，胎児の成長）／すこやかに育つ環境／保育実習のためのマニュアル　

第4巻 子どもとかかわって生きる

※本冊子に記載されている会社名，製品名は，それぞれ各社の登録商標または商標です。

※1～3巻　発行：NHKエンタープライズ　企画協力・販売：実教出版株式会社　©2010NHKエンタープライズ
4巻　発行：NHKエンタープライズ　企画協力・販売：実教出版株式会社　©2017NHKエンタープライズ

（17項目） 定価（本体20,000円+税）

31年度用として改訂予定です

●食生活（世界の食文化／日本の食文化／食品を選ぶ／食品の安全／食料自給率）
●衣生活（人と衣類のかかわり／衣生活の現状／衣服の素材／衣服の管理／衣生活と環境／誰もが快適な衣生

活を）
●住生活（日本の住まい／海外の住まい／安全な住まい／地域社会で暮らす）

第2巻 生活をつくる （15項目） 定価（本体15,000円+税）

31年度用として改訂予定です

※日本視聴覚教育協会 29年度最優秀作品賞（文部科学大臣賞）受賞

●消費生活と環境，経済設計（契約社会／支払い方法の多様化／消費者の権利と責任／
　地球環境を考える／家庭から地球環境を考える／地域から地球環境を考える／経済設計の必要性）
●キャリアプランニング（子どもにかかわる仕事／医療や福祉にかかわる仕事／食生活にかかわる仕事／衣生活

にかかわる仕事／住生活にかかわる仕事／経済にかかわる仕事）

第3巻 消費者として生きる／キャリアプラン （13項目） 定価（本体15,000円+税）

31年度用として改訂予定です
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それぞれの教科書ごとにシラバスをご用意しています。

学習指導計画案

「新家庭基礎 パートナーシップでつくる未来」年間指導計画と評価基準（例）

実教出版のウェブサイトからダウンロードできます（Excelデータ）。

学
習
目
標

学
習
方
法

ａ 関心・意欲・態度

ｂ 思考・判断・表現

ｃ 技能

ｄ 知識・理解

学
期
月 関 思 技 知 評価規準 時数

4 ○ 1

○ ○

自分について客観的に見つめること
ができ，人の生涯の特徴・課題を理
解することができる。 1

○

青年期である自分がこれからどのよ
うな生き方をしていくのか，社会的
背景をも含め，考えることができ
る。

1

○ ○

家族・家庭の意義や機能，時代と共
に変化する家族の形や機能について
理解し，現代の家族にかかわる課題
についても社会的な事象を考えなが
ら理解することができる。 1

○

憲法・民法のとりわけ家族に関する
条文について理解をする。また，戦
前，戦後から現在までの民法の改正
の動きについても理解できる。 1

○

労働の種類，また，その意義につい
て理解をし，現代生活における課題
を見つける。生活時間については，
自分の生活における課題，日本にお
ける課題などを見つけることができ
る。

1

5 ○ ○

人は生まれたときから能力を持って
いること，また，子どものものの見
方・感じ方には子ども独特の世界が
あること，さらに子どもとふれあ
い，子どもを理解することで，より
自分についても深く考えることがで
きる。

1

○

人の発達において，保育がいかに重
要であるかを学び，誕生から幼児期
までの子どものからだと心の発達に
ついて理解する。

2

○ ○

子どもの食・衣・遊びなどについて
理解し，それらの知識にもとづいた
子どものおやつづくり，おもちゃづ
くりができる。

5

・プリント
・観察

・観察
・プリント

４節　家族に関する
法律

・家族に関する法律について学習し，理解
する。

５節　私たちの生活
時間を支える労働と
生活時間

・職業労働・家事労働・ボランタリーな労
働の意義について学びます。また，生活時
間からみた現在の課題について考える。

・生活時間調
査のレポート

・人の一生を生涯発達の視点でとらえ，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会との関わりについて理解する。
・生活課題を解決するために必要な知識と技術を習得し，家庭生活の充実向上をはかる力と実践的な態度を身につける。

