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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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②育成を目指す資質・能力の明確化

中央教育審議会答申においては，「生きる力」をより具体化し，教育課程全体を通して育成を目指す資
質・能力を，

ア「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」

イ「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表
現力等」の育成）」

ウ「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそうとする
「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」

の三つの柱に整理するとともに，各教科等の目標や内容についても，この三つの柱に基づく再整理を図
るよう提言がなされた。

→全ての教科等の目標及び内容を「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」の三つの柱で整理した。

（２）改訂の基本方針

① 今回の改訂の基本的な考え方
次の基本的な考え方に基づき改訂を行った。（一部抜粋）

ア 子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを目指す。その際，
子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し，連携する 「社会に開かれた教育課
程」を重視すること。

イ 平成20年改訂の学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で知識の理解の質を更に高め，
確かな学力を育成すること。

ウ 道徳教育の充実や体験活動の重視，体育・健康に関する指導の充実により，豊かな心や健やか
な体を育成すること。

前ページから
続く

第１章 総説 改訂の基本方針 解説P.2～
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③ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進

その際，以下の６点に留意して取り組むことが重要である。(一部抜粋）

ア 小・中学校を中心に多くの実践が積み重ねられており，特に義務教育段階は・・・全く異なる指導方
法を導入しなければならないと捉える必要はないこと。

イ 児童生徒に目指す資質・能力を育むために「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」の視
点で，授業改善を進めるものであること。

ウ 各教科等において通常行われている学習活動（言語活動，観察・実験，問題解決的な学習など）の質
を向上させることを主眼とするものであること。

エ 単元や題材など内容や時間のまとまりの中で，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，児童生徒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を考え，実現を図っていくものであること。

オ 深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要・・・各教科等の「見方・考え方」は，
「どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考していくのか」というその教科等ならで
はの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすものであ
り・・・・児童生徒が学習や人生において「見方・考え方」を自在に働かせることができるように
することにこそ，教師の専門性が発揮されることが求められること。

カ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には，その確実な習得を図ることを重視する
こと。

④ 各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進

我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点である「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授
業改善（アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善）を推進することが求められる。

（２）改訂の基本方針
前ページから

続く

総則において・・・教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと
（以下「カリキュラム・マネジメント」という。）に努めることについて新たに示した。
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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。 6
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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

ポイント② 社会科改訂の趣旨及び要点が示されている 解説P.5～

中央教育審議会答申より
① 社会科の成果と課題 (一部抜粋）
(1)① 現行学習指導要領の成果と課題

○主体的に社会の形成に参画しようとする態度や，資料から読み取った情報を基にして社会的事象の特色や意味など
について比較したり関連付けたり多面的・多角的に考察したりして表現する力の育成が不十分であることが指摘さ
れている。また，社会的な見方や考え方については，その全体像が不明確であり，・・・近現代に関する学習の定
着状況が低い傾向にあること，課題を追究したり解決したりする活動を取り入れた授業が十分に行われていないこ
と等も指摘されている。

○これらの課題を踏まえるとともに，これからの時代に求められる資質・能力を視野に入れれば，社会科，地理歴史
科，公民科では，社会との関わりを意識して課題を追究したり解決したりする活動を充実し，知識や思考力等を基
盤として社会の在り方や人間としての生き方について選択・判断する力，自国の動向とグローバルな動向を横断
的・相互的に捉えて現代的な諸課題を歴史的に考察する力，持続可能な社会づくりの観点から地球規模の諸課題や
地域課題を解決しようとする態度など，国家及び社会の形成者として必要な資質・能力を育んでいくことが求めら
れる。

地理的分野では「社会的事象の地理的な見方・考え方」として，
「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て」，

歴史的分野では「社会的事象の歴史的な見方・考え方」として，
「社会的事象を時期，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
どで関連付けたりして」，

その上で公民的分野では「現代社会の見方・考え方」として，
「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て」

働かせるものとされ，小・中・高等学校の学校種を超えて社会科，地理歴史科，公民科を貫く「社会的な
見方・考え方」の構成要素として整理した。

（１）改訂の趣旨

答申を踏まえ，中学校社会科における「社会的な見方・考え方」は，各分野の特質に応じて整理した。P.7
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(ア)基礎的・基本的な「知識及び技能」の確実な習得
平成20年の中央教育審議会答申等を受けて作成された「中学校学習指導要領解説 社会編」においては，
基礎的・基本的な「知識及び技能」に関しては，

「・・・主として，①・・・社会的な自立等の観点から子どもたちに指導することが必要な知識・技
能，②確実な習得を図る上で，学校や学年間等であえて反復（スパイラル）することが効果的な知識・
技能，等に限って，内容事項として加えることが適当である旨の提言がなされている」と示されており，
引き続きこのことに留意する

(イ)「社会的な見方・考え方」を働かせた「思考力，判断力，表現力等」の育成
「社会的な見方・考え方」は資質・能力の育成全体に関わるものであると考えられる。

また，・・・社会的事象等の意味や意義，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ことを踏まえれ
ば，「思考力，判断力，表現力等」の育成に当たって重要な役割を果たすものである

(ウ)主権者として，持続可能な社会づくりに向かう社会参画意識の涵養やよりよい社会の実現を視野に課題
を主体的に解決しようとする態度の育成
社会科においては，・・・，身近な地域社会から地球規模に至るまでの課題の解決の手掛かりを得ることが期待

されている。そのような理念に立つ持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）や主権者教育などについては，
引き続き社会科の学習において重要な位置を占めており，現実の社会的事象を扱うことのできる社会科な
らではの「主権者として，持続可能な社会づくりに向かう社会参画意識の涵養やよりよい社会の実現を視
野に課題を主体的に解決しようとする態度の育成」が必要であり，子供たちに平和で民主的な国家及び社
会の形成者としての自覚を涵養することが求められる。

前ページから
続く

② 社会科の改訂の基本的な考え方 P.8～
中学校社会科の改訂に当たっては，・・・今回の改訂において育成を目指す資質・能力が三つの柱とし

て明確に整理されたことを踏まえ，その基本的な考え方を，次の３点に集約することができる。
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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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第１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，広い視野に立ち，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。

(1)我が国の国土と歴史，現代の政治，経済，国際関係等に関して理解するとともに，調査や諸資料か
ら様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2)社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を多面的・多角的に考察したり，社会に見られる課題
の解決に向けて選択・判断したりする力，思考・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，よりよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度を養うと
ともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の国土や歴史に対する愛情，国
民主権を担う公民として，国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，他国や他国の文化を尊重するこ
との大切さについての自覚などを深める。

【新】第２章 第１節教科の目標

ポイント③ 社会科の目標及び内容が示されている 解説P.23～

【現行】
広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し，我が国の国土と歴史に
対する理解と愛情を深め，公民としての基礎的教養を培い，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。

社会的な見方・考え方については，第１章の２において示したとおり，社会科，地理歴史科，公民科の特
質に応じた見方・考え方の総称であり，社会的事象等の意味や意義，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。そして，社会的な見方・考え方を働かせるとは，そうした「視点や方法（考え方）」を用いて課題
を追究したり解決したりする学び方を表すとともに，これを用いることにより児童生徒の「社会的な見方・
考え方」が鍛えられていくことを併せて表現している。

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

11

教科の目標を受けての各分野の目標等が示されている 例）地理的分野

１ 地理的分野の目標，内容及び内容の取扱い
（１）目標

社会的事象の地理的な見方・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，広い
視野に立ち，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。

(1) 我が国の国土及び世界の諸地域に関して，地域の諸事象や地域的特色を理解するとともに，調査
や諸資料から地理に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

例示 79,80p

(2) 地理に関わる事象の意味や意義，特色や相互の関連を，位置や分布，場所，人間と自然環境との
相互依存関係，空間的相互依存作用，地域などに着目して，多面的・多角的に考察したり，地理的
な課題の解決に向けて公正に選択・判断したりする力，思考・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) 日本や世界の地域に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を
主体的に追究，解決しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して
涵養される我が国の国土に対する愛情，世界の諸地域の多様な生活文化を尊重しようとすることの
大切さについての自覚などを深める。

社会的事象の地理的な見方・考え方については，・・・「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」とし，考察，構想する際の「視点や方法（考え方）」として整理した。 P.29

社会的事象の地理的な見方・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について
は，地理的分野の学習において主体的・対話的で深い学びを実現するために，社会的事象の地理的な見
方・考え方に根ざした追究の視点とそれを生かして解決すべき課題（問い）を設定する活動が不可欠であ
ることを意味している。 P.30

地理的分野の学習における社会的事象の地理的な見方・考え方や「視点」と「問い」との関わりについ
ては，これまでも触れてきたところであるが，改めて地理的分野の学習におけるそれらの関係を示せば，
以下のことが考えられる。・・・以下，５点例示されている。 P.34～

