
小学校 社会
学習指導要領の改訂及び

新教育課程編成・実施のポイント

令和元年６月

大分県教育委員会

ポイント① 第１章 総説 改訂の経緯及び基本方針 解説P.1～

「中央教育審議会」 答申 補足資料より
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「中央教育審議会」 答申 補足資料より 前ページから
続く
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「中央教育審議会」 答申 補足資料より 前ページから
続く
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「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（平成29年12月21日中央教育審議会）＜抄＞

（「主体的・対話的で深い学び」とは何か）
○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現とは、特定の指導方法のことでも、学校教育に
おける教員の意図性を否定することでもない。人間の生涯にわたって続く「学び」とい
う営みの本質を捉えながら、教員が教えることにしっかりと関わり、子供たちに求めら
れる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善
を重ねていくことである。

（各教科等の特質に応じた学習活動を改善する視点）
○ 「アクティブ・ラーニング」については、総合的な学習の時間における地域課題の解

決や、特別活動における学級生活の諸問題の解決など、地域や他者に対して具体的に働
きかけたり、対話したりして身近な問題を解決することを指すものと理解されることも
見受けられるが、そうした学びだけを指すものではない。

○ 例えば国語や各教科等における言語活動や、社会科において課題を追究し解決する活
動、理科において観察・実験を通じて課題を探究する学習、体育における運動課題を解
決する学習、美術における表現や鑑賞の活動など、全ての教科等における学習活動に関
わるものであり、これまでも充実が図られてきたこうした学習を、更に改善・充実させ
ていくための視点であることに留意が必要である。

○ こうした学習活動については、今までの授業時間とは別に新たに時間を確保しなけれ
ばできないものではなく、現在既に行われているこれらの活動を、「主体的・対話的で
深い学び」の視点で改善し、単元や題材のまとまりの中で指導内容を関連付けつつ、質
を高めていく工夫が求められていると言えよう。 5
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（単元等のまとまりを見通した学びの実現）
○ また、「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中で全てが実現される

ものではなく、単元や題材のまとまりの中で、例えば主体的に学習を見通し振り返る場
面をどこに設定するか、グループなどで対話する場面をどこに設定するか、学びの深ま
りを作り出すために、子供が考える場面と教員が教える場面をどのように組み立てるか、
といった視点で実現されていくことが求められる。

○ こうした考え方のもと、各学校の取組が、毎回の授業の改善という視点を超えて、単
元や題材のまとまりの中で、指導内容のつながりを意識しながら重点化していけるよう
な、効果的な単元の開発や課題の設定に関する研究に向かうものとなるよう、単元等の
まとまりを見通した学びの重要性や、評価の場面との関係などについて、総則などを通
じてわかりやすく示していくことが求められる。
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（発達の段階や子供の学習課題等に応じた学びの充実）
○ 「主体的・対話的で深い学び」の具体的な在り方は、発達の段階や子供の学習課題等

に応じて様々である。基礎的・基本的な知識・技能の習得に課題が見られる場合には、
それを身に付けさせるために、子供の学びを深めたり主体性を引き出したりといった工
夫を重ねながら、確実な習得を図ることが求められる。

○ 子供たちの実際の状況を踏まえながら、資質・能力を育成するために多様な学習活動
を組み合わせて授業を組み立てていくことが重要であり、例えば高度な社会課題の解決
だけを目指したり、そのための討論や対話といった学習活動を行ったりすることのみが
「主体的・対話的で深い学び」ではない点に留意が必要である。

参考資料



「カリキュラム・マネジメント」の三つの側面

① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校教育目標を踏まえた教科
等横断的視点で，その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列し
ていくこと。

② 教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調
査や各種データ等に基づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善
を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立すること。

③ 教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資
源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

（全ての教職員で創り上げる各学校の特色）
○「カリキュラム・マネジメント」の実現に向けては，校長又は園長を中心としつつ，教科等
の縦割りや学年を越えて，学校全体で取り組んでいくことができるよう，学校の組織や経営の
見直しを図る必要がある。そのためには，管理職のみならず全ての教職員が「カリキュラ
ム・マネジメント」の必要性を理解し，日々の授業等についても，教育課程全体の中での位
置付けを意識しながら取り組む必要がある。また，学習指導要領等の趣旨や枠組みを生かし
ながら，各学校の地域の実情や子供たちの姿等と指導内容を見比べ，関連付けながら，効果的
な年間指導計画等の在り方や，授業時間や週時程の在り方等について，校内研修等を通じて研
究を重ねていくことも重要である。

「中央教育審議会」 答申より
前ページから

続く
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ポイント② 小学校社会科の具体的な改善事項 解説P.9～

○ 小学校社会科において育成を目指す資質・能力の整理

小学校社会科において育成を目指す資質・能力を「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，
「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱に沿って明確化

○ 各学年の目標も，三つの柱に沿った資質・能力として整理，明確化

○ 小学校社会科における「見方・考え方」を整理

社会的事象の特色や意味などを考えたり，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて社会へ
の関わり方を選択・判断したりする際の「視点や方法（考え方）」であり，「位置や空間的な広がり，
時期や時間の経過，事象や人々の相互関係などに着目して社会的事象を捉え，比較・分類したり総合し
たり，地域の人々や国民の生活と関連付けたりすること」と整理

○ 内容の枠組みや対象に関わる整理（指導内容の示し方の改善）

中学校への接続・発展を視野に入れて，

①地理的環境と人々の生活，

②歴史と人々の生活，

③現代社会の仕組みや働きと人々の生活 という三つに整理

○ 教育内容の見直し

現代的な諸課題を踏まえる観点から，政治の仕組みや働き，世界の国々との関わりに関心を高める

社会に見られる課題を把握して社会の発展を考える学習の充実を図る

持続可能な社会づくりの観点から，人口減少や地域の活性化，国土や防災安全に関する内容の充実を図る
情報化による生活や産業の変化，産業における技術の向上などに関する内容について充実する方向

○ 学習過程において「主体的・対話的で深い学び」が実現するよう指導方法の見直し，改善

①，②は空間的な広がりを念頭に地域，日本，世界と，
③は社会的事象について経済・産業，政治及び国際関係と区分

8



第１ 教科の目標
社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，グローバル化する

国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基
礎を次のとおり育成することを目指す。

ポイント③ 社会科の教科全体の目標について 解説P.17～

【現行】
社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際社会に生きる平和で
民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

(1)地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国の歴史や伝統と文化
を通して社会生活について理解するとともに，様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べ
まとめる技能を身に付けるようにする。

(2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考えたり，社会に見られる課題を把握して，そ
の解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする力，考えたことや選択・判断したこと
を適切に表現する力を養う。

(3) 社会的事象について，よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに，
多角的な思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚，我
が国の国土と歴史に対する愛情，我が国の将来を担う国民としての自覚，世界の国々の人々と共
に生きていくことの大切さについての自覚などを養う。

学びに向かう力，人間性等

思考力，判断力，表現力等

知識及び技能

「社会的な見方・考え方」は，小学校社会科，中学校社会科において，社会的事象の意味や意義，特色や
相互の関連を考察したり，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて構想したりする際の「視点や
方法（考え方）」であると考えられる。・・・，小学校社会科，中学校社会科の各分野の特質に応じた見
方・考え方の総称であり，小学校社会科においては，「社会的事象の見方・考え方」を働かせ，学ぶことを
重視する必要がある。 P.18

教師が教材や資料を準備する際には，こうした視点や方法に基づいて，問いを意識することが大切 P.19
9

社会科，地理歴史科，公民科における学習過程のイメージ

課題把握 課題解決課題追究 新たな課題

動機付け 方向付け 情報収集 考察・構想 まとめ 振り返り

●予想や仮説の検証に
向けて調べる

･学校外での観察や調査
などを通して調べる

・様々な種類の資料を活
用して調べる

・他の児童生徒と情報を
交換する

●学習課題を設定
する

・社会的事象等を知る
・気付きや疑問を出し
合う

・課題意識を醸成する
・学習課題を設定する

●課題解決の見通し
を持つ

・予想や仮説を立てる
・調査方法，追究方法
を吟味する

・学習計画を立てる

●社会的事象等の意味や意義，特色や
相互の関連を考察する

・多面的・多角的に考察する
・話し合う（討論等）

●社会に見られる課題を把握して解決に
向けて構想する

・複数の立場や意見を踏まえて解決に
向けて選択・判断する

●考察したことや構想
したことをまとめる

・学習課題を振り返っ
て結論をまとめる

・結論について他の児
童生徒と話し合う

・学習課題についてレ
ポートなどにまとめる

主
な
学
習
過
程
の
例

●学習を振り返って考察
する

・自分の調べ方や学び方，
結果を振り返る

・学習成果を学校外の他
者に伝える

・新たな問い（課題）を見出
したり追究したりする

■学習過程全体について留意すべき点■
・上記の学習過程及び評価の場面は例示であり，上例に限定されるものではないこと
・主体的・対話的で深い学びを意図した，単元の構成の工夫等が望まれること
・社会的事象等については，児童生徒の考えが深まるよう様々な見解を提示することなどが重要であること。その際，特定の事柄を強調しすぎたり，一面的な見
解を十分な配慮なく取り上げたりするなど偏った取扱いにより，児童生徒が多面的・多角的に考察し，事実を客観的に捉え，公正に判断することを妨げることの
ないよう留意すること。また，客観的かつ公正な資料に基づいて指導するよう留意すること

主
な
評
価
と
そ
の
場
面
の
例

社
会
的
事
象
等

に
つ
い
て
調
べ
ま

と
め
る
技
能

社
会
的
事
象
等

に
つ
い
て
の
思
考
・

判
断
・・表
現

社
会
的
事
象
等

に
主
体
的
に
関

わ
ろ
う
と
す
る

態
度

③考察したことや構想したことを説明する
④考察したことや構想したことを基に議論する

①社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連を考察する
②社会に見られる課題を把握して解決に向けて構想する

