
特色紹介

教科書のテーマは
「健康・安全」「持続可能性」
「伝統」「共生」「自立」の５つ。
各章の扉の問いかけは
学習への気付きを促します！

教科書全体を貫く５本の柱

豊富な資料と実験実習題材

本当の知恵を身につける

限られた時間内でできる
簡単＆安価な実験や，
ディベート学習につながるテーマ
を数多く掲載。
アクティブ・ラーニングに
対応しています！

生活に隠された原理原則を
しっかりと扱っています。
暗記型の知識ではなく，
生きるために必要な
本当の知恵が学べます！

⇒ウラ面（実習，コラムなど一覧）もご覧下さい。

家基 312

「健康・安全」「持続可能性」「伝統」「共生」「自立」
５つのテーマで紐解く「人生の解説書」

「教育図書の担当者は，『東京五輪を控え，自国の文化を説明でき
る知識を身に付けてほしい』と狙いを話す。」と紹介されました。

▲「和食」の記述の充実について
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読売新聞（2016 年 3 月 19 日）で
取り上げられました！

新刊！

「伝統」の記述にとことんこだわりました。
東京オリンピックを見据え，海外へも発信で
きる知識を身につけます！

▼教科書p.108,116,145

▲５つのテーマのひとつでもある「伝統」

伝統についての記述に
とことんこだわりました！

今悩み事がたくさんあるんだ。どうしたらいいのかな。

家族のなかでの役割，お母さんが多すぎる気がするよ。

いつか自分の家族をもちたいな。結婚ってどんなものだろう？

長男だから家をつぐのが当たり前だと思っていたけど，本当にそうかな。

私は両親から生まれて，両親はその両親から生まれて…。私が生まれるまでにはどれだけの歴史があるんだろう。

▼簡単にできる実験 p.72

▲ディベートにつながる資料 p.178

教育図書こだわりの
ビー　 　ゴ

クッキリ見やすい
ゴシック体

B５サイズ
へのこだわり

＆ 誰の目にも読みやすく、やさしいユニ
バーサルデザインのゴシック体を本文
に使用。クッキリとした文字で学習内
容が頭に入りやすい！

手に持ちやすく，机の上に広げやすい
スリムな B５判 にこだわりました！
豊富な資料と充実の内容はレイアウト
の工夫でしっかり引き継いでいます。

その答えは…

＊B５判は縦横比が　　　　
の白銀比！人が美しいと感
じる比率です！ あっ！

読みやすい

▲扉の問いかけのヒントは
　　　　　　　教科書の本文で！

▶考えさせる資料を
数多く掲載。
給与明細も実物表示
（p.169）

豊富な資料とスッキリとした紙面，読みやすい書体を実現した新しい教科書のご提案です！！

新 家庭基礎
今を学び 未来を描き 暮らしをつくる
代表監修 小澤紀美子（東京学芸大学名誉教授）

（東海大学特任教授）



個人やみんなで考える課
題研究は各章末に配置。課 題 研 究

アクティブ・ラーニングに
対応。みんなでワーク！ワークの題材

授業に役立つ豊富な資料を掲載。
ぜひ，教科書でお確かめください。実習，コラムなど一覧

授業でできる簡単な実習や
ディベート学習用資料。

日本の伝統と知恵について
学習を深めるコラムです。

●p.20 私たちの生活を支える「法律」
　　　　　について考えてみよう
●p.44 世界の子どもの現状を知ろう
●p.56 高齢者とふれ合ってみよう
●p.108 「和食」って何だろう？
●p.132 ファッションコーディネート
●p.152 建物の持続可能性
●p.176 身の回りにある生活情報
　　　　　　（さまざまなマーク）

●p.59 「いただきます」と「ごちそうさま」

●p.60 季節の行事食

●p.81 食品保存の知恵

●p.92 五味，五色，五法

●p.113 私たちのくらしにかかわる和装の例

●p.116 日本伝統の織物「西陣織」

●p.145 日本の住まいの工夫

●p.10 何のために働くか
●p.11 実際に求人票を見てみよう！
●p.12 出生家族と創設家族
●p.17 民法改正どう思う？
●p.19 親等表を見てみよう
●p.33 離乳食を食べてみよう！
●p.34 子どもの状態を確認しよう！
●p.35 子どもの誤飲に注意
●p.37 好きだった遊びは？
●p.38 理想の子ども数と実際の子ども数
●p.39 年齢と出産
●p.59 郷土料理を調べよう
●p.66 ファイトケミカルって？
●p.73 砂糖の温度変化
●p.91 １日の献立例を見てみよう
●p.112 T.P.O. に合わない服装
●p.120 死蔵衣服を探そう
●p.136 平面図を読み取ってみよう
●p.147 地域のルールを調べよう
●p.155 商品の入手方法の長所と短所
●p.158 契約書を読んで考えてみよう！
●p.163 利息計算
●p.170 それって本当に環境にやさしい？
●p.175 商品の工程を調べよう（フェアトレード）
●p.178 人生の先輩にインタビュー
●p.178 さまざまな役割を担って生きる
●p.183 バリアを探してみよう！
●p.184 ボランティア活動に参加してみよう