前ページから
続く

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

12



「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



２ 内容
Ａ 世界と日本の地域構成

（１）地域構成
①世界の地域構成 ②日本の地域構成

Ｂ 世界の様々な地域
（１）世界各地の人々の生活と環境
（２）世界の諸地域

Ｃ 日本の様々な地域
（１）地域調査の手法
（２）日本の地域的特色と地域区分
（３）日本の諸地域
（４）地域の在り方

３ 内容の取扱い P.77 順序性

地理的分野における改訂の要点は，主に次の５点である。 P.16
ア 世界と日本の地域構成に関わる内容構成の見直し

従前の「世界の地域構成」，「日本の地域構成」を統合→「世界と日本の地域構成」

イ 地域調査に関わる内容構成の見直し
「世界の様々な地域の調査」，「身近な地域の調査」→「地域調査の手法」，「地域の在り方」に再構成

ウ 世界の諸地域学習における地球的課題の視点の導入
地球的課題の視点を「世界の諸地域」における追究の視点として位置付け

エ 日本の諸地域学習における考察の仕方の柔軟化
七つの考察の仕方×七地方区分が一般的→四つの考察の仕方と必要に応じて設定する考察の仕方

従来よりも柔軟に設定することができる

オ 日本の様々な地域の学習における防災学習の重視
「日本の様々な地域」を構成する四つの中項目を通して，自然災害や防災の実態などを踏まえた学習が可能となる

２ 内容
（１）世界の様々な地域

ア 世界の地域構成
イ 世界各地の人々の生活と環境
ウ 世界の諸地域
エ 世界の様々な地域の調査

（２）日本の様々な地域
ア 日本の地域構成
イ 世界と比べた日本の地域的特色
ウ 日本の諸地域
エ 身近な地域の調査

３ 内容の取扱い

ポイント④ 地理的分野改訂の要点と項目について 解説P.16～ P.29～

【新】 115h 【現行】 120h

Ａ
Ｂ
Ｃ
の
順
序
性
あ
り
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３ 内容の取扱い・・・（３）内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア(1)については，次のとおり取り扱うものとする。

(ｲ) 「領域の範囲や変化とその特色」については，我が国の海洋国家としての特色を取り上げるとともに，竹島
や北方領土が我が国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。
その際，尖閣諸島については我が国の固有の領土であり，領土問題は存在しないことも扱うこと。

(1)地域構成
次の①と②の地域構成を取り上げ，位置や分布などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を

通して，以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導する。
① 世界の地域構成 ② 日本の地域構成
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と位置などを基に，世界の地域構成を大観し理解
すること。

(ｲ) 我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の範囲や変化とその特色などを基に，日本の地域構
成を大観し理解すること。

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)世界の地域構成の特色を，大陸と海洋の分布や主な国の位置，緯度や経度などに着目して多面的・

多角的に考察し，表現すること。
(ｲ)日本の地域構成の特色を，周辺の海洋の広がりや国土を構成する島々の位置などに着目して多面

的・多角的に考察し，表現すること。

Ａ 世界と日本の地域構成

ポイント⑤ 地理的分野の内容の主な変更点について 大項目Ａ 解説P.37～

【新】２ 内容

【現行】２ 内容
(1) 世界の様々な地域 ア 世界の地域構成

地球儀や世界地図を活用し，緯度と経度，大陸と海洋の分布，主な国々の名称と位置，地域区分などを取り上げ，世界
の地域構成を大観させる。

(2) 日本の様々な地域 ア 日本の地域構成
地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の特色と変化，地域区分などを取り上げ，日本

の地域構成を大観させる。
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３ 内容の取扱い
(5) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア(1)については，次のとおり取り扱うものとする。
(ｱ) 地域調査に当たっては，対象地域は学校周辺とし，主題は学校所在地の事情を踏まえて，防災，人口の偏

在，産業の変容，交通の発達などの事象から適切に設定し，観察や調査を指導計画に位置付けて実施するこ
と。なお，学習の効果を高めることができる場合には，内容のＣの(3)の中の学校所在地を含む地域の学習
や，Ｃの(4)と結び付けて扱うことができること。※Ｃの（３）日本の諸地域 Ｃの（４）地域の在り方

(ｲ) 様々な資料を的確に読み取ったり，地図を有効に活用して事象を説明したりするなどの作業的な学習活動
を取り入れること。また，課題の追究に当たり，例えば，防災に関わり危険を予測したり，人口の偏在に関
わり人口動態を推測したりする際には，縮尺の大きな地図や統計その他の資料を含む地理空間情報を適切に
取り扱い，その活用の技能を高めるようにすること。

(1) 地域調査の手法
場所などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，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) 観察や野外調査，文献調査を行う際の視点や方法，地理的なまとめ方の基礎を理解すること。

(ｲ) 地形図や主題図の読図，目的や用途に適した地図の作成などの地理的な技能を身に付けること。
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) 地域調査において，対象となる場所の特徴などに着目して，適切な主題や調査，まとめとなるよう
に，調査の手法やその結果を多面的・多角的に考察し，表現すること。

Ｃ日本の様々な地域

新たに起こした項目

【現行】２ 内容
(1) 世界の様々な地域

エ 世界の様々な地域の調査 （世界の地域又は国の調査を行う際の視点や方法）
(2) 日本の様々な地域

エ 身近な地域の調査 （市町村規模の調査を行う際の視点や方法・課題を見いだし，社会に参画する態度）

【新】２ 内容

前ページから
続く地理的分野の主な変更点について 大項目Ｃ(1) 解説P.51～
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３ 内容の取扱い

ウ(3)については，次のとおり取り扱うものとする。

(ｲ) 学習する地域ごとに①から⑤までの考察の仕方を一つ選択することとし，①から④までの考察の仕方
は，少なくとも一度は取り扱うこと。また，⑤の考察の仕方は，様々な事象や事柄の中から，取り上
げる地域に応じた適切なものを適宜設定すること。

(ｳ) 地域の考察に当たっては，・・・地域の持続可能な社会づくりを踏まえた視点に留意すること。

(3) 日本の諸地域
次の①から⑤までの考察の仕方を基にして，空間的相互依存作用や地域などに着目して，主題を設けて課題を追究したり解
決したりする活動を通して，以下のア及びイの事項を身に付けることができるよう指導する。

① 自然環境を中核とした考察の仕方 ② 人口や都市・村落を中核とした考察の仕方
③ 産業を中核とした考察の仕方 ④ 交通や通信を中核とした考察の仕方
⑤ その他の事象を中核とした考察の仕方 例えば・・・P.64
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 幾つかに区分した日本のそれぞれの地域について，その地域的特色や地域の課題を理解すること。

(ｲ) ①から⑤までの考察の仕方で取り上げた特色ある事象と，それに関連する他の事象や，そこで生ずる課題を理解
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) 日本の諸地域において，それぞれ①から⑤までで扱う中核となる事象の成立条件を，地域の広がりや地域内の結
び付き，人々の対応などに着目して，他の事象やそこで生ずる課題と有機的に関連付けて多面的・多角的に考察
し，表現すること。

Ｃ 日本の様々な地域

【現行】（２）内容
(2) 日本の様々な地域
ウ 日本の諸地域

日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，以下の(ｱ)から(ｷ)で示した考察の仕方を基にして，地域的
特色をとらえさせる。
(ｱ) 自然環境を中核とした考察 (ｲ) 歴史的背景を中核とした考察 (ｳ) 産業を中核とした考察
(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察 (ｵ) 人口や都市・村落を中核とした考察
(ｶ) 生活・文化を中核とした考察 (ｷ) 他地域との結び付きを中核とした考察

【新】２ 内容 ①から④までの考察の仕方の中のいずれかを複数回
取り扱い，既習の地域の学習を参考にしたり，比較した
りするなどして習熟の度合いを高めて考察できるP.6９

地理的分野の主な変更点について 大項目Ｃ(3) 解説P.64～
前ページから

続く

①から⑤までの考察の仕方については・・・内容のCの「（2）日本の地域的特
色と地域区分」の・・四つの小項目との関連を踏まえた・・・ P.6８
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３ 内容の取扱い

エ(4)については，次のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) 取り上げる地域や課題については，各学校において具体的に地域の在り方を考察できるような，適切な規
模の地域や適切な課題を取り上げること。

(ｲ) 学習の効果を高めることができる場合には，内容のＣの(1)の学習や，Ｃの(3)の中の学校所在地を含む地
域の学習と結び付けて扱うことができること。 ※Ｃの(1)地域調査の手法 Ｃの(3)日本の諸地域

(ｳ) 考察，構想，表現する際には，学習対象の地域と類似の課題が見られる他の地域と比較したり，関連付け
たりするなど，具体的に学習を進めること。

(ｴ) 観察や調査の結果をまとめる際には，地図や諸資料を有効に活用して事象を説明したり，自分の解釈を加
えて論述したり，意見交換したりするなどの学習活動を充実させること。

(4) 地域の在り方
空間的相互依存作用や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。
ア ア次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 地域の実態や課題解決のための取組を理解すること。