社
会
的
事
象

等
に
つ
い
て

の
知
識

主として事実等に関わる知識の習得

主として概念等に関わる知識の習得

事実や概念等
に関わる知識

の再認識

○情報を集める
・調査活動を通して
・諸資料を通して
・情報手段の特性や情報

の正しさに留意して 等

○情報を読み取る
・情報全体の傾向性を踏まえて
・必要な情報を選んで
・複数の情報を見比べたり結び付けたりして
・資料の特性に留意して 等

○情報をまとめる
・基礎資料として
・分類・整理して

・相手意識を持って分か
りやすさに留意して 等

「社会的な見方・考え方」
を用いて

・他者と協働して
・よりよい社会を目指して

・学んだことの意味に気付いて
・学んだことを社会生活に生

かそうとして

・主体的に調べ分かろうとして
・問いや追究の見通しを持って

10
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「社会的な見方・考え方」を働かせたイメージの例（小学校）

※ 「社会的な見方・考え方」は，小・中・高等学校の各「見方・考え方」を総称する呼称である。
※ 「社会的な見方・考え方」は，社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連等を考察したり,社会に見られる課題を把握してその解決に向けて構想

したりする際の「視点や方法」であり，小，中，高等学校と校種が上がるにつれて視点の質やそれを生かした問いの質が高まるものである。
※ 「社会的な見方・考え方」は，便宜上「思考力，判断力」の欄に示しているが，深い学びを実現するための思考力や判断力の育成や生きて働く知識の習

得に不可欠であること，主体的に学習に取り組む態度や学習を通して涵養される自覚や愛情などにも作用することなどを踏まえると，資質・能力全体の
中核 であることに留意する必要がある。また，教科，科目，分野については，便宜上並列して表している。

考えられる視点例 社会における思考力，判断力 視点を生かした，考察や構
想に向かう「問い」の例

考察，構想した結果，獲得する知識の
例

○位置や空間的な広がり
の視点

地理的位置，分布，地形，
環境，気候，範囲，地域，
構成，自然条件，社会的
条件，土地利用など

○時期や時間の経過の視
点

時代，起源，由来，背景，
変化，発展，継承，維持，
向上，計画，持続可能性
など

○事象や人々の相互関係
の視点

工夫，努力，願い，業績，
働き，つながり，関わり，
仕組み，協力，連携，対
策・事業，役割，影響，
多様性と共生（共に生き
る） など

・どのように広がっている
のだろう

・なぜこの場所に集まって
いるのだろう

・地域ごとの気候はどのよ
うな自然条件によって異
なるのだろう

・いつどんな理由で始まっ
たのだろう

・どのように変わってきた
のだろう

・なぜ変わらずに続いてい
るのだろう

・どのような工夫や努力が
あるのだろう

・どのようなつながりがあ
るのだろう

・なぜ○○と○○の協力が
必要なのだろう

・どのように続けていくこ
とがよいのだろう

・共に生きていく上で何が
大切なのだろう

・いくつかの組立工場を中心に部品工場が
集まり，工業が盛んな地域を形成している

・駅の周囲は交通の結節点なので人が 多
いため商業施設が集まっている

・国土の地理的位置や地形，台風などの自
然条件によって気候は異なる
・祭りは地域の豊作や人々のまとま りへの
願いから始まった
・農作業は機械化により生産効率を向上さ
せてきた
・伝統芸能は技や道具が継承されるととも
に，多くの人々に受け入れられて今に
至っ ている

・地域の安全は，関係機関の未然防止と
緊急対処によって守られている

・食料生産は私たちの食生活を支える役割
を果たしている

・政治には国民生活の安定と向上を 図る
働きがある
・伝統と文化は受け継ぐだけでなく時代に
合わせ発展させていく必要がある

・世界の人々と共に生きるには，文化や考
え方の違いを認め合い，課題を解決しな
がら理解し合っていくことが大切である

考
察

構
想

社会的事象の特色や相
互の関連，意味を多角的
に考察する力

社会に見られる課題につ
いて，社会への関わり方

を 選択・判断する力

◎社会的事象の見方・考え方

社会的事象を，
位置や空間的な広がり
時期や時間の経過
事象や人々の相互関係
に着目して捉え、
比較・分類したり総合したり，

地域の人々や国民の生活と
関連付けたりすること

視
点

方
法

【参考】幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について（中教審答申 補足資料）より

前ページから
続く

「社会事象の地理的な見方・考え方」を働かせたイメージの例（中学校）

※ 「社会的な見方・考え方」は，小・中・高等学校の各「見方・考え方」を総称する呼称である。
※ 「社会的な見方・考え方」は，社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連等を考察したり,社会に見られる課題を把握してその解決に向けて構想

したりする際の「視点や方法」であり，小，中，高等学校と校種が上がるにつれて視点の質やそれを生かした問いの質が高まるものである。
※ 「社会的な見方・考え方」は，便宜上「思考力，判断力」の欄に示しているが，深い学びを実現するための思考力や判断力の育成や生きて働く知識の習

得に不可欠であること，主体的に学習に取り組む態度や学習を通して涵養される自覚や愛情などにも作用することなどを踏まえると，資質・能力全体の
中核 であることに留意する必要がある。また，教科，科目，分野については，便宜上並列して表している。

考えられる視点
例

社会における思考力，判断
力

視点を生かした，考察や構想に
向かう「問い」の例

考察，構想した結果，獲得する知識の例

○位置や分布に関
わる視点

絶対的，相対的規
則性・ 傾向性，地
域差など
○場所に関わる視
点

自然的，社会的な
ど
○人間と自然の相
互依存関係に関わ
る視点

環境依存性，伝統
的，改変，保全など
○空間的相互依存
作用に関わる視点

関係性，相互性な
ど
○地域に関わる視
点

一般的共通性，地
方的特殊性など

・それは，どこに位置するだろ
・それは，どのように分布してい

るだろう
・そこは，どのような場所だろう
・そこでの生活は，まわりの自然

環境からどのような影響を受け
ているだろう

・そこでの生活は，まわりの自然
環境にどのような影響を与えて
いるだろう

・そこは，それ以外の場所とどの
ような関係を持っているだろう

・その地域は，どのような特徴が
あるだろう

・それは，（どこにある，どのよ
うに広げる，どのような場所と
する，どのような自然の恩恵を
求める，どのように自然に働き
掛ける，他の場所とどのような
関係を持つ，どのような地域と
なる）べきなのだろう

・地球上の地点は，絶対的，相対的に表現でき
ること（具体例；明石市は大阪市の西にあり，
そこの市立天文科学館は日本標準時子午線
上の北緯34度38分，東経135度0分にある）

・特定の事象は，地球の表面において特定の範
囲に広がること（具体例；アマゾン川流域の一
年中雨が多く降る地域には，常緑の密林地帯
が広がっている）

・地球上の各地は，固有の性格があること
（具体例；広島市の沿岸部は，低平な三角州と

なっている）
・人々の生活は自然の影響を受けるとともに，そ

れを変化させること（具体例；平野の乏しい日
本では，その傾斜地を段々畑や棚田にするな
どして利用してきた）

・場所は相互に関係を持ち，影響を及ぼし合うこ
と（具体例；多くの人口を抱えた大消費地東京
の周辺では，新鮮な農産物を生産し，都市の
住民に届ける近郊農業がさかんである）

・空間的な広がりは，まとまりのある固有の特徴
を持つこと（具体例；中国地方の山間部では，
人口減少や高齢化の進む過疎化に悩む地域
が広がっている）

考
察

構
想

地域の特色や地域相互
の関連を多面的・多角的
に考察する力

地域に見られる課題の解
決に向けて，複数の立場

や意見を踏まえて選択・判
断する力

◎社会的事象の地理的な
見方・考え方

社会的事象を，位置や空
間的な広がりに着目して
捉え，
地域の環境条件や地域
間の結び付きなどの地域
という枠組みの中で，人
間の営みと関連付けること。

視
点

方
法

【参考】幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について（中教審答申 補足資料）より



「社会的事象の歴史的な見方・考え方」を働かせたイメージの例（中学校）

※ 「社会的な見方・考え方」は，小・中・高等学校の各「見方・考え方」を総称する呼称である。
※ 「社会的な見方・考え方」は，社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連等を考察したり,社会に見られる課題を把握してその解決に向けて構想

したりする際の「視点や方法」であり，小，中，高等学校と校種が上がるにつれて視点の質やそれを生かした問いの質が高まるものである。
※ 「社会的な見方・考え方」は，便宜上「思考力，判断力」の欄に示しているが，深い学びを実現するための思考力や判断力の育成や生きて働く知識の習

得に不可欠であること，主体的に学習に取り組む態度や学習を通して涵養される自覚や愛情などにも作用することなどを踏まえると，資質・能力全体の
中核 であることに留意する必要がある。また，教科，科目，分野については，便宜上並列して表している。

考えられる視
点例

社会における思考力，判断力 視点を生かした，考察や
構想に向かう「問い」の例

考察，構想した結果，獲得する知識の例

○時系列に関わ
る視点
時期，年代など
○諸事象の推移
に関わる視点
展開，変化，継
続など
○諸事象の比較
に関わる視点
類似，差異，特
色など
○事象相互のつ
ながりに関わる
視点
背景，原因，結
果，影響など

・いつ（どこで，誰に
よって）おこったか

・前の時代とどのように
変わったか

・どのような時代だった
か

・なぜおこった（何のた
めに行われた）か

・どのような影響を及ぼ
したか

・なぜそのような判断を
したと考えられるか

・歴史を振り返り，より
よい未来の創造のため
に，どのようなことが
必要とされるのか

・9世紀の初め，唐に渡った最澄と空海は，帰国後に仏教
の新しい宗派を伝えた

・15世紀後期の動乱を経て室町幕府の統一的支配は弱
まり，各地の大名による領国の支配や，民衆による自治
的な結合が進んでいった

・近世は，江戸幕府の安定した全国支配体制が形成され，
産業・通商や町人文化が隆盛をみた時代であった

・自由民権運動は，士族や商工業者，有力農民など幅広
い人々が参加し，一部の勢力が多数を占めた政府に対
し，国民の参政権確立を求めた運動であった

・アジアの富への関心やイスラム諸国との接触（対立と文
化交流）を背景としたヨーロッパ人の海外進出は，勢力
拡大を図る戦国大名との関係のもと，戦国時代の推
移に影響を与えた

