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●調理実習室にも持っていける
下敷きタイプです。

調理早見表

生徒用
付録

全面改訂
16 ページ増



p.14~15
　結婚について考えよう
p.44~45
　認知症サポーターにな
ろう！

p.86
　住宅情報を読もう
　～あなたはどの部屋を
選ぶ？

p.98~99
　マイ・タイムラインを
つくろう

p.118
　環境に配慮した消費行
動をしていますか？

　　　　　　　　　ほか

（全 9か所）主体的・対話的で
深い学びをサポートする Do action！

アクティブラーニング型授業の
ヒントが満載 高校生としてできることを考える

▼p.152～153　スポーツ栄養を学んで食事を提案しようその他の
Do action ！

※その他，ミニDo action! を
豊富に取り入れました。

新規

新規

新規

改訂

▼p.162～163　災害食を考案しよう 新規

❸

地球環境を変える
サステナブルな視点を育む Go ethical！
▼p.130～131　あなたが口にしているその食べ物，エシカルですか？

私たちの生活の裏で起こっている
事実に目を向ける

世界の未来を変えるために
私たちが今できる行動を宣言

▶p.72～73　サステナブル・ファッション
　～私たちにできること

消費行動を変える

ゴー　　    エシカル

（全３か所）

▼p.120～121　あなたの暮らしは地球何個分？～「より良い選択」をめざして 新規

新規

新規

❷



内部の様子がわかる写真を増補

豊富な写真で調べる・
自ら学ぶきっかけに フォトライブラリー

（全10か所）

▼p.76～77　手縫いの基礎
▼p.78～79　ミシン縫いの基礎
　　　　（２ページ→４ページに増補）

生活文化の継承と創造に関心を持つ

小論文なら第一！
専門の小論文講師
が執筆

小論文を書こう！（全５題）
小論文ココが出題された！（全 55題）

▼p.366～367　小論文を書こう！

小論文過去問計 60題の
すべてに解答例文を
ご用意しました！

●取り上げた過去問は，すべて新
しい出題年のものに差し替えま
した。

●コロナ禍の生活に関連した出
題，ヤングケアラー，食品ロス，
海洋プラスチック問題など，最
新の出題傾向を反映しました。

ご指導用に，word データでご提
供します
（教師用データ ダウンロード対応）

改訂

改訂

▼p.82～83　日本の住まい 改訂

❺

レイアウトを一新！
全９９１食品を掲載！ グラフタイプの成分表編
▼p.178～179　穀類

左ページに食品名・写真を配置
することで，さらに検索しやすい

右ページの食品解説は
文字がひと回り大きく，見やすい

食品を選ぶ視点を養う▼p.187　つくってみよう！ 米粉のマドレーヌ

▲p.259　つくってみよう！　
　ＳＡＢＡオニオン

▲p.287　大豆ミートに注目！

●食品成分表 2020（八訂）のエネルギーを栄
養計算に使用する場合は
たんぱく質：アミノ酸組成によるたんぱく質
脂質：脂肪酸のトリアシルグリセロール当量
炭水化物：利用可能炭水化物（質量計）または

差し引き法による利用可能炭水化物
を使用します。

●これまでの学習との継続などの関係で従来の
たんぱく質，脂質，炭水化物を使用する場合
は食品成分表 2015（七訂）のエネルギーを
使います。

ご指導用に，さらに詳しい解説をご用意します
（教師用データ ダウンロード対応）

「日本食品標準成分表 2020」から
エネルギーの計算方法が
変わりました！

新規
新規

改訂

新規
❹



を徹底活用できます！
充実のサポートデータ！
教師用付属データ ダウンロード対応

【おもなデータ一覧】

●デジタル板書（PowerPoint データ）
　スライドの順番を入れ替えたり，文字を変更
したり，自由に加工することができます。
●図版（jpeg データ）
●ワークシート（word データ）
　（Do action ！のワークシートを含む）
●ワークシート解答例（指導資料）
●小論文解答例文（➡５ページ参照）
●ポスター（PDFデータ）
　SDGs 17 の目標，成年年齢引き下げ，1日に
これだけ食べよう，新しい生活様式での食品
ロス削減，ミシンの使い方　　　など
●入試問題（word データ）
●家庭教科書とハンドブックの内容対照表
　（word データ）　　ほか

▲デジタル板書▼ポスター

▼入試問題

※当ダウンロードサイトでの配信内容は予告なく変更することがあります。

図版を大きく表示！

重要語句などを，
めくりながら解説！

❼

家庭科で１人１台端末  
家庭科資料＆成分表初！
デジタル版 最新生活ハンドブック（別売）

●ペンツールなど基本的な機能を備
えています。

●紙面上の二次元コードをタップす
ると，紹介しているサイトが表示
されます。

　（サイトの閲覧にはインターネット
接続が必要です）

●詳しくは，弊社サイトにてご案内
いたします。

　（体験版は2021年10月公開予定）

さらに便利に，使いやすく！
生活ハンドブックWEB

栄養計算ソフトが
ご利用になれます！

2022 年 4月より
●栄養計算のエクスポート機能を
使って作業状態を保存できるよ
うになります。
次の時間，保存しておいたデー
タを，インポート機能で読み込
んで，続きの作業ができます。

●PC・タブレット・スマホと端末
が違っても，同じ操作でご利用
いただけるようになります。

●書籍掲載の二次元コードのリン
ク先も掲載します。

●ワーク用 ICT教材を追加！

ワーク用ＩＣＴ教材
については，裏面（８ページ）を

ご参照ください！

※現在制作中のため，画面は現在のものです。

二次元コードをタップする
とブラウザが開いて動画の
ページが表示されます

❻



ICTを授業に活用！
パソコン・タブレット・スマホでできる！
ワーク用ＩＣＴ教材（シール教材のＷＥＢ版）
ICT を授業に活用したいけれど，
教材の準備が大変

使わずに残ったシール
を捨てるのは，資源の
無駄遣いで心苦しい

パソコンだけでなく
ｉＰａｄでもできる
家庭科教材が欲しい

こんな先生方のお声を元に，誰でも
使えるワーク用ＩＣＴ教材をご用意
しました！

●カラーコーディネートにチャレンジしよう！　●住まいをデザインしよう！　●４つの食品群を活用しよう！
【ワーク用ＩＣＴ教材】

●ワーク用シール（Ｂ５判３種）　　　●ワーク提出用紙（Ｂ５判３種）

●シールは全員付録ではなく，希望制となりました。
●「使用していないシールがある」とのお声を受け，全３種のうちご要望のシール
のみの配布も可能となりました。

●詳しくは，営業担当者にお問い合わせください。

【ワーク用シール教材】

ご希望の学校様には，引き続き「ワーク用シール」「ワーク提出用紙」
もご用意しています

▲

「４つの食品群を活用しよう」のシール例
※制作中のため，写真は現在のものです。

※画面は開発中のものです。

改訂 改訂

タップするとカラーパレットが
出てきて簡単に色を選択でき
ます（何度でも変更できます）

プリントアウトまたは PDF
形式で保存して提出できます
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