(ｲ) 地域的な課題の解決に向けて考察，構想したことを適切に説明，議論しまとめる手法について理
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) 地域の在り方を，地域の結び付きや地域の変容，持続可能性などに着目し，そこで見られる地理
的な課題について多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。

Ｃ日本の様々な地域

【現行】（２）内容
(2) 日本の様々な地域
エ 身近な地域の調査

身近な地域における諸事象を取り上げ，観察や調査などの活動を行い，・・・地域の課題を見いだし，地域社会の形
成に参画しその発展に努力しようとする態度を養うとともに，・・・調査を行う際の視点や方法，地理的なまとめ方や
発表の方法の基礎を身に付けさせる。

【新】２ 内容

地理的分野の主な変更点について 大項目Ｃ(4) 解説P.71～ 前ページから
続く

P.72世界と日本の様々な地域を学習した後に位置付けることで・・・地理的分野の学習のまとめとして行うことが必要である・・・ P.72 21

• ２ 内容
Ａ 歴史との対話

（１）私たちと歴史
（２）身近な地域の歴史

Ｂ 近世までの日本とアジア
（１）古代までの日本・・・
（２）中世の日本・・・事項・・・
（３）近世の日本・・・事項(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｴ)

Ｃ 近現代の日本と世界
（１）近代の日本と世界・・・
（２）現代の日本と世界・・・

• ３ 内容の取扱い

歴史的分野における改訂の要点は，主に次の５点である。 P.18
ア 歴史について考察する力や説明する力の育成の一層の重視

各中項目のイの(ｱ)に「社会的事象に関する歴史的な見方・考え方」を踏まえた課題（問い）の設定などに結び付く
着目する学習の視点。各中項目のイの(ｲ)に，「各時代を大観して，時代の特色を多面的・多角的に考察し，表現」
する学習を明示

イ 歴史的分野の学習の構造化と焦点化
今回の改訂では，学習の過程を含めて構造的に示すことによって，・・・ねらいに基づいた学習が展開し，・・・
課題追究的な学習の実現を図った

ウ 我が国の歴史の背景となる世界の歴史の扱いの一層の充実
グローバル化が進展する社会の中で，我が国の歴史の大きな流れを理解するために，世界の歴史の扱いについて，
一層の充実を図った。広い視野から背景を理解できるよう工夫した

エ 主権者の育成という観点から，民主政治の来歴や人権思想の広がりなどについての学習の充実
例えば，古代の文明の学習では民主政治の来歴を，近代の学習では政治体制の変化や人権思想の発達や広がりを，
現代の学習では，男女普通選挙の確立や日本国憲法の制定など・・・

オ 様々な伝統や文化の学習内容の充実
「琉球の文化」や「アイヌの文化」についても触れることとし・・・

• ２ 内容
（１）歴史の捉え方

ア イ ウ

（２）古代までの日本
ア イ ウ

（３）中世の日本
ア イ

（４）近世の日本
ア イ ウ エ

（５）近代の日本と世界
ア イ ウ エ オ カ

（６）現代の日本と世界
ア イ

• ３ 内容の取扱い

（事項）
（大項目）

（中項目）

ポイント⑥ 歴史的分野改訂の要点と項目について 解説P.18～

【新】 ５時間増 135h（95h＋40h） 【現行】 130h（90h＋40h）
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２ 歴史的分野の目標，内容及び内容の取扱い

（１） 目標

社会的事象の歴史的な見方・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，広い視野
に立ち，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。

(1)我が国の歴史の大きな流れを，世界の歴史を背景に，各時代の特色を踏まえて理解するとともに，諸資
料から歴史に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2)歴史に関わる事象の意味や意義，伝統と文化の特色などを，時期や年代，推移，比較，相互の関連や現
在とのつながりなどに着目して多面的・多角的に考察したり，歴史に見られる課題を把握し複数の立場
や意見を踏まえて公正に選択・判断したりする力，思考・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)歴史に関わる諸事象について，よりよい社会の実現を視野にそこで見られる課題を主体的に追究，解決
しようとする態度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される我が国の歴史
に対する愛情，国民としての自覚，国家及び社会並びに文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史
上の人物と現在に伝わる文化遺産を尊重しようとすることの大切さについての自覚などを深め，国際協
調の精神を養う。

社会的事象の歴史的な見方・考え方については，・・・「社会的事象を，時期，推移などに着目して捉え，
類似や差違などを明確にし，事象同士を因果関係などで関連付けること」とし，考察，構想する際の「視点や
方法（考え方）」として整理した。時期，年代など時系列に関わる視点，展開，変化，継続など諸事象の推移
に関わる視点，類似，差異，特色など諸事象の比較に関わる視点，背景，原因，結果，影響など事象相互のつ
ながりに関わる視点などに着目して捉え，比較したり，関連させたりして社会的事象を捉えたりすることとし
て整理したものである。
社会的事象の歴史的な見方・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とは，歴史的

分野の学習において主体的・対話的で深い学びを実現するために，分野の学習において課題（問い）を設定し，
その課題（問い）の追究のための枠組みとなる多様な視点に着目させ，課題を追究したり解決したりする活動
が展開されるように学習を設計することが不可欠であることを意味している。 P.83

ポイント⑦ 歴史的分野の目標等について 解説P.83～

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
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ア（ア）世界の動きと統一事業

江戸時代の成立と大名統制

イ（ア）

・・・に着目して，事象を相互
に関連付けるなどして，・・・
（を）考察し，表現すること

歴史的分野の学習内容と学習の過程の構造図（部分例） P.89

ア（イ）江戸幕府の成立と対外関係

身分制と農村の様子

鎖国など幕府の対外関係と対
外関係

などを基に

幕府と藩による支配が確立し
たこと

を理解すること（に至る）

ア（エ）幕府の政治の展開

ア（ウ）産業の発達と町人文化

（目標） （項目） （事項）（
大
項
目
Ｂ
）

（中
項
目
）

（
大
項
目
Ｃ
）

（事項のねらい）

内容のＢ「近世までの日本とアジア」の中項
目「(3) 近世の日本」の一部を例とした
「歴史的分野の学習内容と学習の過程の構
造化図」

中項目「(3) 近世の日本」
ア次のような知識を身に付けること。

課題を追究したり解決したりする活動を通し
て，次の事項を身に付けることができるよう
指導する。

(ｲ) 江戸幕府の成立と対外関係
江戸幕府の成立と大名統制，身分制と農
村の様子，鎖国などの幕府の対外政策と
対外関係など＜Ａ＞を基に，幕府と藩によ
る支配が確立したこと＜Ｂ＞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) 交易の広がりとその影響，統一政権の諸
政策の目的，産業の発達と文化の担い手の
変化，社会の変化と幕府の政策の変化など
＜Ｃ＞に着目して，事象を相互に関連付ける
などして，アの(ｱ)から(ｴ)までについて近
世の社会の変化の様子＜Ｄ＞を多面的・多角
的に考察し，表現すること。

歴史的分野 内容
イの 次のような思考力，判断力・・・は
アの 次のような知識・・（ア）～（エ）

のすべてにかかる

○○を基に， ・・に着目して，・・を考察・
表現することを行うことで○○を理解する

中項目のまとめとして時代の特色を考える 大観

ポイント⑧ 歴史的分野の内容の構造について 解説P.87～P.89

学習を行うことで
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３ 内容の取扱い

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア (1)については，中学校の歴史学習の導入として実施・・・「課題を追究したり解決したりする活動」については，内
容のＢ以下の学習と関わらせて，歴史を追究するために，課題意識をもって学ぶことを促す適切な学習活動を・・・
う・・・

イ (2)については，内容のＢ以下の学習と関わらせて計画的に実施し，地域の特性に応じた時代を取り上げるようにする
とともに，人々の生活や生活に根ざした伝統や文化に着目した取扱いを工夫すること。その際，博物館，郷土資料館など
の地域の施設の活用や地域の人々の協力も考慮すること

(1) 私たちと歴史
課題を追究したり解決したりする活動を通して，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) 年代の表し方や時代区分の意味や意義についての基本的な内容を理解すること。
(ｲ) 資料から歴史に関わる情報を読み取ったり，年表などにまとめたりするなどの技能を身に付けること。

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) 時期や年代，推移，現在の私たちとのつながりなどに着目して，小学校での学習を踏まえて歴史上の人物や文化

財，出来事などから適切なものを取り上げ，時代区分との関わりなどについて考察し表現すること。

【新】２ 内容 Ａ 歴史との対話

(2) 身近な地域の歴史
課題を追究したり解決したりする活動を通して，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) 自らが生活する地域や受け継がれてきた伝統や文化への関心をもって，具体的な事柄との関わりの中で，地域の
歴史について調べたり，収集した情報を年表などにまとめたりするなどの技能を身に付けること。

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) 比較や関連，時代的な背景や地域的な環境，歴史と私たちとのつながりなどに着目して，地域に残る文化財や諸