・歴史上積み重ねられてきた課題解決の経緯と同様に，
現代社会に生きる私たちも，課題を見出し，解決に向き
合うことが必要である

（具体例：公害問題への対策は，関心の広まりと意識の変
化の積み重ねが政治や経済の仕組みに影響を与えた
ため進展した。現代に生きる私たちもそれらを引き継ぎ，
環境問題について，よりよい未来のために課題を見出し
て，解決に向けて考える事が求められている）

考
察

構
想

時代の転換の様子や各時
代の特色を多面的・多角
的に考察する力

歴史に見られる諸課題につ
いて，複数の立場や意

見を踏まえて選択・判断する
力

◎社会的事象の歴史的な見
方・考え方

社会的事象を，時期や
推移などに着目して捉え，
類似や差異などを明確に
したり，事象同士を因果
関係などで関連付けたり
すること。

視
点

方
法

【参考】幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について（中教審答申 補足資料）より

「現代社会の見方・考え方」を働かせたイメージの例（中学校）

※ 「社会的な見方・考え方」は，小・中・高等学校の各「見方・考え方」を総称する呼称である。
※ 「社会的な見方・考え方」は，社会的事象等の意味や意義，特色や相互の関連等を考察したり,社会に見られる課題を把握してその解決に向けて構想

したりする際の「視点や方法」であり，小，中，高等学校と校種が上がるにつれて視点の質やそれを生かした問いの質が高まるものである。
※ 「社会的な見方・考え方」は，便宜上「思考力，判断力」の欄に示しているが，深い学びを実現するための思考力や判断力の育成や生きて働く知識の習

得に不可欠であること，主体的に学習に取り組む態度や学習を通して涵養される自覚や愛情などにも作用することなどを踏まえると，資質・能力全体の
中核 であることに留意する必要がある。また，教科，科目，分野については，便宜上並列して表している。

考えられる視点
例

社会における思考力，判断力 視点を生かした，考察や構
想に向かう「問い」の例

考察，構想した結果，獲得する知識の例

○現代社会を捉える
視点
対立と合意，効率と
公正，個人の尊重，
自由，平等，選択，
配分，法的安定性，
多様性など
○社会に見られる課
題の解決を構想する
視点
対立と合意，効率と
公正，民主主義，自
由・権利と責任・義
務，財源の確保と配
分，利便性と安全性，
国際協調，持続可能
性など

・なぜ市場経済という仕組み
があるのか，どのような機
能があるのか

・民主的な社会生活を営むた
めに，なぜ法に基づく政治
が大切なのか

・よりよい決定の仕方とはど
のようなものか

・社会保障とその財源の確保
の問題をどのように解決し
ていったらよいか

・世界平和と人類の福祉の増
大のためにどのようなこと
ができるか

・市場経済において個々人や人々は価格を考慮し
つつ，何をどれだけ生産・消費するか選択するこ
と，また，価格には，何をどれだけ生産・消費する
かに関わって，人的・物的資源を効率よく配分す
る働きがあることなどが，市場経済の基本的な考
え方である

・民主的な社会における法は，国民生活の安定と
福祉の向上を目指し，国民の意思のあらわれとし
て国民の代表によって構成される議会によって制
定されるものであり，国や地方公共団体は，国民
の自由と権利を侵さないようにそうした法の拘束
を受けながら政治を行っている

・合意の妥当性を判断する際に，無駄を省く「効率」
と決定の手続きや内容についての「公正」が必要
である

・財政に関して，少子高齢社会など現代社会の特
色を踏まえ，財源の確保と望ましい配分について
対立と合意，効率と公正などの視点から多面的・
多角的に考察・判断することが大切である

・地球環境，資源・エネルギー，貧困などの課題に
対しては，経済的，技術的な協力などが大切であ
る

考
察

構
想

社会的事象の意味や意義，
特色や相互の関連を多面
的・多角的に考察する力

複数の立場や意見を踏まえ
て構想する力

◎現代社会の見方・考え方

社会的事象を，政治，法，
経済などに関わる多様な
視点（概念や理論など）
に着目して捉え，よりよい
社会の構築に向けて，課
題解決のための選択・判
断に資する概念や理論
などと関連付けること。

視
点

方
法

【参考】幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の
改善及び必要な方策等について（中教審答申 補足資料）より



目標

社会的事象の見方・考え方を働かせ，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次のとおり資質・能力を育成する
ことを目指す。

〔第３学年〕 〔第４学年〕

(1) 身近な地域や市区町村の地理的環境，
地域の安全を守るための諸活動や
地域の産業と消費生活の様子，
地域の様子の移り変わりについて，

人々の生活との関連を踏まえて理解するとともに，
調査活動，地図帳や各種の具体的資料を通して，

必要な情報を調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(1) 自分たちの都道府県の地理的環境の特色，
地域の人々の健康と生活環境を支える働きや
自然災害から地域の安全を守るための諸活動，
地域の伝統と文化や地域の発展に尽くした先人の働き

などについて，
人々の生活との関連を踏まえて理解するとともに，
調査活動，地図帳や各種の具体的資料を通して，

必要な情報を調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2) 社会的事象の特色や相互の関連，意味を考える力，
社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断する力，

考えたことや選択・判断したことを表現する力を養う。

(3) 社会的事象について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，
よりよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに，

思考や理解を通して，地域社会に対する誇りと愛情，地域社会の一員としての自覚を養う。

ポイント④ 教科全体の目標と各学年の目標の整理と系統 解説P.24～

【現行】〔第３学年及び第４学年〕
１ 目標
(1) 地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動について理解できるよう

にし，地域社会の一員としての自覚をもつようにする。
(2) 地域の地理的環境，人々の生活の変化や地域の発展に尽くした先人の働きについて理解できるようにし，地域社会に対す

る誇りと愛情を育てるようにする。
(3) 地域における社会的事象を観察，調査するとともに，地図や各種の具体的資料を効果的に活用し，地域社会の社会的事象

の特色や相互の関連などについて考える力，調べたことや考えたことを表現する力を育てるようにする。

あとの内容において（１）（２）は具体的に記述されるが，（３）は記述されていない
→単元目標を設定する際には，ここから考えることが必要

【新】各学年の柱書と目標

15

目標

社会的事象の見方・考え方を働かせ，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次のとおり資質・能力を育成する
ことを目指す。

〔第５学年〕 〔第６学年〕

(1) 我が国の国土の地理的環境の特色や産業の現状，
社会の情報化と産業の関わりについて，
国民生活との関連を踏まえて理解するとともに，

地図帳や地球儀，統計などの各種の基礎的資料を
通して，情報を適切に調べまとめる技能を身に付
けるようにする。

(1) 我が国の政治の考え方と仕組みや働き，
国家及び社会の発展に大きな働きをした先人の業績
や優れた文化遺産，我が国と関係の深い国の生活や
グローバル化する国際社会における我が国の役割
について理解するとともに，
地図帳や地球儀，統計や年表などの各種の基礎的資
料を通して，情報を適切に調べまとめる技能を身に
付けるようにする。

(2)社会的事象の特色や相互の関連，意味を多角的に考える力，
社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断する力，
考えたことや選択・判断したことを説明したり，それらを基に議論したりする力を養う。

(3)社会的事象について，主体的に学習の問題を解決
しようとする態度や，よりよい社会を考え学習し
たことを社会生活に生かそうとする態度を養うと
ともに，
多角的な思考や理解を通して，
我が国の国土に対する愛情，
我が国の産業の発展を願い我が国の将来を担う国
民としての自覚
を養う。

(3)社会的事象について，主体的に学習の問題を解決し
ようとする態度や，よりよい社会を考え学習したこ
とを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに，
多角的な思考や理解を通して，
我が国の歴史や伝統を大切にして国を愛する心情，
我が国の将来を担う国民としての自覚や
平和を願う日本人として世界の国々の人々と共に生
きることの大切さについての自覚
を養う。

あとの内容において（１）（２）は具体的に記述されるが，（３）は記述されていない
→単元目標を設定する際には，ここから考えることが必要

前ページから
続く

【新】各学年の柱書と目標
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2 内容
(1) 身近な地域や市区町村の様子
(2) 地域に見られる生産や販売の仕事
(3) 地域の安全を守る働き

（消防署や警察署などの関係機関）

(4) 市の様子の移り変わり
（交通，公共施設，人口，土地利用，生活の道具な

どの時期による違い）

平成32年度の第３学年の社会の指導

2 内容
(1) 都道府県の様子
(2) 人々の健康や生活環境を支える事業

（飲料水，電気，ガスを供給する事業：選択）
（廃棄物を処理する事業：ごみか下水選択）

(3) 自然災害から人々を守る活動
（地震，津波，風水害，火山災害，雪害などから選択）
（県庁や市役所の働きなどを中心に取り上げ）

(4) 県内の伝統や文化，先人の働き
（ 県内の文化財や年中行事）
（地域の発展に尽くした先人）

(5) 県内の特色ある地域の様子
ア(ｱ) 県内の特色ある地域

平成32年度の第４学年の社会の指導

2 内容
（1） 自分たちの住んでいる身近な地域や市
（2） 地域の人々の生産や販売
（3） 地域の人々の生活

（飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理:選択）

（4） 地域社会における災害及び事故の防止
（火災，風水害，地震などの中から選択）

（消防署や警察署，市役所などの関係機関）

（5） 地域の人々の生活について
ア 古くから残る道具，暮らしの様子
イ 文化財や年中行事
ウ 先人の具体的事例

（6） 県（都，道，府）の様子

ア 県内における自分たちの市及び我が国に
おける自分たちの県の位置

イ 県全体の地形，主な産業，交通網，主な
都市の位置

ウ 県内の特色ある地域の人々の生活
エ 生活や産業と他地域や外国とのかかわり

平成30年度の第３・４学年の社会の指導

平成31年度の第４学年の社会の指導

【現行】の内容 →【新】平成32年度以降の内容

ポイント⑤ 各学年の内容構成の整理 解説P.29～

移行期：平成３１年度の第３学年は注意 17

2 内容
(1)我が国の国土の様子と国民生活

・領土の範囲，多数の島からなる構成

(2)我が国の農業や水産業における食料生産
(3)我が国の工業生産

・貿易や運輸の働き

(4)我が国の産業と情報との関わり
情報を生かして発展する産業
（販売，運輸，観光，医療，福祉などから選択）

(5)我が国の国土の自然環境と国民生活との関わり
(ｱ) 自然災害は・・・
(ｲ) 森林は・・・
(ｳ) 関係機関や地域の人々の様々な努力により公害

の防止や生活環境の改善が・・・

2 内容
(1)我が国の歴史上の主な事象
(2)我が国の政治の働き
ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働き

