
 

中 技術1 
 

種目名 技術・家庭 
（技術分野） 選定替えの有無 有・無 選定発行者名  

従来の発行者名 東京書籍 

 

発行者 
観 点 

東京書籍 教育図書 開隆堂 

１学習指導要領

との関連 

生活に必要な基礎的・基本的な知識・技能が実習を

通して確実に習得できるよう、編集されている。そ

れぞれの編の各章・節の内容は、学習指導要領の内

容を踏まえて、学習が系統的にすすめられるよう、

段階を踏んで丁寧に記述しており、技術の見方・考

え方を働かせた深い学びの実現につながる工夫がな

されている。 

実践的・体験的な学習活動を重視して、生徒の意

欲が高まりそうな製作題材を多く取り入れてい

る。技術科で育てる資質・能力の３つの柱（知識･

技能、思考力･判断力・表現力、態度）を分かり

やすく章立てしている。伝統文化の尊重や継承を

取り上げた記述がされている。 

生活に必要な基礎的・基本的な知識・技能が実

習を通して確実に習得できるよう、編集されて

いる。段階的な３つの活動と分かりやすい具体

的な実習例を示すことで、「見方・考え方」を

育てる工夫がされている。技術の進展や伝統文

化について取り上げた記述がされている。 

２「あいちの教

育の基本理念」

との関連 

学習内容に関連した技術に携わる人のメッセージを

「技術の匠」として多く紹介している。ものづくり

における責任感や倫理観、職業観や勤労観が養われ

るよう配慮されている。社会の中でのものづくりと

同じように、問題解決的な学習を通して、問題解決

能力を身に付けることができる。 

新技術と伝統的な技術と組み合わせた題材を取

り上げ、新しい文化を創造できるようにしてい

る。製造業に携わる人々の職業観を通して、もの

づくりの正確さや緻密さに触れ、学んだことを社

会へ生かすよう工夫されている。 

学習したことを学校だけでなく、家庭や地域で

も生かせる内容になっている。働く人へのイン

タビューの記述を通して、「自らを高めること」

「社会に役立つこと」を十分に踏まえた「あい

ちの教育の基本理念」に沿った内容である。 

３ 

内 

容 

(1) 内 容

の選択 
 

豊富な「資料」や「問題解決例」を通して、生徒が

主体的に問題解決に取り組めるよう構成されてい

る。また、実生活に生かすことができる学習課題を

取り入れ、学習したことを日常生活に役立てられる

内容が選択されている。 

実生活に生かせる学習課題を取り入れ、日常生活

にも参考になる内容が選択されている。「つくっ

てみよう」や「やってみよう」等の活動を通して、

自ら進んで実践的・体験的な活動が進められるよ

うな内容が示されている。 

実践的・体験的な学習活動を通して、基礎的・

基本的な知識及び技術との関わりについて理

解が深められるようになっている。複数の実習

例や「実験」「探求」を通して、自ら主体的・

体験的な学習活動ができる内容になっている。 

(2) 内 容

の程度 
 

生徒が主体的に問題解決に取り組めるよう豊富な問

題解決例を示し、興味・関心が高まるよう工夫され

ている。また、持続可能な社会の構築に向けた現代

の社会生活や科学技術の進歩に対応した内容が示さ

れている。 

「見つける」で興味・関心が高まる工夫がされ、

「作ってみよう」「やってみよう」で発達段階に

応じた実習例が示されている。また、補充的な学

習内容や発展的な学習内容も適切に示されてい

る。 

発達段階や興味・関心に対応できるよう、写真

やイラスト「参考」を多く用いるとともに、実

践的・体験的な学習内容や実習例等が示されて

いる。補充的な学習内容や発展的な学習内容も

適切に示されている。 

(3) 内 容

の構成 

技術の見方・考え方として４側面から分析し技術の

最適化を考えられるような構成になっている。また、

様々なマークを用いて他教科や小学校での学習と関

連づけながら学習が進められるよう工夫されてい

る。 

基礎学習や問題解決学習の進め方がステップに

分けられており、段階を踏みながら進められるよ

うになっている。「リンク」マークで他教科等と

の関連付けが明確にされており、学習活動が組織

的に配列されている。 

日常でよく使われている生活用品を多く取り

上げ、ＰＤＣＡサイクルを意識して学習が進め

られるようになっている。内容ごとに補充的、

発展的な学習ができるような構成になってい

る。 



 