○人が生きてくうえで必要な知識，とりわけ家庭生活にかかわる基本的な知識を身につける。
○実験･実習を通して自立にむけた技術を身に付けるとともに，現状の生活課題などを自ら発見し，解決する解決していく過程をレポートする。
○子どもや高齢者とふれあう活動，ボランティア活動等の体験学習を行い，体験することにより，知識をより確実なものとする。

・観察
・プリント

学習内容 学習活動・ねらい 評価方法

1節　自分を見つめ
る

・自分自身について客観的に知り，生涯を
見通して人の一生について考え，それぞれ
のライフステージごとの特徴・課題を理解
する。

教科・科目
学科・学年・学級

単位数（年間授業時数） ２単位（７０時間）

１学年

自立するために必要な調理技術，縫製技術，また家族介護のための基礎的技術などを身につけること
ができる。

人が生きていくうえで必要な「生活」にかかわる基本的知識を身につけ，理解している。

科目の評価の観点の趣旨

・観察

家庭科を学ぶにあ
たって

学
習
評
価

評価の観点

家族・子ども・高齢者・消費・経済などに対して，また，それらに関連する制度や法律等に関心を持
ち，さらに生きていくうえの知識・技術を習得して，自分の生活をデザインしようとする意欲があ
る。

学習した内容を理解したうえで，自分の生活課題や社会的な課題を見つけ，解決のためにどのような
ことができるのかを思考し，判断した内容をレポート等でまとめることができる。

家庭基礎

・「家庭基礎」を学ぶにあたって，学習の
意義や内容，情報収集，レポートの書き方
など学習の方法，評価の方法を理解する。

１
学
期

2節　発達のすばら
しさ

・子どもの誕生，子どもの心身の発達と特
徴について理解する。

３節　子どもの生活 ・子どもの食生活・衣生活，遊びについて
理解を深めます。おやつづくりの実習を行
う。
・おもちゃや絵本などの児童文化財が子ど
もの発達や生活にとってどのような影響を
及ぼすのかを考え，おもちゃ製作などの実
習につなげる。

第１編　人とかか
わって生きる
第１章　自分らし
い生き方と家族

1節　子どもを知る

・男女共同参画社会の実現をめざす歩みと
社会的背景について理解し，どのような青
年期を生きるかを考えることができるよう
にする。

２節　自立した生き
方，共に生きる人生

3節　共に生きる家
族

・保育を学ぶ意義について学習します。子
どもの世界と出会うことによって，自己理
解を深める。

・「自分が子
どもだったこ
ろ」のレポー
ト

・観察
・プリント

第１編　第２章
子どもとかかわる

・観察
・プリント

・実習及びそ
のレポート

・さまざまな結婚，家族・家庭の意義や機
能について理解する。
・時代とともに変化する家族・家庭につい
て学習し，現在の家族の抱える課題などを
理解する。
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それぞれの教科書ごとにシラバスをご用意しています。

学習指導計画案

「新家庭基礎 パートナーシップでつくる未来」年間指導計画と評価基準（例）

実教出版のウェブサイトからダウンロードできます（Excelデータ）。

学
習
目
標

学
習
方
法

ａ 関心・意欲・態度

ｂ 思考・判断・表現

ｃ 技能

ｄ 知識・理解

学
期
月 関 思 技 知 評価規準 時数

4 ○ 1

○ ○

自分について客観的に見つめること
ができ，人の生涯の特徴・課題を理
解することができる。 1

○

青年期である自分がこれからどのよ
うな生き方をしていくのか，社会的
背景をも含め，考えることができ
る。

1

○ ○

家族・家庭の意義や機能，時代と共
に変化する家族の形や機能について
理解し，現代の家族にかかわる課題
についても社会的な事象を考えなが
ら理解することができる。 1

○

憲法・民法のとりわけ家族に関する
条文について理解をする。また，戦
前，戦後から現在までの民法の改正
の動きについても理解できる。 1

○

労働の種類，また，その意義につい
て理解をし，現代生活における課題
を見つける。生活時間については，
自分の生活における課題，日本にお
ける課題などを見つけることができ
る。