が反映していること。
イ 日本国憲法は，・・・国家や国民生活の基本

を定めていること。
(3)世界の中の日本の役割

【現行】第６学年の内容

2 内容
（1）我が国の国土の自然などの様子
ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，

我が国の位置と領土
イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て

特色ある地域の人々の生活
ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの

大切さ
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び

自然災害の防止
（2）我が国の農業や水産業
（3）我が国の工業生産
（4）我が国の情報産業や情報化した社会の様子
イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわ

り
（教育，福祉，医療，防災などから選択）

2 内容
（1）我が国の政治の働き

(ｱ) 日本国憲法は・・，我が国の民主政治は・・・，立
法，行政，司法の三権が・・・

(ｲ) 国や地方公共団体の政治は・・・

（2）我が国の歴史上の主な事象
（3）グローバル化する世界と日本の役割

【現行】第５学年の内容

第５学年の内容の整理 ・ 第６学年の内容の整理

【新】第５学年の内容

【新】第６学年の内容

前ページから
続く
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こととし，「自分たちの市」に重点を置くよう配慮すること。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)については，学年の導入で扱うこととし，「自分たちの市」に重点を置くよう配慮すること。

イ アの(ｲ)については，「白地図などにまとめる」際に，教科用図書「地図」(以下第２章第２節にお
いて「地図帳」という。)を参照し，方位や主な地図記号について扱うこと。

(1) 身近な地域や市区町村（以下第２章第２節において「市」という。）の様子について，学習の問題を追
究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 身近な地域や自分たちの市の様子を大まかに理解すること。
(ｲ) 観察・調査したり地図などの資料で調べたりして，白地図などにまとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
(ｱ) 都道府県内における市の位置，市の地形や土地利用，交通の広がり，市役所など主な公共施設の場

所と働き，古くから残る建造物の分布などに着目して，身近な地域や市の様子を捉え，場所による
違いを考え，表現すること。

ポイント⑥ ＜教科用図書「地図」の活用＞ 例）第３学年の内容（1） 解説P.34～

２ 第３学年の内容

身近な地域や自分たちの市の様子に関する内容については，アの(ｱ)及び(ｲ)とイの(ｱ)を関連付けて指導する。
例えば，都道府県内における市の位置，市の地形や土地利用，交通の広がり，市役所など主な公共施設の場
所と働き，古くから残る建造物の分布などに着目して，観察・調査したり地図などの資料で調べたりして，
白地図などにまとめ，身近な地域や市の様子を捉え，場所による違いを考え，表現することを通して，身近
な地域や自分たちの市の様子を大まかに理解できるようにする P.34

市役所など主な公共施設の場所と働きに着目するとは，・・・主な公共施設の場所や施設としての働きにつ
いて調べることである。ここで取り上げる公共施設としては，市（区）役所や町（村）役場（以下市役所と
いう。）をはじめ，学校，公園，公民館，コミュニティセンター，図書館，児童館，体育館，美術館，博物
館，資料館，文化会館，消防署，警察署，交番，裁判所，検察庁，港など，多くの市民が利用したり，市民
のために活動したりしている施設が考えられる。その際，多くの公共施設は市役所によって運営されている
ことや，災害時における避難場所は市役所において指定されていることに触れることが大切である。P.35 19

内容(2) 地域に見られる生産や販売の仕事について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項
を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 生産の仕事は，地域の人々の生活と密接に関わりをもって行われていることを理解すること。

(ｲ) 販売の仕事は，消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう，工夫して行われていることを
理解すること。

(ｳ) 見学・調査したり地図などの資料で調べたりして，白地図などにまとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 仕事の種類や産地の分布，仕事の工程などに着目して，生産に携わっている人々の仕事の様子を捉
え，地域の人々の生活との関連を考え，表現すること。

(ｲ) 消費者の願い，販売の仕方，他地域や外国との関わりなどに着目して，販売に携わっている人々の
仕事の様子を捉え，それらの仕事に見られる工夫を考え，表現すること。

内容の取扱い
(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，事例として農家，工場などの中から選択して取り上げるようにする
こと。

イ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，商店を取り上げ，「他地域や外国との関わり」を扱う際には，地図
帳などを使用して都道府県や国の名称と位置などを調べるようにすること。

ウ イの(ｲ)については，我が国や外国には国旗があることを理解し，それを尊重する態度を養うよう配慮
すること。

ポイント⑦ ＜関連付けて指導する＞ 例）第３学年の内容（2） 解説P.37～

単元のねらいを記述するにあたっては，「学びに向かう力等」は学年目標から考える

生産の仕事に関する内容については，アの(ｱ)及び(ｳ)とイの(ｱ）を関連付けて指導する。例えば，
仕事の種類や産地の分布，仕事の工程などに着目して，見学・調査したり地図などの資料で調べたりして，
白地図などにまとめ，生産に携わっている人々の仕事の様子を捉え，地域の人々の生活との関連を考え，表
現することを通して，生産の仕事は，地域の人々の生活と密接な関わりをもって行われていることを理解で
きるようにする

２ 第３学年の内容
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内容(2) 人々の健康や生活環境を支える事業について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 飲料水，電気，ガスを供給する事業は，安全で安定的に供給できるよう進められていることや，地
域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解すること。

(ｲ) 廃棄物を処理する事業は，衛生的な処理や資源の有効利用ができるよう進められていることや，生
活環境の維持と向上に役立っていることを理解すること。

(ｳ) 見学・調査したり地図などの資料で調べたりして，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 供給の仕組みや経路，県内外の人々の協力などに着目して，飲料水，電気，ガスの供給のための事
業の様子を捉え，それらの事業が果たす役割を考え，表現すること。

(ｲ) 処理の仕組みや再利用，県内外の人々の協力などに着目して，廃棄物の処理のための事業の様子を
捉え，その事業が果たす役割を考え，表現すること。

アの(ｱ)の飲料水，電気，ガスを供給する事業は，安全で安定的に供給できるよう進められていることを理
解することとは，飲料水，電気，ガスを供給する事業は，人々が安心してそれらを使うことができるよう
様々な面で安全確保に努めていること，必要な量をいつでも使えるよう確保に努めていること，関係機関が
相互に連携したり県内外の人々と協力したりして安定的に供給できるように進められていることなどを基に，
飲料水，電気，ガスを供給する事業について理解することである。また，（飲料水，電気，ガスを供給する
事業は，）地域の人々の健康な生活の維持と向上に役立っていることを理解することとは，・・・ P.54

３ 内容の取扱い (1) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。
ア アの(ｱ)及び(ｲ)については，現在に至るまでに仕組みが計画的に改善され公衆衛生が向上してきたこ
とに触れること。

イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，飲料水，電気，ガスの中から選択して取り上げること。
ウ アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，ごみ，下水のいずれかを選択して取り上げること。
エ イの(ｱ)については，節水や節電など自分たちにできることを考えたり選択・判断したりできるよう配
慮すること。

オ イの(ｲ)については，社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うとともに，ごみの減量や水を
汚さない工夫など，自分たちにできることを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。

ポイント⑧ ＜・・ことなどを基に・・理解する＞ 例）第４学年の内容（2） 解説P.53～

２ 第４学年の内容
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(3) 地域の安全を守る働きについて，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けるこ
とができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 消防署や警察署などの関係機関は，地域の安全を守るために，相互に連携して緊急時に対処する体
制をとっていることや，関係機関が地域の人々と協力して火災や事故などの防止に努めていること
を理解すること。

(ｲ) 見学・調査したり資料などで調べたりして，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 施設・設備などの配置，緊急時への備えや対応などに着目して，関係機関や地域の人々の諸活動
を捉え，相互の関連や従事する人々の働きを考え，表現すること。

内容の取扱い
(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)の「緊急時に対処する体制をとっていること」と「防止に努めていること」については，
火災と事故はいずれも取り上げること。その際，どちらかに重点を置くなど効果的な指導を工夫を
すること。

イ イの(ｱ)については，社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱うとともに，地域や自分自
身の安全を守るために自分たちにできることなどを考えたり選択・判断したりできるよう配慮する
こと。

ポイント⑨ ３学年の内容の主な変更点について 解説P.4１～

【現行】〔第３学年及び第４学年〕
(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調査したり資料を活用したりして調べ，人々の安全を守るための

関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えるようにする。
ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。

内容（3） 地域の安全を守る働き

内容の取扱い (4) 内容の(4)の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，「事故の防止」に
ついては，交通事故などの事故防止や防犯を取り上げるものとする。
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(4) 市の様子の移り変わりについて，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けるこ
とができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 市や人々の生活の様子は，時間の経過に伴い，移り変わってきたことを理解すること。

(ｲ) 聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりして，年表などにまとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 交通や公共施設，土地利用や人口，生活の道具などの時期による違いに着目して，市や人々の生
活の様子を捉え，それらの変化を考え，表現すること。