●p.47 高齢者疑似体験で体験してみよう

●p.72 糊化と消化の実験をしてみよう

●p.76 バターをつくってみよう！

●p.77 パイナップルのたんぱく質分解酵素

●p.117 布の吸水性実験を調べてみよう

●p.117 布の溶融実験

●p.124 界面活性剤の作用を実験で確かめてみよう

●p.131 ムダのない衣服生活を

●p.11 生涯賃金の比較
●p.19 生活保護って何？
●p.22 新生児期の特徴
●p.23 母体の健康
●p.23 歯の成長
●折込 赤ちゃんを見てみよう！
●折込 子どもの成長を見てみよう！
●p.27 成長と頭身の変化
●p.29 子どものもののとらえ方の例
●p.35 乳幼児突然死症候群（SIDS）
●p.37 子どもの遊びと３つの間
●p.39 少子化の背景は？
●p.40 児童虐待とは
●p.48 高齢期に起こりやすい病気
●p.65 環境を考えて食べよう（食品ロス）
●p.69 たんぱく質の補足効果とは？
●p.81 冷蔵庫に入れなくてよいもの
●p.82 加工食品の表示を見てみよう！
●p.82 遺伝子組換え食品って何？
●p.83 食物アレルギーの表示
●p.93 道具の使い方
●p.95 包丁の部位と用法
●p.95 基本的な切り方
●p.113 場面にあった服装例
●p.114 そのほかの衣服素材（羽毛／革）
●p.115 特殊な機能をもった繊維
●p.125 ドライクリーニングのしくみ
●p.126-127自分で洗濯してみよう！
●p.129 復習しよう！基礎縫い
●p.130 オーガニックコットンとは
●p.148 動きやすい住空間を考える
●p.149 さまざまな暮らし方
●p.156 情報はどのように使われている？
●p.159 返品特約とは？
●p.163 自己破産をするとどうなる？
●p.169 ストックとフロー
●p.171 地球温暖化と影響
●p.175 フェアトレードのしくみ

●p.8 SNS 時代を生きる
●p.9 おもな権利と年齢
●p.14 世帯と住民票
●p.16 家庭の問題～家庭内暴力～
●p.18 ほかの国の事実婚についてみてみよう！
●p.26 発育・発達の障がい
●p.28 愛着の発達と自立
●p.30 子育て体験記
●p.36 ごっこ遊びの意味
●p.37 適切なおもちゃを選ぼう
●p.39 子どもの経済格差
●p.47 老化と骨の関係
●p.51 超高齢社会にいたるまで（人口構成）
●p.52 最期をどのように迎えるか
●p.63 TPP と食料自給率
●p.65 食から環境を考えるさまざまな指標
●p.67 ペットボトル症候群
●p.68 トランス脂肪酸
●p.71 水の働き
●p.78 減塩を目指して
●p.79 フードファディズム
●p.119 コルセットの歴史
●p.121 着衣着火に注意！
●p.139 トラッキング現象とは
●p.141 防犯のこころがけ
●p.147 高校生によるまちづくり
●p.149 グループホーム
●p.151 日本の住宅の寿命
●p.156 「買いたい！」はつくられている !?（マーケティング）
●p.162 キャッシュカード管理はしっかりと
●p.166 お金の役割
●p.169 給与明細の読みとき方
●p.173 「もったいない」は世界共通語に
●p.174 消費者市民社会をめざして
●p.175 企業のエシカルな取り組み
●p.181 税金，社会保障費と家計
●p.182 地震の場面における自助／共助／公助
●p.183 ユニバーサルデザイン商品の例

実験・実習

伝統のコラム

自分の価値観を養うための
さまざまな資料。豊富な資料最新の話題や学習を深める

内容をコラムで掲載。最新のコラム

こちらで紹介した以外にも、
教科書にはたくさんのコラムや資料
を掲載しています！
お手元の教科書をぜひご覧下さい！

●衣生活
●住生活
●消費生活・環境
●生活設計

●青年期と家族
●保育
●高齢期
●食生活

【本表の色分け】

選挙権について
も扱いました。

社会問題としっかり
向き合います。

時事ネタも満載

衣服と健康の関係を
衣服圧から考えます。

高校生でも参加でき
るまちづくり

給与明細の
実物を掲載

海外との比較で多様
性を学びます。

晩婚・未婚化を示
す資料から社会の
課題を探ります。

折込だけで学べる等
身大の赤ちゃん！

青年期に必要な職業
観が身につきます。

箸使いのタブーと共に
箸の正しい持ち方を学
びます。

いろいろな視点から
環境を考える。

流れに沿って２
ページで紹介！

日本人の心にふれ
るコラム

法律を読み解く６親
等までの親等表！

キャリア教育
に最適な資料

日本家屋に隠され
た知恵を紹介

簡単でわかりやすい好評実験

高齢出産のリスクを
扱いました。

LCA の視点を
大切に

状況によって
変化する役割

アクティブ・ラー
ニングにご活用
下さい。

短時間＆安価
な実験！

批判的思考を
養う資料

環境のキーワー
ドはエシカル！

食品表示法完
全対応！

話題の減塩を学
び健康への意識
を高めます。