1

5 ○ ○

人は生まれたときから能力を持って
いること，また，子どものものの見
方・感じ方には子ども独特の世界が
あること，さらに子どもとふれあ
い，子どもを理解することで，より
自分についても深く考えることがで
きる。

1

○

人の発達において，保育がいかに重
要であるかを学び，誕生から幼児期
までの子どものからだと心の発達に
ついて理解する。

2

○ ○

子どもの食・衣・遊びなどについて
理解し，それらの知識にもとづいた
子どものおやつづくり，おもちゃづ
くりができる。

5

・プリント
・観察

・観察
・プリント

４節　家族に関する
法律

・家族に関する法律について学習し，理解
する。

５節　私たちの生活
時間を支える労働と
生活時間

・職業労働・家事労働・ボランタリーな労
働の意義について学びます。また，生活時
間からみた現在の課題について考える。

・生活時間調
査のレポート

・人の一生を生涯発達の視点でとらえ，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会との関わりについて理解する。
・生活課題を解決するために必要な知識と技術を習得し，家庭生活の充実向上をはかる力と実践的な態度を身につける。

○人が生きてくうえで必要な知識，とりわけ家庭生活にかかわる基本的な知識を身につける。
○実験･実習を通して自立にむけた技術を身に付けるとともに，現状の生活課題などを自ら発見し，解決する解決していく過程をレポートする。
○子どもや高齢者とふれあう活動，ボランティア活動等の体験学習を行い，体験することにより，知識をより確実なものとする。

・観察
・プリント

学習内容 学習活動・ねらい 評価方法

1節　自分を見つめ
る

・自分自身について客観的に知り，生涯を
見通して人の一生について考え，それぞれ
のライフステージごとの特徴・課題を理解
する。

教科・科目
学科・学年・学級

単位数（年間授業時数） ２単位（７０時間）

１学年

自立するために必要な調理技術，縫製技術，また家族介護のための基礎的技術などを身につけること
ができる。

人が生きていくうえで必要な「生活」にかかわる基本的知識を身につけ，理解している。

科目の評価の観点の趣旨

・観察

家庭科を学ぶにあ
たって

学
習
評
価

評価の観点

家族・子ども・高齢者・消費・経済などに対して，また，それらに関連する制度や法律等に関心を持
ち，さらに生きていくうえの知識・技術を習得して，自分の生活をデザインしようとする意欲があ
る。

学習した内容を理解したうえで，自分の生活課題や社会的な課題を見つけ，解決のためにどのような
ことができるのかを思考し，判断した内容をレポート等でまとめることができる。

家庭基礎

・「家庭基礎」を学ぶにあたって，学習の
意義や内容，情報収集，レポートの書き方
など学習の方法，評価の方法を理解する。

１
学
期

2節　発達のすばら
しさ

・子どもの誕生，子どもの心身の発達と特
徴について理解する。

３節　子どもの生活 ・子どもの食生活・衣生活，遊びについて
理解を深めます。おやつづくりの実習を行
う。
・おもちゃや絵本などの児童文化財が子ど
もの発達や生活にとってどのような影響を
及ぼすのかを考え，おもちゃ製作などの実
習につなげる。

第１編　人とかか
わって生きる
第１章　自分らし
い生き方と家族

1節　子どもを知る

・男女共同参画社会の実現をめざす歩みと
社会的背景について理解し，どのような青
年期を生きるかを考えることができるよう
にする。

２節　自立した生き
方，共に生きる人生

3節　共に生きる家
族

・保育を学ぶ意義について学習します。子
どもの世界と出会うことによって，自己理
解を深める。

・「自分が子
どもだったこ
ろ」のレポー
ト

・観察
・プリント

第１編　第２章
子どもとかかわる

・観察
・プリント

・実習及びそ
のレポート

・さまざまな結婚，家族・家庭の意義や機
能について理解する。
・時代とともに変化する家族・家庭につい
て学習し，現在の家族の抱える課題などを
理解する。

6 ○

子どもの人間形成には，保育者との
関わり，まわりの人との関わりが重
要であることが理解できる。また，
子どもを生み，育てる意義や，現在
の子どもをめぐる社会的な問題につ
いても理解し，それらがどのような
背景で発生しているのかなど，考え
ることができる。さらに，青年期の
健康についても生命への責任という
観点で理解ができる。