内容の取扱い
(4) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｲ)の「年表などにまとめる」際には，時期の区分について，昭和，平成など元号を用いた言い表し方など
があることを取り上げること。

イ イの(ｱ)の「公共施設」については，市が公共施設の整備を進めてきたことを取り上げること。その際，租税の役
割に触れること。

ウ イの(ｱ)の「人口」を取り上げる際には，少子高齢化，国際化などに触れ，これからの市の発展について考えるこ
とができるよう配慮すること。

内容の取扱いの(4)のイは，・・・。公共施設については，学校，図書館，公民館，資料館などが考えられ
る。その際，・・・，公共施設の建設や運営には市役所が関わってきたことや，その建設や運営には租税が
重要な役割を果たしていることに触れるようにすることが大切である。・・・また，市役所などが作成して
いる資料などを基に，これからの市の発展に関心をもち，市が将来どのようになってほしいか，そのために
は市民としてどのように行動していけばよいかなど，市の将来について考えたり討論したりすることができ
るよう指導することが大切である。P.46

内容（4） 市の様子の移り変わり

【現行】〔第３学年及び第４学年〕
(5) 地域の人々の生活について，次のことを見学，調査したり年表にまとめたりして調べ，人々の生活の変化や人々の願い，地域の人々

の生活の向上に尽くした先人の働きや苦心を考えるようにする。
ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それらを使っていたころの暮らしの様子 （イ 文化財や年中行事 ウ 先人の具体的事例）

前ページから
続く
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内容(3) 自然災害から人々を守る活動について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 地域の関係機関や人々は，自然災害に対し，様々な協力をして対処してきたことや，今後想定される災害に
対し，様々な備えをしていることを理解すること。

(ｲ) 聞き取り調査をしたり地図や年表などの資料で調べたりして，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 過去に発生した地域の自然災害，関係機関の協力などに着目して，災害から人々を守る活動を捉え，その
働きを考え，表現すること。

第４学年 内容（3）

ポイント⑩ 第４学年の内容 自然災害から人々を守る活動について 解説P.58～

【現行】〔第３学年及び第４学年〕
(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調査したり資料を活用したりして調べ，人々の安全を守るための

関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えるようにする。
ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。

内容の取扱い
(2) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などの中から，過去に県内で発生したもの
を選択して取り上げること。

イ アの(ｱ)及びイの(ｱ)の「関係機関」については，県庁や市役所の働きなどを中心に取り上げ，防災情報の発信，
避難体制の確保などの働き，自衛隊など国の機関との関わりを取り上げること。

ウ イの(ｱ)については，地域で起こり得る災害を想定し，日頃から必要な備えをするなど，自分たちにできることな
どを考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。

地域における自然災害については，過去に県内で発生した「地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪
害など」の中から選択して取り上げることが考えられる。なお，風水害とは，豪雨，洪水，崖崩れや土石流
などの土砂災害，突風や竜巻などによる災害を指している。 P.61 24



ポイント⑪ 第４学年と第５学年の自然災害の違いについて 解説P.91～

内容の取扱い
(5) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)については，地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などを取り上げること。
イ アの(ｳ)及びイの(ｳ)については，大気の汚染，水質の汚濁などの中から具体的事例を選択して取り上げ

ること。
ウ イの(ｲ)及び(ｳ)については，国土の環境保全について，自分たちにできることなどを考えたり選択・判

断したりできるよう配慮すること。

５年 地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などを取り上げる 公助にとどめる

内容(5) 我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，
次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや，自然災害から国土を保全し国民生活
を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解すること。

(ｲ) 森林は，その育成や保護に従事している人々の様々な工夫と努力により国土の保全など重要な役割を
果たしていることを理解すること。

(ｳ) 関係機関や地域の人々の様々な努力により公害の防止や生活環境の改善が・・・・

(ｴ) 地図帳や各種の資料で調べ，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 災害の種類や発生の位置や時期，防災対策などに着目して，国土の自然災害の状況を捉え，自然条件
との関連を考え，表現すること。

(ｲ) 森林資源の分布や働きなどに着目して，・・・・

(ｳ) 公害の発生時期や経過，人々の協力や努力などに着目して，公害防止の取組を捉え，・・・

【現行】〔第５学年〕
(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国土の環境が人々の生活や産業と

密接な関連をもっていることを考えるようにする。
エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止

ウ 公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ

第５学年 内容（5）
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内容の取扱い(5)のアは，内容の(5)のアの(ｱ)において，自然災害を取り上げる際の配慮事項を示したもの
である。

自然災害については，我が国で過去に発生した地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などの自然災
害を国土の自然条件と関連付けて取り上げることが考えられる。なお，風水害とは，豪雨，洪水，高潮，崖崩
れや土石流などによる土砂災害，突風や竜巻などによる災害を指している。ここでは，第４学年の内容の(3)
「自然災害から人々を守る活動」とのねらいの違いに留意する必要がある。
第４学年では，県内などで発生した自然災害を取り上げ，地域の関係機関や人々による自然災害への対処や

備えを通して地域社会について理解することに，第５学年では，国土において発生する様々な自然災害を取り
上げて，自然災害と国土の自然条件との関連を通して国土の地理的環境を理解することに，それぞれねらいが
あることに留意することが大切である。また，・・・ことも大切である。

(5) 我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について，・・・を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや，自然災害から国土を保全し国民生活

を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解すること。

(3) 自然災害から人々を守る活動について，・・・，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 地域の関係機関や人々は，自然災害に対し，様々な協力をして対処してきたことや，今後想定される

災害に対し，様々な備えをしていることを理解すること。

【５年の内容の解説】

地域の関係機関や人々は，自然災害に対し，様々な協力をして対処してきたことを理解することとは，県
内で過去に自然災害が発生していること，発生した際には県や市，警察署や消防署，消防団などの関係機関
や地域の人々が協力して，自然災害から人々の安全を守るために対処してきたことなどを基に，自然災害か
ら人々を守る活動について理解することである。

アの(ｱ)の自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることを理解することとは，我が国では，
国土の地形や気候などとの関係から地震災害，津波災害，風水害，火山災害，雪害などの様々な自然災害が起
こりやすいこと，自然災害はこれまで度々発生しこれからも発生する可能性があることなどを基に，国土の自
然災害の状況について理解することである。また，・・・

【４年の内容の解説】
前ページから

続く
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(5) 県内の特色ある地域の様子について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付ける
ことができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 県内の特色ある地域では，人々が協力し，特色あるまちづくりや観光などの産業の発展に努めている
ことを理解すること。

(ｲ) 地図帳や各種の資料で調べ，白地図などにまとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 特色ある地域の位置や自然環境，人々の活動や産業の歴史的背景，人々の協力関係などに着目して，
地域の様子を捉え，それらの特色を考え，表現すること。

内容の取扱い
(4) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア 県内の特色ある地域が大まかに分かるようにするとともに，伝統的な技術を生かした地場産業が盛んな
地域，国際交流に取り組んでいる地域及び地域の資源を保護・活用している地域を取り上げること。そ
の際，地域の資源を保護・活用している地域については，自然環境，伝統的な文化のいずれかを選択し
て取り上げること。

イ 国際交流に取り組んでいる地域を取り上げる際には，我が国や外国には国旗があることを理解し，それ
を尊重する態度を養うよう配慮すること。

第４学年 内容(5)

また，特色ある地域を選定する際には，広く県内から地域を選択し，自分たちの住んでいる市と比較しなが
ら，それらの地域の特色を捉えることができるよう配慮する必要がある。 P.69

ポイント⑫ 第４学年の内容 県内の特色ある地域の様子について 解説P.66～

【現行】〔第４学年〕
(6) 県(都，道，府)の様子について，次のことを資料を活用したり白地図にまとめたりして調べ，県(都，道，府)の特色を考え

るようにする。
ア 県内における自分たちの市(区，町，村)及び我が国に・・・ イ 県全体の地形や主な産業の概要，交通網の・・・
ウ 県(都，道，府)内の特色ある地域の人々の生活 エ人々の生活や産業と国内の他地域や外国との・・・・

３ 内容の取扱い (7) 内容の(6)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア ウについては，自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域を取り上げること。その際，伝統的な工業など
の地場産業の盛んな地域を含めること。
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内容の取扱い内容の取扱い
(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)の「領土の範囲」については，竹島や北方領土，尖閣諸島が我が国の固有の領土であることに触
れること。

イ アの(ｳ)については，地図帳や地球儀を用いて，方位，緯度や経度などによる位置の表し方について取り
扱うこと。

ウ イの(ｱ)の「主な国」については，名称についても扱うようにし，近隣の諸国を含めて取り上げること。
その際，我が国や諸外国には国旗があることを理解し，それを尊重する態度を養うよう配慮すること。

エ イの(ｲ)の「自然条件から見て特色ある地域」については，地形条件や気候条件から見て特色ある地域を
取り上げること。

５学年 内容

(1) 我が国の国土の様子と国民生活について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付
けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲などを大まかに理解すること。

(ｲ) 我が国の国土の地形や気候の概要を理解するとともに，人々は自然環境に適応して生活していること
を理解すること。

(ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 世界の大陸と主な海洋，主な国の位置，海洋に囲まれ多数の島からなる国土の構成などに着目して，
我が国の国土の様子を捉え，その特色を考え，表現すること。

(ｲ) 地形や気候などに着目して，国土の自然などの様子や自然条件から見て特色ある地域の人々の生活を
捉え，国土の自然環境の特色やそれらと国民生活との関連を考え，表現すること。

○領土とは，我が国の法律が及ぶ地理的な範囲であることなど，小学校の段階に応じた指導を行うようにする。
○地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめることとは，我が国の国土の様子と国民生活について，地図帳や地球儀，衛星写

真などの資料で国土の位置や構成，領土の範囲などを調べたり，立体模型，統計，写真などの資料で地形や気候の概要，自然
条件から見て特色ある地域の様子を調べたりして，まとめることである。P.74

ポイント⑬ 第５学年の内容 我が国の国土の様子と国民生活について 解説P.73～

【現行】〔第５学年〕
(1)我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国土の環境が人々の生活や産