中 技術2 
 

４表記・表現及

び使用上の便宜

等 

東京書籍 
冒頭資料に安全な作業 を示すとともに、本文中には

「安全」「衛生」マークを分かりやすく配置し、注意

を喚起するよう配慮されている。デジタルコンテン

ツ・挿絵・イラスト・写真・図表が本文の記述に対

応して豊富な配列がされており、適切に関連付けら

れている。 

教育図書 
冒頭資料に安全な作業のための三つの心得を示

すとともに、本文中には「安全」マークを分かり

やすく配置し、注意を喚起するよう配慮されてい

る。本文中に、参照するべき挿絵や写真、図表等

を詳しく表記したり、二次元コードを用いたりし

て、関連する内容についても分かりやすく紹介さ

れている。 

開隆堂 

ガイダンスに作業の安全を示すとともに 、本文中

には「安全」マークを分かりやすく配置し、注意を

喚起するよう配慮されている。挿絵・イラスト・写

真・図表等を用いたり 、二次元コードを用いたり

して、本文の記述と補足事項が適切に関連付けられ

ている。 

５印刷・造本等 
 

見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフ

ォントを使用しており、色使いも色覚特性に適応す

るよう工夫され、実物大の写真や左利き用の図や説

明があり、マークを使って気付けるよう工夫されて

いる。植物油インキや軽量な再生紙を使用し、環境

等に配慮されており、長期の使用に耐える堅ろうな

製本となっている。 

大きな文字を使用し、吹き出しの中の書体を変え

たり、重要語句は太字のカラーで表記したりする

など、読みやすくなるよう工夫されている。本文

の内容を精選し文章を簡潔にして、視覚的に分か

りやすくなるよう工夫されている。再生紙・植物

油インキを使用し、環境等に配慮がみられ、めく

りやすい用紙であるとともに、長期間の使用に耐

える堅ろうな製本となっている。 

見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザイン

フォントを使用しており、文字はすっきりして、読

みやすいよう工夫されている。色使いはカラーバリ

アフリーになっており、一つの単語は行をまたがな

い調整がされ、読みやすいよう工夫されている。環

境に配慮した用紙や大豆油インキを使用し、軽い用

紙で軽量化されており、堅ろうな製本となってい

る。 

 



 

中 家庭1 

 

種目名  技術・家庭 
（家庭分野） 

選定替えの有無 有・無 選定発行者名  従来の発行者名 東京書籍 

 