資料を活用して，身近な地域の歴史的な特徴を多面的・多角的に考察し，表現すること。

ポイント⑨ 歴史的分野の内容の主な変更点について 大項目Ａ 解説P90～

【現行】２ 内容
(1) 歴史のとらえ方
ア 我が国の歴史上の人物や出来事などについて調べたり考えたりするなどの活動を通して，時代の区分やその移り変わ

りに気付かせ，歴史を学ぶ意欲を高めるとともに，年代の表し方や時代区分についての基本的な内容を理解させる。
イ 身近な地域の歴史を調べる活動を通して，地域への関心を高め，地域の具体的な事柄とのかかわりの中で我が国の歴

史を理解させるとともに，受け継がれてきた伝統や文化への関心を高め，歴史の学び方を身に付けさせる。

大項目Ｂ・Ｃの内
容で共通とみる
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(1) 古代までの日本
課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

（ｱ) 世界の古代文明や宗教のおこり
世界の古代文明や宗教のおこりを基に，世界の各地で文明が築かれたことを理解すること。

(ｲ) 日本列島における国家形成
日本列島における農耕の広まりと生活の変化や当時の人々の信仰，大和朝廷（大和政権）による統一の様

子と東アジアとの関わりなどを基に，東アジアの文明の影響を受けながら我が国で国家が形成されていった
ことを理解すること。

(ｳ) 律令国家の形成
(ｴ) 古代の文化と東アジアとの関わり

【新】Ｂ 近世までの日本とアジア

改訂の要点（一部抜粋・・・内容面での改訂に係るもの）
ウ 我が国の歴史の背景となる世界の歴史の扱いの一層の充実
グローバル化が進展する社会の中で，我が国の歴史の大きな流れを理解するために，世界の歴史の扱いに
ついて，一層の充実を図った。

エ 主権者の育成という観点から，民主政治の来歴や人権思想の広がりなどについての学習の充実
民主政治の来歴や，現代につながる政治制度や人権思想の広がりについての学習の充実を図った。

オ 様々な伝統や文化の学習内容の充実
我が国の様々な伝統や文化について学ぶことは，これまでも歴史的分野で重視されてきた・・・新た
に・・・「琉球の文化」や「アイヌの文化」についても触れることとし，学習内容の一層の充実を図った。

３ 内容の取扱い

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア (1)のアの(ｱ)の「世界の古代文明」については，・・・共通する特徴に気付かせるようにすること。また，ギリシャ・
ローマの文明について，政治制度など民主政治の来歴の観点から取り扱うこと。・・・

イ (1)のアの(ｲ)の「日本列島における国家形成」については，・・・古事記，日本書紀，風土記などにまとめられた神話・
伝承などの学習を通して，・・・すること。 「大和朝廷（大和政権）による統一の様子と東アジアとの関わり」について
は，・・・にすること。・・ 「律令国家の確立に至るまでの過程」については， 聖徳太子の政治，・・・にすること。な
お，「聖徳太子の政治」を 取り上げる際には，「厩戸皇子」などと表記され，後に「聖徳太子」と称され・・

歴史的分野の主な変更点について 改訂の要点の反映 解説P.93～ 前ページから
続く
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３ 内容の取扱い

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。

イ (2)のアの(ｱ)の「ユーラシアの変化」については，モンゴル帝国の拡大によるユーラシアの結び付きについて気
付かせること。

(2)のアの(ｲ)の「琉球の国際的な役割」については，琉球の文化についても触れること。

(2)のアの(ｲ)の(ｳ)「応仁の乱後の社会的な変動」については，戦国の動乱も取り扱うようにすること。

(2) 中世の日本
課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 武家政治の成立とユーラシアの交流
鎌倉幕府の成立，元寇（モンゴル帝国の襲来）などを基に，武士が台頭して主従の結び付きや武

力を背景とした武家政権が成立し，その支配が広まったこと，元寇がユーラシアの変化の中で起
こったことを理解すること。

(ｲ) 武家政治の展開と東アジアの動き
南北朝の争乱と室町幕府，日明貿易，琉球の国際的な役割などを基に，武家政治の展開とともに，

東アジア世界との密接な関わりが見られたことを理解すること。
(ｳ) 民衆の成長と新たな文化の形成

農業など諸産業の発達，畿内を中心とした都市や農村における自治的な仕組みの成立，武士や民
衆などの多様な文化の形成，応仁の乱後の社会的な変動などを基に，民衆の成長を背景とした社会
や文化が生まれたことを理解すること。

イ 次のような思考力・・・・

【新】 Ｂ近世までの日本とアジア

【現行】２ 内容
(3) 中世の日本
ア 鎌倉幕府の成立，南北朝の争乱と室町幕府，東アジアの国際関係，応仁の乱後の社会的な変動などを通して，武家政治の特色を
考えさせ，・・・

イ農業など諸産業の発達，畿内を中心とした都市や農村における自治的な仕組みの成立，禅宗の文化的な影響などを通して，武家
政治の展開や・・・

(4) 近世の日本
ア 戦国の動乱，ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一事業とその当時の対外関係，・・・

前ページから
続く
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【新】Ｂ近世までの日本とアジア

(3) 近世の日本
課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 世界の動きと統一事業
ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一事業とその当時の対外関係，武将や豪商などの生活文

化の展開などを基に，近世社会の基礎がつくられたことを理解すること。
(ｲ) 江戸幕府の成立と対外関係

江戸幕府の成立と大名統制，身分制と農村の様子，鎖国などの幕府の対外政策と対外関係などを基に，幕府と藩に
よる支配が確立したことを理解すること。

(ｳ) 産業の発達と町人文化
産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを基に・・・

(ｴ) 幕府の政治の展開
社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新しい学問・思想の動きなどを基に，・・・

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) 交易の広がりとその影響，統一政権の諸政策の目的，産業の発達と文化の担い手の変化，社会の変化と幕府の政策の

変化などに着目して，・・・アの(ｱ)から(ｴ)までについて・・・を多面的・多角的に考察し，表現すること。
(ｲ) 近世の日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的に考察し，表現すること。

３ 内容の取扱い

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。

ウ(3)のアの(ｱ)の「ヨーロッパ人来航の背景」については，・・・，その背景となるアジアの交易の状況やムスリム商人など
の役割と世界の結び付きに気付かせること。また，宗教改革についても触れること。「織田・豊臣による統一事業・・・

(3)のアの(ｲ)の「鎖国などの幕府の対外政策と対外関係」については，・・・アイヌについて取り扱う・・・。その際，アイ
ヌの文化についても触れること。

(3)のアの(ｳ)の「産業や交通の発達」については，身近な地域の特徴を生かすようにすること。「各地方の生活文化」につい
ては，身近な地域の事例を取り上げるように配慮し，・・・

(3)のアの(ｴ)の「幕府の政治改革」については，百姓一揆などに結び付く農村の変化や商業の発達などへの対応という・・

【現行】２ 内容
(4) 近世の日本

ア 戦国の動乱，ヨーロッパ人来航の背景とその影響，織田・豊臣による統一事業とその当時の対外関係，・・・
イ 江戸幕府の成立と大名統制，鎖国政策，身分制度の確立及び農村の様子，鎖国下の対外関係などを通して，江戸幕府の・
ウ 産業や交通の発達，教育の普及と文化の広がりなどを通して，町人文化が都市を中心に・・・や，各地方の生活文化が・
エ 社会の変動や欧米諸国の接近，幕府の政治改革，新しい学問・思想の動きなどを通して，幕府の政治が次第に行き詰ま・
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前ページから
続く



(1) 近代の日本と世界
課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 欧米における近代社会の成立とアジア諸国の動き
欧米諸国における産業革命や市民革命，アジア諸国の動きなどを基に，欧米諸国が近代社会を成立させてアジアへ進出
したことを理解すること。

(ｲ) 明治維新と近代国家の形成
開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化の風潮などを基に，明治維新によって近代国家の基礎が整えられ
て，人々の生活が大きく変化したことを理解すること。

(ｳ) 議会政治の始まりと国際社会との関わり
自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清・日露戦争，条約改正などを基に，立憲制の国家が成立して議会政治が始
まるとともに，我が国の国際的な地位が向上したことを理解すること。

(ｴ) 近代産業の発展と近代文化の形成
(ｵ) 第一次世界大戦前後の国際情勢と大衆の出現
(ｶ) 第二次世界大戦と人類への惨禍

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)工業化の進展と・・・・ (ｲ) 近代の日本と世界を大観して・・・・

【新】Ｃ近現代の日本と世界

３ 内容の取扱い
(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。
ア(1)のアの(ｱ)の「市民革命」については，・・・，現代の政治とのつながりなどと関連付けて，アメリカの独立，フランス