業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。
ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土
イ 国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある地域の人々の生活

第５学年 内容(1)
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内容の取扱い
(4) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。

アアの(ｱ)の「放送，新聞などの産業」については，それらの中から選択して取り上げること。その際，情
報を有効に活用することについて，情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え，受け手として正しく
判断することや送り手として責任をもつことが大切であることに気付くようにすること。

イアの(ｲ)及びイの(ｲ)については，情報や情報技術を活用して発展している販売，運輸，観光，医療，福祉
などに関わる産業の中から選択して取り上げること。その際，産業と国民の立場から多角的に考えて，情
報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上について，自分の考えをまとめることができるよう配慮す
ること。

５学年 内容

(4) 我が国の産業と情報との関わりについて，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付
けることができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 放送，新聞などの産業は，国民生活に大きな影響を及ぼしていることを理解すること。

(ｲ) 大量の情報や情報通信技術の活用は，様々な産業を発展させ，国民生活を向上させていることを理解
すること。

(ｳ) 聞き取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりして，まとめること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目して，放送，新聞などの産業の様子を捉え，それら
の産業が国民生活に果たす役割を考え，表現すること。

(ｲ) 情報の種類，情報の活用の仕方などに着目して，産業における情報活用の現状を捉え，情報を生かし
て発展する産業が国民生活に果たす役割を考え，表現すること。

ポイント⑭ 第５学年の内容 我が国の産業と情報との関わりについて 解説P.87～

【現行】〔第５学年〕
(4) 我が国の情報産業や情報化した社会の様子について，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，情報化の進展は国

民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な活用が大切であることを考えるようにする。
ア 放送，新聞などの産業と国民生活とのかかわり
イ 情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり
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の「国会」について，国民との関わりを指導する際には，各々の国民の祝日に・・配慮すること。

内容の取扱い
(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)については，国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所の三権相互の関連，裁判員
制度や租税の役割などについて扱うこと。その際，イの(ｱ)に関わって，国民としての政治への関わり方
について多角的に考えて，自分の考えをまとめることができるよう配慮すること。

イ アの(ｱ)の「天皇の地位」については，・・・，歴史に関する学習との関連も図りながら，・・・するこ
と。また，「国民としての権利及び義務」については，参政権，納税の義務などを取り上げること。

ウ アの(ｲ)の「国や地方公共団体の政治」については，社会保障，自然災害からの復旧や復興，地域の開発
や活性化などの取組の中から選択して取り上げること。

エ イの(ｱ)の「国会」について，国民との関わりを指導する際には，各々の国民の祝日に・・配慮すること。

６学年 内容

(1) 我が国の政治の働きについて，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
(ｱ) 日本国憲法は国家の理想，天皇の地位，国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定め

ていることや，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを理解す
るとともに，立法，行政，司法の三権がそれぞれの役割を果たしていることを理解すること。

(ｲ) 国や地方公共団体の政治は，国民主権の考え方の下，国民生活の安定と向上を図る大切な働きをして
いることを理解すること。

(ｳ) 見学・調査したり各種の資料で調べたりして，まとめること。
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 日本国憲法の基本的な考え方に着目して，我が国の民主政治を捉え，日本国憲法が国民生活に果たす
役割や，国会，内閣，裁判所と国民との関わりを考え，表現すること。

(ｲ) 政策の内容や計画から実施までの過程，法令や予算との関わりなどに着目して，国や地方公共団体の
政治の取組を捉え，国民生活における政治の働きを考え，表現すること。

ポイント⑮ 第６学年の内容の主な変更点について 解説P.100～

【現行】〔第６学年〕
(2) 我が国の政治の働きについて，・・・，国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをして

いること，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが・・
イ 日本国憲法は，国家の理想，天皇の地位，国民としての権利 ・・・

第６学年の内容(1)
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第６学年 内容(2) 歴史上の主な事象について
(2) 我が国の歴史上の主な事象について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身に付けるこ
とができるよう指導する。

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。その際，我が国の歴史上の主な事象を手掛かりに，大まかな
歴史を理解するとともに，関連する先人の業績，優れた文化遺産を理解すること。

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
(ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して，我が国の歴史上の主な事象を捉え，我

が国の歴史の展開を考えるとともに，歴史を学ぶ意味を考え，表現すること。

(ｱ) 狩猟・採集や農耕の生活，古墳，大和政権（大和朝廷）の成立を手
掛かりに，・・・したことを理解すること。その際,神話や伝承を手掛かり
に・・をもつこと。

(ｲ) 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏造営の様子・・・，天皇を中心と
した政治が確立されたことを理解すること。

(ｳ) 貴族の生活や文化を・・・，日本風の文化が生まれたこと・・・

(ｴ) 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり，元との戦いを・・・

(ｵ) 京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画を・・・

(ｶ) キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下統一を・・・，戦国の世が統一さ
れたことを理解すること。

(ｷ) 江戸幕府の始まり，参勤交代や鎖国などの幕府の政策，身分制
を・・・，・・・武士による政治が安定したことを理解すること。

(ｸ) 歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学を・・・

(ｹ) 黒船の来航，廃藩置県や四民平等などの改革，文明開化・・・

(ｺ) 大日本帝国憲法の発布，日清・日露の戦争，条約改正・・・，

(ｻ) 日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦，日本国憲法の制定，
オリンピック・パラリンピックの開催などを・・・

(ｼ) 遺跡や文化財，地図や年表などの資料で調べ，まとめること。

ア 狩猟・採集や・・
イ 大陸文化の摂取，大化の改新，大仏

造営・・・，貴族の生活・・・，天皇を中
心とした政治・・・日本風の文化が起
こったことが分かること。

ウ 源平の戦い，鎌倉幕府の始まり・・・
エ 京都の室町に・・・
オ キリスト教の伝来，織田・豊臣の天下

統一，江戸幕府の始まり，参勤交代，
鎖国・・・，戦国の世が統一され，身
分制度が確立・・・政治が安定したこ
とが分かること。

カ キリスト教の伝来，織田・豊臣の・・・
キ 黒船の来航，明治維新，文明開

化・・・
ク 大日本帝国憲法の発布，日清・日露

の戦争，条約改正，科学の発展・・・
ケ 日華事変，我が国にかかわる第二

次世界大戦，日本国憲法の制定，オ
リンピックの開催・・・，

【現行】 ア～ケ 【新】 (ｱ)～(ｻ) アの(ｼ)は，技能に関わる事項である。P.111

前ページから
続く
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内容の取扱い
(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)から(ｻ)までについては，児童の興味・関心を重視し，取り上げる人物や文化遺産の重点の置き方
に工夫を加えるなど，精選して具体的に理解できるようにすること。その際，アの(ｻ)の指導に当たっては，
児童の発達の段階を考慮すること。

イ アの(ｱ)から(ｻ)までについては，例えば，国宝，重要文化財に指定されているものや，世界文化遺産に登
録されているものなどを取り上げ，我が国の代表的な文化遺産を通して学習できるように配慮すること。

ウ アの(ｱ)から(ｺ)までについては，例えば，次に掲げる人物を取り上げ，人物の働きを通して学習できるよ
う指導すること。

卑弥呼，聖徳太子，小野妹子，中大兄皇子，中臣鎌足，聖武天皇，行基，
鑑真，藤原道長， 紫式部，清少納言， 平清盛， 源頼朝， 源義経，
北条時宗，足利義満，足利義政，雪舟，ザビエル，織田信長，豊臣秀吉，
徳川家康， 徳川家光， 近松門左衛門， 歌川広重， 本居宣長，
杉田玄白，伊能忠敬，ペリー，勝海舟，西郷隆盛，大久保利通，木戸孝允，
明治天皇，福沢諭吉，大隈重信，板垣退助，伊藤博文，陸奥宗光，
東郷平八郎，小村寿太郎，野口英世

エ アの(ｱ)の「神話・伝承」については，古事記，日本書紀，風土記などの中から適切なものを取り上げるこ
と。

オ アの(ｲ)から(ｻ)までについては，当時の世界との関わりにも目を向け，我が国の歴史を広い視野から捉え
られるよう配慮すること。

カ アの(ｼ)については，年表や絵画など資料の特性に留意した読み取り方についても指導すること。
キ イの(ｱ)については，歴史学習全体を通して，我が国は長い歴史をもち伝統や文化を育んできたこと，我が

国の歴史は政治の中心地や世の中の様子などによって幾つかの時期に分けられることに気付くようにする
とともに，現在の自分たちの生活と過去の出来事との関わりを考えたり，過去の出来事を基に現在及び将
来の発展を考えたりするなど，歴史を学ぶ意味を考えるようにすること。→P.125

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して，我が国の歴史上の主な事象を捉え，
我が国の歴史の展開を考えるとともに，歴史を学ぶ意味を考え，表現すること。

前ページから
続く６年内容（２）に係る「内容の取り扱い」の留意点・・・世界との関わりなど
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内容の取扱い
(3) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，我が国の国旗と国歌の意義を理解し，これを尊重する態度を養うとともに，諸外国の国旗と国歌も
同様に尊重する態度を養うよう配慮すること。

イ アの(ｱ)については，我が国とつながりが深い国から数か国を取り上げること。その際，児童が１か国を選択して調
べるよう配慮すること。

ウ アの(ｱ)については，我が国や諸外国の伝統や文化を尊重しようとする態度を養うよう配慮すること。
エ イについては，世界の人々と共に生きていくために大切なことや，今後，我が国が国際社会において果たすべき

役割などを多角的に考えたり選択・判断したりできるよう配慮すること。
オ イの(ｲ)については，網羅的，抽象的な扱いを避けるため，「国際連合の働き」については，ユニセフやユネスコの

身近な活動を取り上げること。また，「我が国の国際協力の様子」については，教育，医療，農業などの分野で世
界に貢献している事例の中から選択して取り上げること。

第６学年 内容(3)
(3) グローバル化する世界と日本の役割について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活は，多様であることを理解するととも
に，スポーツや文化などを通して他国と交流し，異なる文化や習慣を尊重し合うことが大切であるこ
とを理解すること。