発行者 
観 点 

東京書籍 教育図書 開隆堂 

１学習指導要領

との関連 

生活の営みに係る見方・考え方を働かせて課題を

見付け、解決するプロセスを繰り返し、主体的・

対話的で深い学びが実現できるよう編集されて

いる。自分の生活と現代社会や世界の状況を幅広

く視野に入れて、持続可能な社会や環境について

考えられる態度が養われるよう配慮されている。 
 

生活の営みに係る見方・考え方を意識しながら課

題の解決に取り組み、生活を工夫し創造する力が

身に付くように編集されている。持続可能な社会

の構築について興味・関心を高め理解が深まるよ

うに、また自ら考え行動できるよう配慮されてい

る。 

生活の営みに係る見方・考え方を意識しながら課

題の解決に向けて、主体的・対話的で深い学びが

展開できるよう編集されている。自然との共生や

人権尊重を含んだ持続可能な社会の実現に向け

て、関心と理解が深まるよう配慮されている。 

２「あいちの教

育の基本理念」

との関連 

学習内容に関連した職業に就いている人のメッ

セージを紹介したり、将来を見通す場面を設けた

りして、勤労観・職業観を育み、学んだことを社

会に生かそうと考えることができるよう配慮さ

れている。世代の異なる人、障がいの有無、多様

な国籍、異なる文化や言語、性別等様々な人との

共生の大切さに気付けるよう配慮されている。 
 

身近な社会で働いている人からのメッセージを取

り入れ、自分の生活と社会とのつながりを意識し、

学んだことを社会に生かすことができるよう配慮

されている。男女の平等、自他の敬愛と協力を重

んじ、主体的に社会の形成に参画する態度を養う

ことができるよう配慮されている。 
 

社会で活躍する人のメッセージを取り入れ、、地

域や社会に目を向け、学んだことを社会に生かす

ことができるよう配慮されている。男女の区別や

障がいの有無に関わらず、子どもから高齢者まで

様々な人との共生の大切さに気付くことができ

るよう配慮されている。 

３ 

内 

容 

(1) 内 容

の選択 
 

生活を展望する時間軸の視点と、家族や社会との

つながりという空間軸の視点を用いて、生活をよ

りよくするよう内容が精選されている。各章の導

入として、生徒が自らの生活を振り返って課題を

発見するための発問を提示し、問題解決学習の糸

口としている。内容ごとの学習のまとめで「生活

に生かそう」という項目を掲載し、日常生活に役

立つように教材が選択されている。実習例や活動

例を、基本的なものを中心に取り上げ、実践的・

体験的な学習活動ができるよう工夫されている。 
 

基礎的・基本的な知識や技術を身に付け、自分の

生活を見つめ直すことができるよう内容を厳選し

て適切に記述している。学習したことをもとに家

庭分野の学習をより広げていく手順・方法を「課

題例」として詳細に示し、問題解決学習に取り組

めるように配慮されている。学習の振り返りの中

に、「学びを生かそう」という項目を掲載し、これ

からの日常生活に役立つような教材が用意されて

いる。 

基礎的・基本的事項を習得するため、適切な内容

に精選され、学習を深める問題や研究課題などが

適宜示されている。内容ごとの学習のまとめに、

具体的な場面を想定した発問を設定し、日常生活

で生かそうとする意欲を高める教材が選択され

ている。実習教材は、基本となる実習例から、参

考・応用的な内容まで、関心・意欲をもって取り

組める内容があり、実践的・体験的な学習活動が

できるよう工夫されている。 



 

中 家庭2 

 