2

○

家庭保育・集団保育の重要姓を理解
し，子どもがすこやかに育つために
どのような社会的な環境が整えられ
ているのか，また，整えられなけれ
ばならないのか，法律や制度などか
ら読み取ることができる。

2

○

現在の高齢社会，また将来に向けて
の高齢化の進む社会について統計等
より理解する。また，高齢社会にお
ける課題についても理解できる。 1

○
高齢者の心身の特徴や生活について
理解し，積極的に高齢者とその生活
を知ろうとする。 1

○

高齢期に関する制度，特に介護保険
についてなぜこのような制度が必要
なのかを理解し，また，高齢社会を
社会全体で支えるしくみを理解する
ことができる。

1

7 ○

年金・健康保険・雇用保険や，子ど
もや高齢者などに対する福祉制度な
ど，生涯の社会保障制度について理
解する。

2

○

ノーマライゼーションの考え方を理
解し，誰もがが「自分自身の社会」
と感じられる社会を支えあってつ
くっていく重要性を理解する。ま
た，そのためには地域社会での協働
が必要であることを理解する。

1

○

ボランティア活動の意義を理解し，
自分にできることは何かを考え，実
際に活動を行う意欲を持つ。 2

夏
休
み

8 ○

家族の生活時間や，食・衣・住に関
すること，ボランティア活動など，
自分で関心のあること，また生活か
ら見えてくる課題を取り上げ，解決
にむけて実践することができる。

9 ○

自分の食事について記録をとり，食
生活の課題について考えることがで
きる。また，食事の意義についても
考え，それと合わせて，自分の食生
活の改善へとつなげることができ
る。

2

○

たんぱく質，脂質，糖質，食物繊
維，ミネラル，ビタミンのからだの
中での働きを理解し，それらを含む
食品を理解し，バランスのとれた食
生活につなげることができる。

4

○

食品を選択する際に必要な食品表示
の見方，食中毒などの安全に対する
知識を得，健康的な食生活が送るこ
とができるようになる。 2

10 ○

食事摂取基準や食品群別摂取量など
を理解し，実際にバランスのよい食
事計画を行うことができる。また，
調理に関する基本的な「切る」「炒
める」「ゆでる」「焼く」などの調
理技術を身につけ，実際に調理がで
きるようになる。また，食事マナー
を身につけ，楽しく食事をすること
ができる。調理実習においては後片
付けまできちんと行う。

6

○

日本の自給率についての課題につい
て考えることができ，また，食にか
かわる環境について，自分たちがで
きることは何かを考えることがで
き，実践につなげることができる。 2