(ｲ) 我が国は，平和な世界の実現のために国際連合の一員として重要な役割を果たしたり，諸外国の発展
のために援助や協力を行ったりしていることを理解すること。

(ｳ) 地図帳や地球儀，各種の資料で調べ，まとめること。
イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 外国の人々の生活の様子などに着目して，日本の文化や習慣との違いを捉え，国際交流の果たす役割
を考え，表現すること。

(ｲ) 地球規模で発生している課題の解決に向けた連携・協力などに着目して,国際連合の働きや我が国の
国際協力の様子を捉え，国際社会において我が国が果たしている役割を考え，表現すること。

【現行】〔第６学年〕
(3) 世界の中の日本の役割について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりして調べ，外国の人々と共に

生きていくためには異なる文化や習慣を理解し合うことが大切であること，世界平和の大切さと我が国が世界において重要
な役割を果たしていることを考えるようにする。

ア 我が国と経済や文化などの面でつながりが深い国の人々の生活の様子
イ 我が国の国際交流や国際協力の様子及び平和な国際社会の実現に努力している国際連合の働き

前ページから
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１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力の育成に向けて，児童の主体的・
対話的で深い学びの実現を図るようにすること。

その際，問題解決への見通しをもつこと，社会的事象の見方・考え方を働かせ，事象の特色や意味など
を考え概念などに関する知識を獲得すること，学習の過程や成果を振り返り学んだことを活用すること
など，学習の問題を追究・解決する活動の充実を図ること。

主体的・対話的で深い学びは，必ずしも１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではない。単元
など内容や時間のまとまりの中で，例えば，主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習
したことを振り返ったりして自身の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか，対話によって自分
の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか，学びの深まりをつくりだすために，児童が
考える場面と教師が教える場面をどのように組み立てるか，といった視点で授業改善を進めることが求め
られる。 P.135

ポイント⑮ 指導計画の作成と内容の取扱い 解説P.135～

１ 指導計画作成上の配慮事項

「社会的事象の見方・考え方」は，社会的事象の特色や相互の関連，意味を考えたり，社会に見られる課
題を把握して，その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする際の「視点や方法（考え
方）」である。小学校社会科では，総合性を重視する観点から，例えば，歴史に関わる事象であっても，
時間的な経緯のほか，空間的な広がりに着目すること，地理的環境に関わる事象であっても時間の経過に
着目すること，現代社会の仕組みに関わる事象であっても地理的位置や始まった時期や変化などに着目す
ることなどが考えられる。また，位置や空間的な広がり，時期や時間の経過，事象や人々の相互関係など
に着目するほかにも，視点は多様にあることに留意することが必要である。また，追究の過程において，
これらの視点を必要に応じて組み合わせて用いるようにすることも大切である。P.137

主体的・対話的で深い学び

これらの主体的・対話的な学びを深い学びにつなげるよう指導計画を工夫，改善することが求められる。
そのためには，児童の実態や教材の特性を考慮して学習過程を工夫し，児童が社会的事象の見方・考え方
を働かせ，主として用語・語句などを含めた具体的な事実に関する知識を習得することにとどまらず，そ
れらを踏まえて社会的事象の特色や意味など社会の中で使うことのできる応用性や汎用性のある概念など
に関する知識を獲得するよう，問題解決的な学習を展開することが大切である。 P.136
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各学年の内容については，児童が具体的に学ぶことができるよう取り上げる事例を選択することが大切
である。その際，次のような点に留意して効果的な年間指導計画を作成するよう配慮する。
まず，第３学年から第６学年の内容に関わって取り上げる事例の配列についてである。例えば，第３学

年の「生産の仕事」の事例として野菜の生産を取り上げて学習した場合には，第５学年「食料生産」の事
例として果物，畜産物，水産物などの生産の中から選択することなどが考えられる。また，第４学年「年
中行事」の事例として地域の祭りを取り上げて学習した場合には，「県内の特色ある地域」の事例として
自然環境を保護・活用している地域を取り上げることが考えられる。このように，取り上げる事例に重複
や偏りが生じないよう配慮することが大切である。 P.137

(2)各学年の目標や内容を踏まえて，事例の取り上げ方を工夫して，内容の配列や授業時数の配分などに留意して
効果的な年間指導計画を作成すること。

１ 指導計画作成上の配慮事項

次に，事例を取り上げる授業時間数の配分についてである。例えば，第３学年の内容の(1)において，
「身近な地域」と「市の様子」を取り上げる際，内容の取扱いに「学年の導入で扱うこと」及び「自分た
ちの市に重点を置くよう配慮すること」と示されていることを踏まえることが大切である。・・・また，
第３学年の内容の(3)においても，内容の取扱いに「火災と事故はいずれも取り上げること。その際，どち
らかに重点を置くなど効果的な指導を工夫すること」と示されている。ここでも，例えば，「緊急時に対
処する体制をとっていること」については消防署を中心とした学習に，「防止に努めていること」につい
ては警察署を中心とした学習に，それぞれ重点を置くなどして工夫することが大切になる。このように，
事例を取り上げる際に，内容に軽重を付けることにより，効果的な指導計画を作成することが大切である。

前ページから
続く年間指導計画を作成する際のポイント

(4) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工
夫を計画的，組織的に行うこと。

今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童によって，見えにくさ，聞こえ
にくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面での制約，発音のしにくさ，心理的な不安
定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることな
ど，学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や
指導方法を工夫することを，各教科等において示している。
・・・例えば，社会科における配慮として，・・・P.139 参考資料あり 35

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各学校においては，地域の実態を生かし，児童が興味・関心をもって学習に取り組めるようにす
るとともに，観察や見学，聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づ
く表現活動の一層の充実を図ること。また，社会的事象の特色や意味，社会に見られる課題など
について，多角的に考えたことや選択・判断したことを論理的に説明したり，立場や根拠を明確
にして議論したりするなど言語活動に関わる学習を一層重視すること。

(2) 学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，情報の収集やまとめなどを行うように
すること。また，全ての学年において，地図帳を活用すること。

(3) 博物館や資料館などの施設の活用を図るとともに，身近な地域及び国土の遺跡や文化財など
についての調査活動を取り入れるようにすること。また，内容に関わる専門家や関係者，関係の
諸機関との連携を図るようにすること。

(4) 児童の発達の段階を考慮し，社会的事象については，児童の考えが深まるよう様々な見解を提
示するよう配慮し，多様な見解のある事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，有益適切な教
材に基づいて指導するとともに，特定の事柄を強調し過ぎたり，一面的な見解を十分な配慮なく
取り上げたりするなどの偏った取扱いにより，児童が多角的に考えたり，事実を客観的に捉え，
公正に判断したりすることを妨げることのないよう留意すること。

このことに関して，平成27年３月４日付け初等中等教育局長通知「学校における補助教材の適正な取り扱い
について」（26文科初第1257号）に記されているように，諸資料を補助教材として使用することを検討する
際には，その内容及び取扱いに関して，
① 教育基本法，学校教育法，学習指導要領等の趣旨に従っていること，
② その使用される学年の児童生徒の心身の発達の段階に即していること，
③ 多様な見方や考え方のできる事柄，未確定な事柄を取り上げる場合には，特定の事柄を強調し過ぎたり，

一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど，特定の見方や考え方に偏った取扱いとならない
こと，

に十分留意することが必要である。 P.145

前ページから
続く２ 内容の取扱いについての配慮事項
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移行措置 文部科学省告示第九十三号 平成二十九年七月七日 ３ 社会

３ 社会

平成30年度及び平成31年度の第３学年から第６学年までの社会の指導に当たっては，
現行小学校学習指導要領第２章第２節の規定にかかわらず，その全部又は一部につい
て新小学校学習指導要領第２章第２節の規定によることができる。ただし，現行小学校学
習指導要領による場合には，次のとおりとする。

(1) 平成30年度及び平成31年度の第５学年の社会の指導に当たっては，現行小学校
学習指導要領第２章第２節第２〔第５学年〕の２(1)アのうち「我が国の位置と領土」
の部分の規定に係る事項を省略し，新小学校学習指導要領第２章第２節第２〔第５
学年〕の２(1)ア(ｱ)のうち「世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の
範囲」の部分の規定に係る事項を加え，新小学校学習指導要領第２章第２節第２
〔第５学年〕の３(1)アの規定を適用するものとする。

(2) 平成31年度の第３学年の社会の指導に当たっては，現行小学校学習指導要領第
２章第２節第２〔第３学年及び第４学年〕のうち，２(1)ア，２(2)ア及びイ，２(4)ア及びイ
並びに２(5)アに規定する事項を指導するものとする。ただし，現行小学校学習指導
要領第２章第２節第２〔第３学年及び第４学年〕の２(4)の指導に当たっては，現行小
学校学習指導要領第２章第２節第２〔第３学年及び第４学年〕の３(4)のうち，「火災」
に関する部分の規定を適用するものとする。

概要

・ 新学習指導要領の第５学年の「世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲」
に基づき指導することとし，新学習指導要領の内容の取扱いを適用する。
・現行学習指導要領の第３学年及び第４学年の指導内容のうち，平成31年度の第３学年に指導す
る内容を示す。 37

移行措置 文部科学省告示第九十三号 平成二十九年七月七日 ３ 社会

現行小学校学習指導要領による場合には，次のとおりとする。
(1) 平成30年度及び平成31年度の第５学年の社会の指導に当たっては・・・新小学校

学習指導要領第２章第２節第２〔第５学年〕の２(1)ア(ｱ)のうち「世界における我が
国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲」の部分の規定に係る事項を加え，新
小学校学習指導要領第２章第２節第２〔第５学年〕の３(1)アの規定を適用するもの
とする。