革命などを扱うこと。・・・ 「富国強兵・殖産興業政策」については，・・・，領土の画定などを取り扱うようにするこ
と。その際，北方領土に触れるとともに，竹島，尖閣諸島の編入についても触れること。・・・
「条約改正」については，・・・，対等な外交関係を樹立する過程の中から代表的な事例を取り上げるようにすること。・
・「立憲制の国家が成立して議会政治が始まる」については，・・・現代の政治とのつながりに気付かせるようにするこ
と。・・・「第一次世界大戦」については，・・・

【現行】２ 内容
(5) 近代の日本と世界

ア 欧米諸国における市民革命や産業革命，アジア諸国の動きなどを通して，・・・
イ 開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化などを通して，
ウ 自由民権運動，大日本帝国憲法の制定，日清・日露戦争，条約改正などを通して，・
エ 我が国の産業革命，この時期の国民生活の変化，学問・教育・科学・芸術の発展などを通して・
オ 第一次世界大戦の背景とその影響，民族運動の高まりと国際協調の動き，我が国の国民の政治的自覚の・・・通して，
カ 経済の世界的な混乱と社会問題の発生，昭和初期から第二次世界大戦の終結までの我が国の政治・外交・・・通して，

前ページから
続く
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３ 内容の取扱い

(4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。

イ(2)のアの(ｱ)の「我が国の民主化と再建の過程」については，・・・すること。その際，男女普通選挙の確立，日本国
憲法の制定などを取り扱うこと。

(2)のアの(ｲ)については，沖縄返還，日中国交正常化，石油危機などの節目となる歴史に関わる事象を取り扱うようにす
ること。また，民族や宗教をめぐる対立や地球環境問題への対応などを取り扱い，これまでの学習と関わらせて考察，
構想させるようにすること。

(2) 現代の日本と世界
課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 次のような知識を身に付けること。
(ｱ) 日本の民主化と冷戦下の国際社会冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会への復帰などを基に，第二次世界大

戦後の諸改革の特色や世界の動きの中で新しい日本の建設が進められたことを理解すること。
(ｲ) 日本の経済の発展とグローバル化する世界

高度経済成長，国際社会との関わり，冷戦の終結などを基に，我が国の経済や科学技術の発展によって国民の生活
が向上し，国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことを理解すること。

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) 諸改革の展開と国際社会の変化，政治の展開と国民生活の変化などに着目して，事象を相互に関連付けるなどして，

アの(ｱ)及び(ｲ)について現代の社会の変化の様子を多面的・多角的に考察し，表現すること。
(ｲ) 現代の日本と世界を大観して，時代の特色を多面的・多角的に考察し，表現すること。
(ｳ) これまでの学習を踏まえ，歴史と私たちとのつながり，現在と未来の日本や世界の在り方について，課題意識をもっ

て多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。

【新】Ｃ近現代の日本と世界

これまでの学習と関わらせて考察，構想させるようにすること（内容の取扱い）とは，・・・意味している。なお，「これまでの学習と関わらせて
考察，構想させるようにする」学習のねらいは，現代社会の諸課題についての個別の知識を獲得することにあるのではなく，生徒が，社会的
事象の歴史的な見方・考え方を働かせて，自らの考えや意見を提案したり，議論したりする学習の過程を通して，歴史の大きな流れの中で
現代の課題を考え続ける姿勢をもつことの大切さに気付くことができるようにして，公民的分野の学習へ向けた課題意識をもつことができるよ
うにすることである

【現行】２ 内容
(6) 現代の日本と世界

ア 冷戦，我が国の民主化と再建の過程，国際社会への復帰などを通して，第二次世界大戦後の諸改革の特色を考えさせ，世
界の動きの中で新しい日本の建設が進められたことを理解させる。

イ 高度経済成長，国際社会とのかかわり，冷戦の終結などを通して，我が国の経済や科学技術が急速に発展して国民の生活
が向上し，国際社会において我が国の役割が大きくなってきたことを理解させる。

前ページから
続く
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• ２ 内容
Ａ 私たちと現代社会

（１）私たちが生きる現代社会と文化の特色
（２）現代社会を捉える枠組み

Ｂ 私たちと経済
（１）市場の働きと経済
（２）国民の生活と政府の役割

Ｃ 私たちと政治
（１）人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
（２）民主政治と政治参加

Ｄ 私たちと国際社会の諸課題
（１）世界平和と人類の福祉の増大
（２）よりよい社会を目指して

• ３ 内容の取扱い

公民的分野における改訂の要点は，主に次の６点である。
ア 現代社会の特色，文化の継承と創造の意義に関する学習の一層の重視

少子高齢化，情報化（人工知能，防災情報），グローバル化，文化の継承と創造の意義，国際社会における文化や宗教の多
様性など対応

イ 現代社会を捉える枠組みを養う学習の一層の充実
公民的分野においては「現代社会の見方・考え方」，従前に引き続き，現代社会を捉え，多面的・多角的に考察，構想する
際に働かせる概念的な枠組みの基礎として，対立と合意，効率と公正など

ウ 現代社会の見方・考え方を働かせる学習の一層の充実
経済，政治，国際社会に関わる現代の社会的事象について・・・働かせる視点（概念など）として，「分業と交換，希少性
など」，「個人の尊重と法の支配，民主主義など」，「協調，持続可能性など」を新たに示し・・・

エ 社会に見られる課題を把握したり，その解決に向けて考察，構想したりする学習の重視
・・・起業について触れるとともに，経済活動や起業などを支える金融などの働きについて取り扱う・・・

オ 国家間の相互の主権の尊重と協力，国家主権，国連における持続可能な開発のための取組に関する学習の重視
領土（領海，領空を含む。）と国家主権を関連させて取り扱ったり，国際連合における持続可能な開発のための取組についても触れた
り

カ 課題の探究を通して社会の形成に参画する態度を養うことの一層の重視
持続可能な社会を形成することに向けて，社会的な見方・考え方を働かせて課題を探究し，自分の考えを説明，論述

• ２ 内容
（１）私たちと現代社会

ア 私たちが生きる現代社会と文化
イ 現代社会を捉える見方や考え方

（２）私たちと経済
ア 市場の働きと経済
イ 国民の生活と政府の役割

（３）私たちと政治

ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
イ 民主政治と政治参加

（４）私たちと国際社会の諸課題

ア 世界平和と人類の福祉の増大
イ よりよい社会を目指して

• ３ 内容の取扱い

ポイント⑩ 公民的分野改訂の要点と項目について 解説P.20～

【新】 100h 【現行】 100h

公民的分野の導入

社会科のまとめ
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ポイント⑪ 公民的分野の目標等について 解説P.126～

３ 公民的分野の目標，内容及び内容の取扱い
（１） 目標

現代社会の見方・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，広い視野に立ち，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。

(1)個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識し，
民主主義，民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動との関わり，現代の社会生活及び国際関係な
どについて，個人と社会との関わりを中心に理解を深めるとともに，諸資料から現代の社会的事象に関
する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

(2)社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現代の社会生活と関連付けて多面的・多角的に考察した
り，現代社会に見られる課題について公正に判断したりする力，思考・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)現代の社会的事象について，現代社会に見られる課題の解決を視野に主体的に社会に関わろうとする態
度を養うとともに，多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される，国民主権を担う公民として，
自国を愛し，その平和と繁栄を図ることや，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力し合うことの大
切さについての自覚などを深める。

現代社会の見方・考え方については，・・・，「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」とし，考察，構想する際の「視点や方法（考え方）」として整理した。

今回の改訂においては，こうした従前の趣旨を踏まえつつも，各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や
考え方を「見方・考え方」として教科等を横断して整理したことを受け，①現代社会の諸課題の解決に向けて
考察，構想したりする際の視点として概念や理論などに着目して捉えること，②課題解決に向けた選択・判断
に必要となる概念や理論などと関連付けて考えたりすることなど，現代社会の見方・考え方を概念に着目して
構成したことから，これまで以上に概念的な枠組みとしての性格が明確になったといえる。P.127

したがって，小学校社会科における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，
中学校社会科地理的分野における位置や空間的な広がりなど，歴史的分野における推移や変化などといった多
様な視点を踏まえた上で，公民的分野においては，対立と合意，効率と公正などの現代社会を捉える概念的な
枠組みを「視点や方法（考え方）」として用いて，社会的事象を捉え，考察，構想に向かうことが大切である。

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
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３ 内容の取扱い

(2) 内容のＡについては，次のとおり取り扱うものとする。

ア(1)については，次のとおり取り扱うものとすること。

(ｱ) 「情報化」については，人工知能の急速な進化などによる産業や社会の構造的な変化などと関連付けたり，災害時
における防災情報の発信・活用などの具体的事例を取り上げたりすること。アの(ｲ)の「現代社会における文化の
意義と影響」については，科学，芸術，宗教などを取り上げ，社会生活との関わりなどについて学習できるように
工夫すること。

(ｲ) イの(ｲ)の「文化の継承と創造の意義」については，我が国の伝統と文化などを取り扱うこと。

イ(1)及び(2)については公民的分野の導入部として位置付け，(1)，(2)の順で行うものとし，適切かつ十分な授業時数を配当
すること。

(1) 私たちが生きる現代社会と文化の特色
位置や空間的な広がり，推移や変化などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付け

ることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 現代日本の特色として少子高齢化，情報化，グローバル化などが見られることについて理解すること。
(ｲ) 現代社会における文化の意義や影響について理解すること。

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) 少子高齢化，情報化，グローバル化などが現在と将来の政治，経済，国際関係に与える影響について多面的・多角

的に考察し，表現すること。
(ｲ) 文化の継承と創造の意義について多面的・多角的に考察し，表現すること。

(2) 現代社会を捉える枠組み
対立と合意，効率と公正などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通して，次の事項を身に付けることがで

きるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 現代社会の見方・考え方の基礎となる枠組みとして，対立と合意，効率と公正などについて理解すること。
(ｲ) 人間は本来社会的存在であることを基に，個人の尊厳と両性の本質的平等，契約の重要性やそれを守ることの意義

及び個人の責任について理解すること。
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) 社会生活における物事の決定の仕方，契約を通した個人と社会との関係，きまりの役割について多面的・多角的に
考察し，表現すること。

【新】Ａ私たちと現代社会

ポイント⑫ 公民的分野の内容について 大項目Ａ 解説P.132～
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(1) 市場の働きと経済
対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を

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 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 身近な消費生活を中心に経済活動の意義について理解すること。
(ｲ) 市場経済の基本的な考え方について理解すること。その際，市場における価格の決まり方や資源

の配分について理解すること。
(ｳ) 現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解すること。
(ｴ) 勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働基準法の精神について理解すること。

イ 次のような思考力・・・・

【新】Ｂ 私たちと経済

特に，経済に関する内容の学習については，・・・，今日の経済活動に関する諸課題について着目し，主権者として，より
よい社会の構築に向けて，その課題を解決しようとする力を養うことが大切である。また，・・・経済に関する様々な事象や
課題を捉え，考察，構想する際の概念的な枠組みとして対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着目したり関連
付けたりして，経済に関する様々な事象などを理解できるようにしたり，合意形成や社会参画を視野に入れながら，経済に関
する課題の解決に向けて多面的・多角的に考察，構想できるようにする。さらに，理解した内容や考察，構想した過程や結果
について，その妥当性や効果，実現可能性などを踏まえて表現できるように指導することをねらいとしている。
・・・「分野の内容に関係する専門家や関係諸機関などと円滑な連携・協働を図り，社会との関わりを意識した課題を追究し
たり解決したりする活動を充実させること」（内容の取扱い）が大切である。

３ 内容の取扱い

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) アの(ｲ)の「市場における価格の決まり方や資源の配分」については，・・・市場における取引が貨
幣を通して行われていることなどを取り上げること。

(ｲ) イの(ｱ)の「個人や企業の経済活動における役割と責任」について，起業について触れるととも
に，・・・起業などを支える金融などの働きについて取り扱うこと。

公民的分野の主な変更点について 大項目Ｂ 解説P.141～ 前ページから
続く
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３ 内容の取扱い

(3) 内容のＢについては，次のとおり取り扱うものとする。

イ(2)については，次のとおり取り扱うものとすること。

(ｱ) アの(ｱ)の「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含めた消費者行政を取り扱う
こと。

(ｲ) イの(ｲ)の「財政及び租税の役割」については，財源の確保と配分という観点から，財政の現状や
少子高齢社会など現代社会の特色を踏まえて財政の持続可能性と関連付けて考察し，表現させる
こと。

(2) 国民の生活と政府の役割
対立と合意，効率と公正，分業と交換，希少性などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を

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 次のような知識を身に付けること。
(ｱ) 社会資本の整備，公害の防止など環境の保全，少子高齢社会における社会保障の充実・安定化，

消費者の保護について，それらの意義を理解すること。
(ｲ) 財政及び租税の意義，国民の納税の義務について理解すること。

イ 国民の生活と福祉の向上を図ることに向けて，次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。
(ｱ) 市場の働きに委ねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たす役割について多面

的・多角的に考察，構想し，表現すること。
(ｲ) 財政及び租税の役割について多面的・多角的に考察し，表現すること。

Ｂ私たちと経済

イの(ｱ)の市場の働きに委ねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たす役割について多面的・多角的に考察，
構想し，表現することとは，社会資本の整備，公害の防止など環境の保全，少子高齢社会における社会保障の充実・安定化，
消費者の保護など国や地方公共団体に任せた方が効率的であったり，公正であったり，市場の働きだけに任せたままでは解決
が難しかったりする問題について多面的・多角的に考察，構想し，表現できるようにすることを意味している。

前ページから
続く
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(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主義などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 人間の尊重についての考え方を，基本的人権を中心に深め，法の意義を理解すること。
(ｲ) 民主的な社会生活を営むためには，法に基づく政治が大切であることを理解すること。
(ｳ) 日本国憲法が基本的人権の尊重，国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解すること。
(ｴ) 日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解すること。

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) 我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について多面的・多角的に考察し，表現すること。

Ｃ私たちと政治

(2) 民主政治と政治参加
対立と合意，効率と公正，個人の尊重と法の支配，民主主義などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動を通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識を身に付けること。

(ｱ) 国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解すること。
(ｲ) 議会制民主主義の意義，多数決の原理とその運用の在り方について理解すること。
(ｳ) 国民の権利を守り，社会の秩序を維持するために，法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解すること。
(ｴ) 地方自治の基本的な考え方について理解すること。その際，地方公共団体の政治の仕組み，住民の権利や義務につ

いて理解すること。

イ 地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することに向けて，次
のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。

(ｱ) 民主政治の推進と，公正な世論の形成や選挙など国民の政治参加との関連について多面的・多角的に考察，構想し，
表現すること。

主権者である国民が，・・・近代憲法の基本となる考え方である立憲主義や，人権の保障と恣意的権力の抑制とを主旨として，全ての権
力に対する法の優越を認める考え方である法の支配について理解できるようにする。 P.152

地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与しようとする自覚や住民としての自治意識の基礎を育成することを主なねらいP.155

国民一人一人が政治に対する関心を高め，主権者であるという自覚を深め，主体的に政治に参画することについて多面的・多角的に考
察，構想し，表現できるようにすることを意味している。 P.157

公民的分野の主な変更点について 大項目Ｃ 解説P.150～ 前ページから
続く
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(2) よりよい社会を目指して

持続可能な社会を形成することに向けて，社会的な見方・考え方を働かせ，課題を探究する活動を通
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 私たちがよりよい社会を築いていくために解決すべき課題を多面的・多角的に考察，構想し，自分の
考えを説明，論述すること。

(1) 世界平和と人類の福祉の増大
対立と合意，効率と公正，協調，持続可能性などに着目して，課題を追究したり解決したりする活動

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 次のような知識を身に付けること。
(ｱ) 世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の観点から，国家間の相互の主権の尊

重と協力，各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であ
ることを理解すること。その際，領土(領海，領空を含む。)，国家主権，国際連合の働きなど基
本的な事項について理解すること。

(ｲ) 地球環境，資源・エネルギー，貧困などの課題の解決のために経済的，技術的な協力などが大切
であることを理解すること。

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) 日本国憲法の平和主義を基に，我が国の安全と防衛，国際貢献を含む国際社会における我が国の

役割について多面的・多角的に考察，構想し，表現すること。

Ｄ私たちと国際社会の諸課題

(5) 内容のＤについては，次のとおり取り扱うものとする
イ(2)については，身近な地域や我が国の取組との関連性に着目させ，世界的な視野と地域的な視点に
立って探究させること。また，社会科のまとめとして位置付け，適切かつ十分な授業時数を配当するこ
と。

公民的分野の主な変更点について 大項目Ｄ 解説P.157～ 前ページから
続く
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(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，生徒の主体
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，分野の特質に応じた見方・考え方を働かせ，社会的事象の意味や意義などを考察し，概
念などに関する知識を獲得したり，社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活
動の充実を図ること。また，知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため，基本的な事柄を厳
選して指導内容を構成するとともに，各分野において，第２の内容の範囲や程度に十分配慮しつつ
事柄を再構成するなどの工夫をして，基本的な内容が確実に身に付くよう指導すること。

「
教
科
や
領
域
ご
と
」

「
共
通
」

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，生徒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.169

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めるに当たり，特に「深い学び」の視点に関して，
各教科等の学びの深まりの鍵となるのが「見方・考え方」である。各教科等の特質に応じた物事を捉える視
点や考え方である「見方・考え方」を，習得・活用・探究という学びの過程の中で働かせることを通じて，
より質の高い深い学びにつなげることが重要である。

「何を学ぶか」という学習内容と，「どのように学ぶか」という学習の過程を組み合わせて授業を考える
ことは，その前提となる「何ができるようになるか」を明確にするとともに，授業改善の主要な視点として
重要である。

