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書名： 新しい技術・家庭 家庭分野

No. ページ コンテンツ名 区分 備考

1 24 保健体育 健康な生活と疾病の予防 その他 他教科リンク

2 27 理科 からだのつくりとはたらき その他 他教科リンク

3 29 プロに聞く！ 高橋文子さん 動画

4 43 プロに聞く！ 水口公美さん 動画

5 53 プロに聞く！ 小田真規子さん 動画

6 56 いつも確かめよう 計量する 動画

7 59 いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 輪切り 動画

8 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 いちょう
切り

動画

9 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 半月切
り

動画

10 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 せん切
り

動画

11 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 小口切
り

動画

12 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 くし形切
り

動画

13 59 いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 乱切り 動画

14 59 いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 ささがき 動画

15 59
いつも確かめよう 野菜のいろいろな切り方 たまね
ぎのみじん切り

動画

16 63 いつも確かめよう だし汁の取り方 混合だし 動画

17 63 いつも確かめよう だし汁の取り方 煮干しだし 動画

18 64 野菜・いもの調理 その他 レシピ

19 65 野菜の調理上の性質 動画

20 66 野菜・いもの調理 肉じゃが その他 レシピ・動画

21 68 野菜・いもの調理 とん汁 その他 レシピ

22 68 野菜・いもの調理 こまつなの変わり浸し その他 レシピ

23 68 野菜・いもの調理 ラタトゥイユ その他 レシピ

24 69 野菜・いもの調理 切干しだいこんの煮物 その他 レシピ

25 69 野菜・いもの調理 キャベツのレンジ蒸し その他 レシピ

26 69 野菜・いもの調理 ハッシュドポテト その他 レシピ

27 69 野菜・いもの調理 野菜の焼き浸し その他 レシピ

28 69 野菜・いもの調理 れんこんのきんぴら その他 レシピ

29 69 野菜・いもの調理 青菜と卵のいためもの その他 レシピ

30 70 肉の調理 その他 レシピ

31 72 肉の調理 ぶた肉のしょうが焼き その他 レシピ・動画

32 74 肉の調理 ハンバーグ その他 レシピ・動画

33 76 肉の調理 ホワイトシチュー その他 レシピ

34 76 肉の調理 ぶた肉と野菜の重ね蒸し その他 レシピ

35 76 肉の調理 蒸しどりのごまだれ その他 レシピ

36 77 肉の調理 チキンソテー その他 レシピ

37 77 肉の調理 スパゲッティミートソース その他 レシピ
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38 77 肉の調理 焼きぎょうざ その他 レシピ

39 78 魚の調理 その他 レシピ

40 79 魚の下ごしらえ いわしの手開き 動画

41 79
魚の下ごしらえ いわしの手開き：すべて手で行う方
法

動画

42 79 魚の下ごしらえ あじ1尾の調理 動画

43 79 魚の下ごしらえ あじの三枚おろし 動画

44 80 魚の調理 さけのムニエル その他 レシピ・動画

45 82 魚の調理 さばのみそ煮 その他 レシピ・動画

46 84 魚の調理 いわしのかば焼き その他 レシピ

47 84 魚の調理 魚の鍋照り焼き その他 レシピ

48 84 魚の調理 さけのホイル ちゃんちゃん焼き その他 レシピ

49 85 魚の調理 魚の煮付け その他 レシピ

50 85 魚の調理 いわしのつみれ汁 その他 レシピ

51 85 魚の調理 切り身魚のトマト煮込み その他 レシピ

52 92 プロに聞く！笠原将弘さん 動画

53 94 日本各地の郷土料理 コンテンツ

54 111 衣服で変わる印象 コンテンツ

55 112 日本の文様の例 コンテンツ

56 113 地域に伝わる衣の文化の例 コンテンツ

57 114 和服のたたみ方 動画

58 115 浴衣の着方 男性の場合 動画

59 115 浴衣の着方 女性の場合 動画

60 122 いつも確かめよう まつり縫いなど 動画

61 123 洗剤によって汚れの落ちる様子 動画

62 127 いつも確かめよう まつり縫いなど 玉結び 動画

63 127 いつも確かめよう まつり縫いなど 玉どめ 動画

64 127 いつも確かめよう まつり縫いなど ボタン付け 動画

65 128 いつも確かめよう まつり縫いなど まつり縫い 動画

66 128 いつも確かめよう まつり縫いなど スナップ付け 動画

67 131 プロに聞く！ 中村祐一さん 動画

68 132 作って楽しい布作品 動画

69 137 いつも確かめよう ミシン縫い 動画

70 141 ポケットの付け方 動画

71 141 まちの作り方 動画

72 142 作って楽しい布作品 マイバッグ 動画

73 143 作って楽しい布作品 ミニトートバッグ 動画

74 144 作って楽しい布作品 ファイルカバー 動画
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75 145 作って楽しい布作品 ブックカバー 動画

76 146 作って楽しい布作品 防災リュック 動画

77 147 作って楽しい布作品 ハーフパンツ 動画

78 148 作って楽しい布作品 ポケットティッシュケース 動画

79 150 作って楽しい布作品 衣服のリフォーム・リメイク 動画

80 155 プロに聞く！ シェルバ英子さん 動画

81 166 理科 日本の天気の特徴と気団 その他 他教科リンク

82 167 日本各地の住まいの例 コンテンツ

83 169 保健体育 室内の空気の衛生的管理 その他 他教科リンク

84 170 住まいの中の危険を探そう コンテンツ

85 174 保健体育 自然災害による傷害の防止 その他 他教科リンク

86 174 理科 自然の恵みと災害 その他 他教科リンク

87 177 保健体育 防災の自助，共助，公助 その他 他教科リンク

88 177 プロに聞く！ 国崎信江さん 動画

89 186 社会（公民） 契約と消費生活 その他 他教科リンク

90 188 インターネット通販シミュレーション コンテンツ

91 192 技術 情報モラル その他 他教科リンク

92 193 悪質商法などの例 悪質な訪問販売 動画

93 193 悪質商法などの例 キャッチセールス 動画

94 193 悪質商法などの例 アポイントメントセールス 動画

95 193 悪質商法などの例 催眠商法（SF商法ともいわれる） 動画

96 193 悪質商法などの例 点検商法 動画

97 193 悪質商法などの例 デート商法 動画

98 193 悪質商法などの例 当選商法 動画

99 193 悪質商法などの例 フィッシング詐欺 動画

100 193 悪質商法などの例 ワンクリック詐欺 動画

101 193
悪質商法などの例 インターネットオークションや通信
販売での詐欺

動画

102 204 保健体育 生活に伴う廃棄物の衛生的管理 その他 他教科リンク

103 204 プロに聞く！ 杉本美穂さん 動画

104 206 SDGs その他 Webページ

105 207 社会（公民） 貧困問題 その他 他教科リンク

106 207 プロに聞く！ 末吉里花さん 動画

107 222 保健体育 体の発育・発達 その他 他教科リンク

108 224 保健体育 心の発達 その他 他教科リンク

109 241 書写 手紙の書き方 その他 他教科リンク

110 246 幼児の生活 動画

111 251 プロに聞く！ 又野亜希子さん 動画
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112 259 プロに聞く！ 松野みどりさん 動画

113 259 高齢者との関わり方 動画

114 270 国語 レポートの書き方 その他 他教科リンク

115 285 プロに聞く！ 横尾良笑さん 動画

116 付録P6 国土交通省ハザードマップポータルサイト その他 Webページ

117 付録P8 J-anpi その他 Webページ