〔第５学年〕

２ 内容
(1) 我が国の国土の様子と国民生活について，学習の問題を追究・解決する活動を通して，次

の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

(ｱ) 世界における我が国の国土の位置，国土の構成，領土の範囲などを大まかに理解す
ること。

３ 内容の取扱い
(1) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アの(ｱ)の「領土の範囲」については，竹島や北方領土，尖閣諸島が我が国の固有の領
土であることに触れること。
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現行小学校学習指導要領による場合には，次のとおりとする。
(2) 平成31年度の第３学年の社会の指導に当たっては，現行小学校学習指導要領第２章第２節第

２〔第３学年及び第４学年〕のうち，２(1)ア，２(2)ア及びイ，２(4)ア及びイ並びに２(5)アに規定す
る事項を指導するものとする。ただし，現行小学校学習指導要領第２章第２節第２〔第３学年及
び第４学年〕の２(4)の指導に当たっては，現行小学校学習指導要領第２章第２節第２〔第３学年
及び第４学年〕の３(4)のうち，「火災」に関する部分の規定を適用するものとする。

2 内容
（1） 自分たちの住んでいる身近な地域や市（区，

町，村）について
ア 身近な地域や市

（2） 地域の人々の生産や販売について，・・・考え
るようにする。
ア 地域には生産や販売に関する仕事
イ 地域の人々の生産や販売に見られる仕事
の特色及び国内の他地域などとのかかわり

（4） 地域社会における災害及び事故の防止につ
いて
ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害

や事故の防止に努めていること。
イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に

対処する体制をとっていること。
（5） 地域の人々の生活について

ア 古くから残る暮らしにかかわる道具，それ
らを使っていたころの暮らしの様子

平成31年度の第３学年の社会の指導

2 内容
(1)都道府県の様子について

ア次のような知識及び技能を・・・
(ｱ) 県の地理的環境の概要，47都道府県の

名称と位置
(2) 人々の健康や生活環境を支える事業について

ア (ｱ) 飲料水，電気，ガスを供給する事業
(ｲ) 廃棄物を処理する事業

(3) 自然災害から人々を守る活動について
ア(ｱ) 地域の関係機関や人々は，・・・協力・・・

備えをしていること

(4) 県内の伝統や文化，先人の働きについて
ア (ｱ) 県内の文化財や年中行事

(ｲ) 地域の発展に尽くした先人
(5) 県内の特色ある地域の様子について

ア(ｱ) 県内の特色ある地域

平成32年度の第４学年の社会の指導

地震，津波，風水害，火山災害，雪害などから選択

風水害，地震は除き，火災を選択

警察・消防は
３年で扱う

4年で県庁や市役所などの働きなどを中心に

文化財や年中
行事は４年で 39

新大分スタンダード

・ 知識の関連付け、問題の発見・解決、情報を精査した考えの形成、思いや考えに基づく創造
・ 様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

*各教科等の見方・考え方を働かせて展開する
「課題設定 情報収集 整理・分析 まとめ・表現・交流 振り返り・評価」等の学習過程の繰り返しの中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを実現！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」

H30.3月版40



【課題】４月の地震で，
どのような困ったことが
あっただろうか。

【課題】消防署と消防団
の違いは何かな？

【単元のまとめ】○○地域は，消防署から遠いので，地域の人々が消防団員として活動したり，お互いに協力 したり
して，災害から自分たちの力で地域を守っている。

【課題】早くもとの生活が
できるようになったのは
なぜだろうか？

【課題】消防団の人たち
は，ほかの仕事がある
にもかかわらずどうして
消防団員を続けている
のだろうか。

小学校社会科単元計画【第４学年：安全なくらしとまちづくり】

１
時

【単元の振り返り】学習を振り返り，自分たちにできることを考え，新聞にまとめる。

【まとめ】水道や電気，交通などのライフラ
インに被害が出て困った。

【まとめ】消防署や消防団などの地域の
人々が活動してくれたから早くもとの生活が
できるようになった。

【まとめ】消防署は遠いところにあり，消防
署で働く人たちはそれを仕事としている。
消防団は地域に住んでいる人たちがボラ
ンティアで行っている。

【まとめ】消防団の人たちは，自分たちの地
域は自分たちで守りたいという思いがある
から，消防団員を続けている。

【単元のねらい】消防団の人たちが，地域の人々と協力して災害から人々の安全を守る活動をしていることを理解させ，自分たちも地域
の一員としてできることはないかを考えさせることにより災害に対する意識を高める。

【単元のめあて】災害からくらしを守るために○○地域の人々が取り組んでいることを調べ，自分たちにできることを考え新聞にまとめよう。

【単元を貫く課題】○○地域の災害を守るために地域の人たちはどのようなことを行っているのだろうか。

【活動】地震による被害を，地域
の人々の生活と関連付けて考
察する。

【活動】ライフラインが復旧した
背景を，消防署や消防団の活
動と関連付けて考察する。

【活動】消防署と消防団の仕組
みや役割を比較する。

【活動】消防団で活動する人々
の願いを，消防団の人々の生
活と関連付けて考察する。

２
時

３
時

４
時

５
時 41

小学校学習指導要領解説 社会編
第４章 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の配慮事項
(4) 障害のある児童などについては，学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた

指導内容や指導方法の工夫を計画的，組織的に行うこと。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し，児
童の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級による指導，特別支援
学級，特別支援学校において，児童の十分な学びを確保し，一人一人の児童の障害の状態や
発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。
通常の学級においても，発達障害を含む障害のある児童が在籍している可能性があること
を前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援
ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学びの過程において考えられ
る困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にすることが重要である。
これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある児童などの指導に当たっては，個々の児童に
よって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制約，健康面や安全面
での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の困難さ，読み書きや計算等の
困難さ，注意の集中を持続することが苦手であることなど，学習活動を行う場合に生じる困
難さが異なることに留意し，個々の児童の困難さに応じた指導内容や指導方法を工夫するこ
とを，各教科等において示している。
その際，社会科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変更や学習
活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，児童の学習負担や心理面にも配
慮する必要がある。
なお，学校においては，こうした点を踏まえ，個別の指導計画を作成し，必要な配慮を記
載し，翌年度の担任等に引き継いだりすることが必要である。

１ 指導計画作成上の配慮事項
(4) 障害のある児童などについて・・・社会科における配慮として，・・・参考資料（１）
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ভ

困 難●地図等の資料から必要な情報を見付け出したり，読み取ったりすることが困難

意 図○読み取りやすくする。

配 慮 例・地図等の情報を拡大する。
・見る範囲を限定したりする。
・掲載されている情報を精選し，視点を明確にする。

困 難●社会的事象に興味・関心がもてない場合

意 図○その社会的事象の意味を理解しやすくするため，社会の営みと身近な生活がつながっ
ていることを実感できるようにする。

配 慮 例・特別活動などとの関連付けなどを通して，具体的な体験や作業などを取り入れる。
・学習の順序を分かりやすく説明し，安心して学習できるよう配慮する。

困 難●学習問題に気付くことが難しい場合

意 図○社会的事象を読み取りやすくする。
配 慮 例・写真などの資料や発問を工夫する。

困 難●予想を立てることが困難な場合

意 図○見通しがもてるようにする。

配 慮 例・ヒントになる事実をカード等に整理して示し，学習順序を考えられるようにする。

困 難●情報収集や考察，まとめの場面において，考える際の視点が定まらない場合

意 図○指導の工夫を考える。

配 慮 例・見本を示したワークシートを作成する。

新学習指導要領解説（社会科における障がいのある児童生徒への配慮）

参考資料（２） 前ページから
続く
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高等学校地理歴史科，公民科に置かれる各科目のイメージ

※ 地理歴史科については，新必履修科目の名称としては，両者を習得することによって当該教科の高等学校における目標を達成するために必要とされる資質・能力を育む科目
として両科目に「総合」を付すとともに，生徒の興味・関心や進路等に応じて「総合科目」を基盤に，より専門的な視野から考察を深め，探究を行う科目について「探究」を付すこと
としてはどうか。

※ 公民科については，自立した主体として他者と協働して社会に参画し，公共的な空間を作る主体を育むことを目指す科目の内容を端的かつ適切に示すことが可能なものとし
て

「公共」とするとともに，選択科目については地理歴史科と同様に探究を行う科目であるが，学習対象である「倫理」については「探究」がその本質的な内容の一部である
ことから，「倫理探究」といった科目名はなじまず，また，「政治・経済」のみに「探究」を付すことは，同一教科に置かれる同一の性格を持つ科目の名称について混乱させるおそれ
もあることから，「倫理」，「政治・経済」とすることとしてはどうか。

新
選
択
科
目

「公共」

現代社会の諸課題の解決に向けて，自立
するとともに他者と協働して，公共的な空
間を作る主体として選択・判断の基準を身
に付け，考察する

歴史の推移や変化を踏まえ，課題の解
決を視野に入れて，世界とその中にお
ける日本について，現代的な諸課題の
形成に関わる近現代の歴史を考察する

「歴史総合」「地理総合」

持続可能な社会づくりを目
指し，環境条件と人間の営
みとの関わりに着目して
現代の地理的な諸課題を
考察する

「地理探究」 「日本史探究」 「倫理」

世界の諸事象を系統的に，諸地域
を地誌的に考察し，現代日本に求
められる国土像の在り方について
探究する

「政治・経済」

国家及び社会の形成に，よ
り積極的な役割を果たす主
体を育むために，現実社会
の諸課題を広く深く探究する

他者と共に生きる主体を育
むために，現代に生きる人
間の倫理的課題について
探究し，自立して思索する

世界の歴史の大きな枠
組みと展開について，地
理的条件や日本の歴史
と関連付けて，広く深く探
究する

我が国の歴史の展開につ
いて，世界の歴史や歴史
を構成する様々な要素に
着目して，総合的に広く深
く探究する

新
必
履
修
科
目

地理歴史科 公民科

必履修科目で育んだ理解や技能を用いて，より専門的な視野から広く深く探究

現代社会の諸課題の解決を視野に入れて考察（各科目について主として「空間」・「時間」及び「現代社会の構造等」に着目）

「世界史探究」
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