社会との関わりを意識した課題を追究したり解決したりする活動については，・・・今回の改訂では，よ
りよい社会の実現を視野に課題を主体的に解決するために必要な資質・能力を一層養うことなどをねらいと
していることから，・・・・生徒の主体的な学習を促すような構成，展開を工夫することも大切である。

ポイント⑬ 指導計画の作成と内容の取扱い 解説P.169～

１ 指導計画作成上の配慮事項(1)
主体的・対話的で深い学び
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(3) 各分野の履修については，第１，第２学年を通じて地理的分野及び歴史的分野を並行して学習させるこ
とを原則とし，第３学年において歴史的分野及び公民的分野を学習させること。各分野に配当する授業
時数は，地理的分野115単位時間，歴史的分野135単位時間，公民的分野100単位時間とすること。
これらの点に留意し，各学校で創意工夫して適切な指導計画を作成すること。

1年 2年 3年

地理的分野115 公民的分野

歴史的分野95 40 100

105 105 140

第１学年と第２学年では地理的分野と歴史的分野を並行して学
習させ，更に第３学年では最初に歴史的分野について学習するこ
ととしている。したがって，地理的分野は第１，第２学年あわせて
115単位時間履修させ，歴史的分野については第１，第２学年あわ
せて95単位時間，第３学年の最初に40単位時間履修させ，その上
で公民的分野を100単位時間履修させることになる。 P.173

(4) 障害のある生徒などについては，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。

２ 特別な配慮を必要とする生徒への指導
(1) 障害のある生徒などへの指導
(2) 海外から帰国した生徒や外国人の生徒の指導
(3) 不登校生徒への配慮

総則解説 P.104～

障害のある生徒などには，視覚障害，聴覚障害，知的障
害，肢体不自由，病弱・身体虚弱，言語障害，情緒障害，
自閉症，ＬＤ(学習障害），ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性
障害）などのほか，学習面又は行動面において困難のあ
る生徒で発達障害の可能性のある者も含まれている。

総則解説P.104 

例えば，社会科における配慮として，次のようなものが考えられる。 ・・・例示が複数・・・ 参考資料（２）

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，他教科等の担任と共有したり，翌年
度の担任等に引き継いだりすることが必要である。 P.173

１ 指導計画作成上の配慮事項(3)(4)

前ページから
続く
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(1) 社会的な見方・考え方を働かせることをより一層重視する観点に立って，社会的事象の意味や意義，
事象の特色や事象間の関連，社会に見られる課題などについて，考察したことや選択・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の言語活動に関わる学習を一層
重視すること。

平成20年改訂の学習指導要領において，教科等，学校種を超えて学習の基盤と位置付けられた言語能力とその育成の
ための言語活動の充実が求められてきた趣旨を引き継ぎつつ，資料等を有効に活用して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の社会科ならではの言語活動に関わる学習を一層重視する必要がある。 P.176

(4) 社会的事象については，生徒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，生徒が多面的・多角的に
考察したり，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。

「多様な見解のある事柄，未確定な事柄」なども含む現実の課題に関する社会的事象を取り扱うことは，生徒が現実の
社会の在り方について具体的に考察，構想したり，国民主権を担う公民としての自覚などを深めたりするために効果的
である。一方，これらの社会的事象について，一面的な見解を十分な配慮なく取り上げた場合，ともすると恣意的な考
察や判断に陥る恐れがあるため，このような規定を設けている。 P.179

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。

２ 内容の取扱いについての配慮事項

前ページから
続く
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３社会
平成30年度から平成32年度までの第１学年から第３学年までの社会の指導に当たっては，現行中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中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，現行中学校学習
指導要領による場合には，次のとおりとする。

(1) 平成30年度から平成32年度までの第１学年から第３学年までの社会の指導に当たっては，次のアからウまでのとおりとする。
ア現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(1)に規定する事項に，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理
的分野〕の２Ａ(1)ア(ｲ)に規定する事項を加え，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の３(3)ア(ｲ)の規定を適用する
ものとし，現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(2)アに規定する事項を省略するものとする。
イ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の２(5)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」の部分の規定に係る事項につ
いては，現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(6)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定は適用せ
ず，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(4)アのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定を適用するものと
する。
ウ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔公民的分野〕の２(4)アに規定する事項に，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔公
民的分野〕の２Ｄ(1)ア(ｱ)のうち「領土（領海，領空を含む。），国家主権，国際連合の働きなど基本的な事項について理解する」の部分
の規定に係る事項を加え，現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔公民的分野〕の３(5)ア(ｲ)の規定は適用せず，新中学校学習
指導要領第２章第２節第２〔公民的分野〕の３(5)ア(ｱ)のうち「領土（領海，領空を含む。），国家主権」に関する規定を適用するものとす
る。

ア現行 〔地理的分野〕の２(1)「世界の様々な地域」
新中学校学習指導要領 〔地理的分野〕の内容の取扱い ２Ａ(1)ア(ｲ)「我が国の国土の位置・・・領域の範囲や変化とその特色・・・」に
規定する事項を加え，
新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の３(3)ア(ｲ)の規定「『領域の範囲や変化とその特色』については我が国の海
洋国家としての特色を取り上げるとともに，竹島や北方領土が・・・」を適用するものとし・・・・
イ現行 〔歴史的分野〕の２(5)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」の部分の規定
・・・新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(4)アのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定「・・・・領土の画定
などを取り扱うようにすること。その際，北方領土に触れるとともに，竹島，尖閣諸島の編入についても触れること・・・・」を適用
ウ現行 〔公民的分野〕の２(4)ア「世界平和と人類の福祉の増大」に規定する事項に，
新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔公民的分野〕の２Ｄ(1)ア(ｱ)のうち「領土（領海，領空を含む。），国家主権，国際連合の働
きなど基本的な事項について理解する」の部分の規定に係る事項を加え，・・・新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔公民的分野〕
の３(5)ア(ｱ)のうち「領土（領海，領空を含む。），国家主権」に関する規定「関連させて取扱い，我が国が固有の領土である竹島や北方
領土に関し残されている問題の平和的な手段による解決に・・・尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存在していないことなど
を・・・」を適用するものとする。

平成３０年度 第１学年～第３学年から 領土に関する事項には，新学習指導要領を適用
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新中学校学習指導要領 社会
２内容
Ａ世界と日本の地域構成
(1) 地域構成
①世界の地域構成 ②日本の地域構成
ア次のような知識を身に付けること。

(ｲ) 我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の範囲や変化とその特色などを基に，日本の地域構成を大観し
理解すること。

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

(ｲ) 「領域の範囲や変化とその特色」については，我が国の海洋国家としての特色を取り上げるとともに，竹島や北
方領土が我が国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめぐる問題も取り上げるようにすること。その
際，尖閣諸島については我が国の固有の領土であり，領土問題は存在しないことも扱うこと。

現行中学校学習指導要領 社会
２内容

(1) 世界の様々な地域

(2) 日本の様々な地域
ア日本の地域構成

地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の特色と変化，地域区分などを取り上
げ，日本の地域構成を大観させる。

現行中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年度から平成32年度までの第１学年から第３学年までの社会の指導に当たっては，次のアから
ウまでのとおりとする。

ア現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(1)に規定する事項に，新中学校学習指導要領第２章
第２節第２〔地理的分野〕の２Ａ(1)ア(ｲ)に規定する事項を加え，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕
の３(3)ア(ｲ)の規定を適用するものとし，現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(2)アに規定する
事項を省略するものとする。

現行に

加える

省略
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(2) 平成31年度の第１学年及び平成32年度の第１学年並びに第２学年における社会の指導に当たっては，次のアからカまでのとおりとす
る。
ア現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕及び現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の指導に当たっては，
現行中学校学習指導要領第２章第２節第３の１(2)の規定にかかわらず，新中学校学習指導要領第２章第２節第３の１(3)の規定により，授業時数
を両分野に適切に配当するものとする。
イ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(1)ウに規定する事項に現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕
の２(1)エのうち「様々な地域又は国の地域的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し，世界の地理的認識を深めさせる」の部分の規定に係る
事項を加え，現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の３(3)エの規定を適用するものとし，現行中学校学習指導要領第２章第２
節第２〔地理的分野〕の２(1)エに規定する事項を省略するものとする。

イ 〔地理的分野〕
現行２(1)ウに規定する事項・・・ ２(1)世界の様々な地域 の ウ：世界の諸地域の指導にあたり

現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(1)エ 「世界の様々な地域の調査」のうち

「様々な地域又は国の地域的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し，世界の地理的認識を深めさせる」の部分の規定に係る事項を加
え，
現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の３(3)エの規定を適用するものとし，
＋「様々な資料を的確に読み取ったり，地図を有効に活用して事象を説明したりするなどの作業的な学習活動を取り入れること。また，
自分の解釈を加えて論述したり，意見交換したりするなどの学習活動を充実させること」を適用し

現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕の２(1)エに規定する事項を省略
－「世界の様々な地域の調査」を省略