・ワークシー
ト
・観察

１節　支えあう暮ら
しとは

・個人や家庭生活を支える社会保障制度や
社会福祉についての重要性を理解する。

３節　地域社会の一
員としてのボラン
ティア活動

・ボランティア活動について学習し，支
え，支え合う社会の大切さを学び，ボラン
ティア活動に興味・関心が持てるように
し，実際の活動につなげる。

・観察
・プリント

２
学
期

・プリント
・観察

・観察
・プリント

・観察
・プリント
・調理実習の
レポート

・食品の自給率や食に関する環境について
考察します。また，環境を考えた食生活
（食品ロス等）について考える。

・観察
・自給率向上
に向けた実践
レポート

・食事調査レ
ポート

ホームプロジェク
ト

・自分の身のまわりの生活課題をみつけ，
夏休みに調査・研究を行い，ホームプロ
ジェクトのレポートとして提出する。

第２編　第１章
食生活をつくる

１節　私たちの食生
活

・食事調査を通して，各自の食生活の問題
点について考える。

１
学
期

４節　親になること
を考えよう

・現在の子どもをとりまく環境を知り，子
どもの発達と環境とのかかわりについて学
習する。
・青年期の健康管理の重要性を理解する。

１節　高齢社会に生
きる私たちの暮らし

・高齢社会の現状と課題について学習す
る。

・高齢者の心身の特徴や生活について理解
します。

５節　すこやかに育
つ環境

・家庭保育と集団保育，子育てのための国
や地域の社会的支援について理解する。

第４章　社会とか
かわる

２節　私たちの社会
福祉

・地域に根ざした社会福祉の重要性を理解
する。

第３章　高齢者と
かかわる

・観察
・プリント

５節　これからの食
生活を考える

２節　栄養と食品の
かかわり

・栄養素の種類と働きやそれぞれの栄養素
が多く含まれる食品についての基礎的な知
識を習得する。

・プリント
・観察

３節　食品の選び方
と安全

・食品衛生（食品の選択，食中毒，食品添
加物）について学び，消費者として，家庭
生活を営む者として知っておくべき知識を
身につける。

４節　食事の計画と
調理

・栄養・食品の知識をもとに，食事摂取基
準，食品群別摂取量などを用いて，バラン
スのとれた家族の食事計画（献立作成）が
できるようにする。また，調理に関しての
基礎的な技術を身につけ，食事マナーを知
り，楽しく食事ができるようにする。

・ワークシー
ト
・観察
・高齢者イン
タビューレ
ポート

・プリント
・観察

２節　高齢者を知る

３節　豊かな高齢期
を迎えるしくみ

・介護保険制度のしくみやサービスの内
容，地域住民間での助け合いの活動などを
理解する。

・プリント
・観察

・プリント
・観察

・ホームプロ
ジェクトのレ
ポート
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新調理実習DVD 定価（本体7,000円＋税）

家庭303 生活産業情報
教授用指導書＋CD-ROM
授業展開例のほか，事項解説や豊富な資料を掲載しています。
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，教科書の例題および問題データ，
　　　　　　　　評価問題データ

定価（本体5,800円＋税）

家庭306 ファッション造形基礎
教授用指導書＋CD-ROM
授業展開例のほか，事項解説や豊富な資料を掲載しています。
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，
　　　　　　　　基礎技能授業および手芸授業プリントデータ

定価（本体7,200円＋税）

福祉301 社会福祉基礎
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体9,000円＋税）

福祉302 介護福祉基礎
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体8,000円＋税）

福祉303 生活支援技術
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体7,200円＋税）

福祉304 こころとからだの理解
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体6,500円＋税）

福祉305 コミュニケーション技術
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体9,000円＋税）

福祉306 介護過程
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体10,000円＋税）

家庭311 子どもの発達と保育 新訂版
教授用指導書＋CD-ROM
CD-ROMの内容：本文・図版（PDF），授業展開スライドデータおよび確認
　　　　　　　　プリントデータ（2章 子どもの発達の過程），ワークシートデータ，評価問題データ

定価（本体6,000円＋税）

家庭313 フードデザイン 新訂版
教授用指導書＋CD-ROM
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，評価問題のデータ

定価（本体8,000円＋税）

《平成31年度用 指導資料ラインアップ　家庭科》 《平成31年度用 指導資料ラインアップ　福祉科》
家基314 新家庭基礎 パートナーシップでつくる未来

指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

DVD映像セレクション 家庭
第1巻　人とかかわって生きる

第2巻　生活をつくる

第3巻　消費者として生きる／キャリア

第4巻　子どもとかかわって生きる

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体20,000円＋税）

家基315 新家庭基礎21
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

家基316 新図説家庭基礎
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

家総309 新家庭総合 パートナーシップでつくる未来
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

生デ301 生活デザイン
指導資料　授業ガイダンス＋小論文対策＋CD-ROM
授業ガイダンス３分冊の構成：①家族・子ども・高齢者，②食生活・衣生活，③住生活・消費
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ

定価（本体18,000円＋税）

新家庭科テスト問題作成ソフト 定価（本体9,000円＋税）

福祉科の教授用指導書付属CD-ROMについて

●別売は行っておりません。　●６科目とも共通の内容です。

DVD「ケータイ社会と情報モラルVol.２」
スマートフォンの利便性と危険性
DVD１枚　Windows対応CD-ROM１枚
定価（本体15,000円＋税）

DVD「情報化社会のリテラシー／
サイバーセキュリティ」
DVD１枚　ワークシートはWebに用意

2018年
3月発売

定価（本体19,000円＋税）

家庭科・福祉科における“情報”にかかわる指導資料

【該当科目】 家庭科専門科目「生活産業情報」／福祉科「社会福祉基礎」「コミュニケーション技術」
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新調理実習DVD 定価（本体7,000円＋税）

家庭303 生活産業情報
教授用指導書＋CD-ROM
授業展開例のほか，事項解説や豊富な資料を掲載しています。
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，教科書の例題および問題データ，
　　　　　　　　評価問題データ

定価（本体5,800円＋税）

家庭306 ファッション造形基礎
教授用指導書＋CD-ROM
授業展開例のほか，事項解説や豊富な資料を掲載しています。
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，
　　　　　　　　基礎技能授業および手芸授業プリントデータ

定価（本体7,200円＋税）

福祉301 社会福祉基礎
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体9,000円＋税）

福祉302 介護福祉基礎
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体8,000円＋税）

福祉303 生活支援技術
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体7,200円＋税）

福祉304 こころとからだの理解
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体6,500円＋税）

福祉305 コミュニケーション技術
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体9,000円＋税）

福祉306 介護過程
教授用指導書（CD-ROM付）
教授用指導書の内容：授業展開例と解説，年間指導計画案，テスト問題・解答，教科書の編末問題の解答
CD-ROMの内容：教科書の本文・図版（PDF）データ，指導資料掲載のテスト問題・解答（PDF）データ，
                　　 教科書の編末問題の解答（PDF）データ

定価（本体10,000円＋税）

家庭311 子どもの発達と保育 新訂版
教授用指導書＋CD-ROM
CD-ROMの内容：本文・図版（PDF），授業展開スライドデータおよび確認
　　　　　　　　プリントデータ（2章 子どもの発達の過程），ワークシートデータ，評価問題データ

定価（本体6,000円＋税）

家庭313 フードデザイン 新訂版
教授用指導書＋CD-ROM
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ，評価問題のデータ

定価（本体8,000円＋税）

《平成31年度用 指導資料ラインアップ　家庭科》 《平成31年度用 指導資料ラインアップ　福祉科》
家基314 新家庭基礎 パートナーシップでつくる未来

指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

DVD映像セレクション 家庭
第1巻　人とかかわって生きる

第2巻　生活をつくる

第3巻　消費者として生きる／キャリア

第4巻　子どもとかかわって生きる

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体15,000円＋税）

定価（本体20,000円＋税）

家基315 新家庭基礎21
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

家基316 新図説家庭基礎
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

家総309 新家庭総合 パートナーシップでつくる未来
指導資料　全点セット

指導資料　授業ガイダンス＋教師用DVDセット

定価（本体36,000円＋税）

定価（本体21,000円＋税）

生デ301 生活デザイン
指導資料　授業ガイダンス＋小論文対策＋CD-ROM
授業ガイダンス３分冊の構成：①家族・子ども・高齢者，②食生活・衣生活，③住生活・消費
CD-ROMの内容：教科書の本文および図版のデータ

定価（本体18,000円＋税）

新家庭科テスト問題作成ソフト 定価（本体9,000円＋税）

福祉科の教授用指導書付属CD-ROMについて

●別売は行っておりません。　●６科目とも共通の内容です。

DVD「ケータイ社会と情報モラルVol.２」
スマートフォンの利便性と危険性
DVD１枚　Windows対応CD-ROM１枚
定価（本体15,000円＋税）

DVD「情報化社会のリテラシー／
サイバーセキュリティ」
DVD１枚　ワークシートはWebに用意

2018年
3月発売

定価（本体19,000円＋税）

家庭科・福祉科における“情報”にかかわる指導資料

【該当科目】 家庭科専門科目「生活産業情報」／福祉科「社会福祉基礎」「コミュニケーション技術」

53