(2) 内 容

の程度 
 

東京書籍 
発達段階や興味・関心に応じて学習が進められる

よう、様々な実習例から選択できるよう配慮され

ている。「環境」「伝統文化」「消費者」などのマ

ークが付いた様々な資料を示して、現代の社会生

活や科学技術の進歩に対応できるよう配慮され

ている。「実習例」と「学習のまとめ」で補充的

な学習内容が用意され、「プロに聞く」「発展」で

発展的な学習が用意されている。 

教育図書 
わかりやすい資料や多様な実習例、応用例が示さ

れ、発達段階に応じて、興味・関心をもって学習

できるよう配慮されている。様々な資料を示し、

現代の社会生活や科学技術の進歩に対応できるよ

う配慮されている。「章末のまとめ」で、補充的な

学習内容が用意され、「センパイに聞こう」で発展

的な学習内容が示されている。 

開隆堂 
興味・関心をもって取り組める実習例が取り上げ

られており、発達段階に応じて選択できるよう配

慮されている。様々な資料を示し、現代の社会生

活や科学技術の進歩に対応した学習が展開でき

るよう配慮されている。補充的な学習内容や発展

的な学習内容が示され、新しい話題や今日的課

題、事例を適切に配置している。 

(3) 内 容

の構成 

それぞれの編の各章、各節の内容は、学習指導要

領の内容を踏まえて、学習が系統的に進められる

よう、基礎・基本から応用・発展へと段階を踏ん

で丁寧に記述している。生徒の興味・関心、各学

校の実態に応じた指導計画や授業形態に対応で

きるよう、幅広い難易度の実習題材を豊富にそろ

えている。発展的な学習には、「資料」「発展」、

脚注の「ひとくち Q＆A」を設け、授業展開や興

味・関心に応じて取り組むことができ、分量も適

切である。 

学習の振り返りチェックができるような流れにな

るよう工夫されている。各章それぞれに発展的な

内容を設け、興味・関心に応じて取り組むことが

でき、分量も適切である。中学生の生活経験や発

達段階、授業時数などの実態を考慮し、柔軟に対

応できるよう工夫されている。学習指導要領の内

容を踏まえた構成となっている。 

各題材とも基礎的・基本的内容の習得から発展的

な内容の学習へと進めるよう、系統的に展開され

ている。発展的な学習には、「参考」、脚注の「豆

知識」を設け、授業展開や興味関心に応じて学習

を広げられるよう工夫され、分量も適切である。 
幅広い実践例を掲載し、生徒の実態や各校の指導

計画に対応できるよう構成されている。学習指導

要領の内容を踏まえた構成となっている。 

４表記・表現及

び使用上の便宜

等 

大きく鮮明な写真や図版を多数掲載したり、レイ

アウトを工夫したりするなど、生徒が楽しく学習

に取り組めるように工夫している。実物大写真

で、わかりやすく実感をもって学べるよう配慮さ

れている。多種多様なマークを用いて、教科間・

学校種間の連携を図ったり、安全・衛生への意識

を高めたりするなどの工夫がされている。実習例

は、左開きの製本に適した、左から右に流れる横

の流れで統一してあり、手順の把握がしやすい。

各節では、「始めの活動」「まとめの活動」の位置

を固定し、わかりやすく表記されている。 

衣服の繊維に関わるペ－ジでは大きな写真を多数

掲載するなど、基礎的・基本的な知識や技能の習

得をサポートする資料が豊富に扱われている。学

習シールを用いて献立を考えるなど、生徒の関心

を高め、深い学びにつなげたり家庭での実践に結

びつけたりする工夫がされている。様々なマーク

を用いて、他教科や小学校とのかかわりや、安全・

衛生面で注意することなどをわかりやすく示して

いる。実習例では、料理の完成写真を大きく掲載

し、完成イメージが湧きやすくなっており、生徒

の意欲を引き出すのに効果的である。各節では「見

つめる」「学ぶ」「ふり返る」のステップが同じ見

出しの形で表記されており、問題解決的に知識・

技能を身につけるための流れがわかりやすい。 

実物大写真が理解を深めるための一助となっている。 

・基本的に見開きで１時間の学習内容がまとまってお

り、学習目標・学習活動・学習の最後までが一覧でき、

見通しをもって学べるよう工夫されている。多種多様

なマークを用いて、他教科との関連や安全・衛生に注

意する事柄などについて可視化し、学習を効果的にガ

イドしている。実習例は、調理の手順をすべて横流れ

ですべて写真で示すなど具体的でわかりやすく家庭

での実践につながるような工夫がされている。それぞ

れの学習内容の始まりに学習を始める前と後に興

味・関心を記入する欄を設けており、学習前後の生徒

の意識を評価につなげたり生徒自身が学びを振り返

ったりするよう配慮されている。 
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５印刷・造本等 
 

東京書籍 
全ての生徒の色彩特性に適応するようにデザイ

ンされている。文字は、ユニバーサルデザインフ

ォントを使用し、判別しやすく、読み間違いを防

ぐ配慮がされている。再生紙、植物油インキを用

いて環境に配慮している。生徒の負担に配慮し、

軽量な用紙を用いている。製本は、金属を使用し

ない「あじろ綴じ」を用いることで、省資源化を

図っている。３年間の使用に十分耐えうるよう、

表紙は汚れにくく、防水効果や強度を高めるため

の加工が施されていて、堅牢に製本されている。 

教育図書 
カラーユニバーサルデザインの視点から、図やグ

ラフの色遣いで、色による区別がなく、色の境界

がはっきりと識別できるように配慮されている。 
ユニバーサルデザインフォントを使用し、読みや

すさに配慮した文字の大きさや行間になってい

る。環境に配慮して、再生紙・植物性インキを使

用している。紙は軽くて、生徒が持ち運びしやす

いように配慮されている。なおかつ、裏移りがな

いものが採用されており、書き込みにも適してい

る。表紙は防水加工がされており、汚れにくく丈

夫で長持ちするよう配慮されている。 

開隆堂 
カラーユニバーサルの視点から、色彩の個人差を問わ

ず、できるだけ多くの生徒が見やすくなるようなデザ

イン上の配慮がされている。本文は、見やすく読み間

違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用し

ており、文章の意味がつかみやすいように、１つの単

語が行をまたがないよう調整している。環境に配慮し

た用紙やインキを使用している。丈夫で薄く、軽い用

紙を用いて、軽量化を図っている。金具を用いず製本

されている。表紙には防水加工が施されており、調理

実習などにおいても破れにくい工夫がされている。 

 