→世界の諸地域の指導にあたり，「適切な主題を設けて文献調査等によって追究し，地域の特色をとらえる学習」をすることで，「世界の様々
な地域の調査」を省略し，時間数を調整する。

ア 新中学校学習指導要領 の規定により，授業時数を両分野に適切に配当
現行 地理的分野１２０時間，歴史的分野１３０時間 → 新〔地理的分野〕１１５時間， 〔歴史的分野〕１３５時間（１，２年時９５時間）

平成31年度 第1学年から 地理的分野では，「世界の様々な地域の調査」を省略し，115 時間で

新中学校学習指導要領解説 社会編 P.173
地理的分野は第１，第２学年あわせて115単位時間履修させ，歴史的分野については第１，第２学年あわせて

95単位時間，第３学年の最初に40単位時間履修させ，その上で公民的分野を100単位時間履修させることになる。43
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(2) 平成31年度の第１学年及び平成32年度の第１学年並びに第２学年における社会の指導に当たっては，次のアからカまでのとおりとす
る。

ウ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の２(2)アのうち「世界の古代文明」の部分の規定に係る事項については，現行中学校
学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定は適用せず，新中学校学習指導要領第２章第２節
第２〔歴史的分野〕の３(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定を適用するものとする。
エ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の２(3)アに規定する事項に，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の
２Ｂ(2)ア(ｱ)のうち「元寇がユーラシアの変化の中で起こったことを理解する」の部分の規定に係る事項を加え，新中学校学習指導要領第２章第２
節第２〔歴史的分野〕の３(3)イのうち「ユーラシアの変化」に関する規定を適用するものとする。
オ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の２(4)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」の部分の規定に係る事項については，現行
中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(5)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定は適用せず，新中学校学習指導要
領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(3)ウのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定を適用するものとする。
カ現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の２(5)アのうち「市民革命」の部分の規定に係る事項については，現行中学校学習指
導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(6)アのうち「市民革命」に関する規定は適用せず，新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分
野〕の３(4)アのうち「市民革命」に関する規定を適用するものとする。

ウ エ オ カ 〔歴史的分野〕
○現行２(2)アのうち「世界の古代文明」の部分の規定に係る事項には
新中学校学習指導要領第２章第２節第２〔歴史的分野〕の３(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定を適用

→「人類の出現にも触れ，中国の文明をはじめとして・・・にすること。また，ギリシャ・ローマの文明について，政治制度など民主政治の来
歴の観点から取り扱う・・・」
○現行２(3)ア（中世の日本 鎌倉時代の成立～応仁の乱後）の規定する事項には
新中学校学習指導要領 〔歴史的分野〕の「元寇がユーラシアの変化の中で起こったことを理解する」の部分の規定に係る事項を加え
・・新中学校学習指導要領 ３ 内容の取扱い (3)イのうち「ユーラシアの変化」に関する規定を適用

→ 「 『ユーラシアの変化』については，モンゴル帝国の拡大によるユーラシアの結び付きについて気付かせること」
○現行２(4)ア（近世の日本 戦国の動乱～織豊政権）のうち「ヨーロッパ人来航の背景」の部分の規定に係る事項には
新中学校学習指導要領 ３内容の取扱い (3)ウのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定を適用
→「『ヨーロッパ人来航の背景』については，新航路の開拓を中心に取り扱い，その背景となるアジアの交易の状況やムスリム商人などの
役割と世界の結び付きに気付かせること。また，宗教改革についても触れること。」
○現行２(5)ア（近代の日本と世界）のうち「市民革命」の部分に係る事項には
新中学校学習指導要領 ３内容の取扱い (4)アのうち「市民革命」に関する規定を適用
→「『市民革命』については，政治体制の変化や人権思想の発達や広がり，現代の政治とのつながりなどと関連付けて，アメリカの独立，フ
ランス革命などを扱うこと」

平成31年度 第1学年から 歴史的分野では，世界の歴史との接点やその背景を含め，135時間で
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(2) 平成31年度の第１学年及び平成32年度の第１学年並びに第２学年における社会の指導に当たって
は，・・・

○H31年度の1年は3年時に全面実施の年となるので，新学習指導要領の趣旨を反映させた内容で接続す
る。そのため歴史では世界の歴史や民主政治の充実が図られ，歴史分野が2年間で＋５時間となる。地
理では世界の地域調査を世界の諸地域と併せて行うなど、2年間で－５をつくる。世界の地域構成＋日
本の地域構成とする。H32年度の1年とH31年に1年だったH32年度の2年生は同様に考える。
○H31年度の2年は全面実施前に卒業する。H30年度に歴史を学び始めており，古代，ユーラシアなどに
あたるところはH30年度に扱っており、民主政治の来歴，元寇などは現行内容で学んでいる。H31年の2
年から５時間増やすことにはならず，H31の2年は現行時数でいって，全面実施前のH32年度に卒業する。
○領土に関する部分の扱いはH30年度からなので，H31の1，2，3年ともに同様の扱い。

【補足】

Ｈ２９
現在の
小学校4年

地理115  世界の諸地域で世界調査  全面実施

小学校５年

歴史40

小学校６年

歴史40

中学校１年

中学校２年

移行期間 全面実施

小学校６年

１年小学校6年小学校5年 ２年

歴史95 民主政治 世界背景  など

H30

公民100

３年

H33H32H31

地理115  世界の諸地域で世界調査こみ
歴史95 民主政治 世界背景  など

１年

３年２年

３年

Ｈ３０～ 領土に関する部分 は新学習指導要領で

２年

２年 ３年

公民100地理120
歴史90

１年
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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 46



【単元の課題】九州地方では環境に関して，どのような取組が見られるか。また，なぜそのような取組が行われている
のか。

【課題】九州地方の自然環境には
どのような特色があるか。

【課題】九州地方では，自然環境
の保全のためにどのような取組
が行われているか。

【課題】北九州では環境問題を受け
て，どのような社会を目指した取組
が行われているか。

【単元のまとめ】九州地方の人々は，環境問題や環境保全を地域開発に関連付け，砂防ダムの建設や防災マップの作成や水俣市や北
九州市に見られる街づくりの取組などを行っている。それは，持続可能な社会の構築のためである。

【課題】九州地方の人口や産業に
はどのような特色があるか。

【課題】水俣市や福岡市では，工業
化や都市化がもたらした環境問題に
対してどのように向き合ってきたか。

中学校社会科単元計画【地理的分野：九州地方】

【単元のねらい】九州地方の地域的特色について，環境問題や環境保全を産業や地域の動向，人々の生活などと関連づけて考察し，
持続可能な社会の構築のためには，地域における環境保全の取組が大切であることをとらえさせる。

【単元の振り返り】（視点）1時間ごとに九州地方の白地図に記入した特色や取組をもとに持続可能な社会を構
築するために自分ができることを考え振り返りとする。

【まとめ】九州地方は火山が多く，火山灰が
厚く堆積している地域が見られる。また，比
較的，温暖で台風などの自然災害が多い。

【まとめ】福岡県を中心に九州北部に人口は集
中している。農業は南部で促成栽培を行った畑
作が中心となっている。工業では近年，ICや自
動車産業への転換が進んでいる。

【まとめ】集中豪雨に備えて砂防ダムの建設
をしたり，沖縄ではサンゴ礁を守りながらの
地域開発が進んでいる。

【まとめ】水俣市では，公害を乗り越え，環境
モデル都市として世界に情報を発信している。
福岡市では，緑化運動を進めるなど都市化に
よる災害に対する取組を進めている。

【まとめ】北九州市では廃棄物をリサイクル
するエコタウンが形成され，持続可能な社
会を目指す取組が行われている。

【活動】自然環境の特色を地
図や雨温図・写真等で他の
地域と比較して読み取る。

【活動】人口や産業の特色をグ
ラフや主題図・写真等で空間
的・時間的に比較して読み取る。

【活動】自然環境の保全と開発の
バランスについて人々の営みと
関連付ける。

【活動】教科書のコラムや写真か
ら各都市の時間的な変化の様子
を比較し，そのための対応策を
人々の営みと関連付ける。

【活動】写真やグラフなどで環
境の変化に着目し，北九州市
の取組と関連付ける。

【単元のめあて】九州地方の特色を環境面に着目して地図にまとめよう。

１
時

２
時

３
時

４
時

５
時

６
時
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中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) 障害のある生徒などについては，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，生
徒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，生徒の十分な学びを確保し，一人一人の生徒の障害の状態や
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生徒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，障害のある生徒などの指導に当たっては，個々の生徒に
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，個々の生徒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，生徒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)障害のある生徒などについて・・・社会科における配慮として，・・・参考資料(1)
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中学校


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●学習過程における動機付けの場面において学習上の課題を見いだすことが難しい場合

意 図○社会的事象等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，どの観点で考えるのか難しい場合

意 図 －

配 慮 例・ヒントが記入されている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生徒への配慮）

例えば，社会科における配慮として，次のようなものが考えられる。 ・・・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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