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〔社会科〕

１ 社会科のねらい

(1) 社会科の目標

ア社会的な見方・考え方を働かせ、イ課題を追究したり解決したりする活動を通して、ウ広い

視野に立ち、エ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。

〔知識及び技能〕

(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。 〔思考力、判断力、表現力等〕

(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

と歴史に対する愛情、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養う。

〔学びに向かう力、人間性等〕

ア 社会的な見方・考え方を働かせ

「社会的な見方・考え方」は、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、社会の課題を把握して、その解決に

向けて構想したりする「視点や方法（考え方）」である。各分野

に沿った視点に着目して、比較・分類したり総合したり、関連づ

けたりして課題を追究・解決する。社会科の本質的な学びを促し、

深い学びを実現するための思考力、判断力、表現力の育成はもと

より、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等にも作用

することを踏まえると資質・能力全体に関わるものである。

文部科学省 澤井陽介視学官作成

(ｱ) 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

(ｲ) 社会的事象の歴史的な見方・考え方

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

(ｳ) 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

イ 課題を追究したり解決したりする活動を通して 問題解決的な学習過程

課題把握(動機付けや方向付け) 課題追究（情報収集や考察、構想） 課題解決(まとめ)

既習内容
生活経験
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結果の見通し
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【中学校・社会科】

ウ 広い視野に立って

「広い視野に立って」には、社会科の学習が目指している多面的・多角的な見方や考え方に関

することと国際的な視野という空間的な広がりに関することの二つの意味内容が含まれている。

エ 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・能力の基礎を養う

公民的資質の基礎（従前の指導要領） 人、もの、資本、情報等が国境を越え

①平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚 て自由に移動し、組織、企業、国家等集

②自他の人格を尊重し合うこと 合体の役割が増大している。教育基本法、

③社会的義務や責任を果たそうとすること 学校教育法の規定を踏まえ、国家及び社

④社会生活の様々な場面で多面的に考え 会の形成者として必要な資質・能力を育

⑤公正に判断したりすること むことの意識をもつことを期待する。

(2) 各分野の目標

ア 地理的分野の目標

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。 〔知識及び技能〕

(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。〔思考力、判断力、表現力等〕

(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

を尊重する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〕

イ 歴史的分野の目標

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。 〔知識及び技能〕

(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繫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。〔思考力、判断力、表現力等〕

(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。

〔学びに向かう力、人間性等〕
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【中学校・社会科】

ウ 公民的分野の目標

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。 〔知識及び技能〕

(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。

〔思考力、判断力、表現力等〕

(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養う。

〔学びに向かう力、人間性等〕

２ 社会科の指導内容

(1) 内容の取扱い

〔地理的分野〕

Ａ 世界と日本の地域構成

(1) 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

〔歴史的分野〕

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 (3) 近世の日本
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

〔公民的分野〕

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

(2) 取扱いの留意点

〔地理的分野〕
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【中学校・社会科】

○内容のＡＢＣについては、この順序で取り扱う。

○地理的技能を身に付けることができるよう系統性に留意して計画的に指導する。

○コンピュータや情報通信ネットワークなどを積極的に活用する。

○歴史的分野、公民的分野との連携や関連に配慮する。

〔歴史的分野〕

○生徒の発達段階を考慮して、各時代の特色や時代の転換がわかる基礎的・基本的な歴史的事

象を重点的に選んで指導内容を構成する。

○歴史的事象の意味・意義や特色、事象間の関連を説明したり、課題を設けて追究したり、意

見交換したりするなどの学習を重視して、思考力、判断力、表現力を養う。

○各時代の文化については、代表的な事例を取り上げてその特色を考えさせる。

○地理的分野との連携を踏まえ、地理的条件にも着目して取り扱うよう工夫するとともに、公

民的分野との関連にも配慮する。

〔公民的分野〕

○生徒が内容の基本的な意味を理解できるよう配慮し、日常の社会生活と関連付けながら具体

的事例を通して政治や経済などについての見方や考え方の基礎が養えるようにする。

(3) 指導計画の作成

○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

・「主体的な学び」の視点

「見通し」を立て、学習したことを「振り返る」場面の設定

・「対話的な学び」の視点

実社会で働く人々が連携・協働して課題を解決している姿を調べる活動の設定

実社会の人々の話を聞く活動の設定

・「深い学び」の視点

「社会的な見方・考え方」を用いた考察、構想、説明、議論等を組み込んだ課題を追究した

り、解決したりする活動の設定

社会的事象の特色や意味、理論などを含めた社会の中で汎用的に使うことのできる概念等に

関わる知識を獲得する活動の設定

○小学校社会科、各分野相互の有機的な連携

○第１、第２学年を通じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習させること（地歴並行）を

原則とし、第３学年で歴史的分野及び公民的分野を学習させる。各分野に配当する時間は、

地理的分野 115単位時間、歴史的分野 95単位時間(２年まで)、歴史的分野 40単位時間、公
民的分野 100単位時間（第３学年で）とする。

○障がいのある児童への指導の工夫

○道徳科等との関連

３ 社会科の学習指導

(1) 社会科の基本的な学習過程

社会科学習指導では、問題解決的な学習が授業構成の基本である。その問題解決的な学習過程

に作業的、体験的な学習を組み入れることが、社会科学習指導の考え方である。

問題解決的な学習とは、生徒が自ら問題を見付け、自分なりに考えたり判断したりしながら、

問題を解決していく学習活動である。この学習過程において、生徒は社会的事象の生起の様子や

状態を認識した後、その原因や条件、結果や影響を他の事象と関連付けて考察し、その事象の特

色や本質を理解していく。さらに、その後、価値が対立する社会的論争問題について合理的意思

決定を行う学習過程を設定する場合もある。
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【中学校・社会科】

具体的には、次のような学習過程が考えられる。
段階 学 習 活 動 指導の手立て

課 １ 本時学習のめあてを設定する。 ・ブレーンストーミング法、ＫＪ法的手法

題
２ めあてに対する予想をする。 による予想の析出

把
（仮説の設定） ・検証計画の作成、検討

握
３ めあてを追究する方法や手順を考える。
（検証計画の立案）

課 ４ 検証に必要な情報資料の収集や吟味を ・フィールドワークによる観察、見学、
題 する。 調査
追 ５ 情報資料（教科書や視聴覚教材などを含 ・地域の教育資源の活用
究 め）の分析や、見学調査などをして、めあ ・手紙、FAX、E-mail、インターネットの

てを解決するための追究活動を行う。 活用
課 ６ 調べたことをもとに、めあてを解決する。・ポスターセッション
題 ７ まとめたことを図や文等で発表し合い、 ・絵画表現
解 考えを練り上げていく。 ・討論（ディベート、パネルディスカッ
決 ８ 調べ方（検証方法）の評価をする。 ション、立場討議、ペア討議、TV会議）

(2) 社会科における問題解決的な学習を行う際の留意点
考えられる視点例 視点を活かした、考察や構想に向かう「問い」の例

○位置や分布に関わる視点 ・それは、どこに位置するのだろう

地 絶対的、相対的 ・それは、どのように分布しているだろう

規則性、傾向性、地域差など ・そこは、どのような場所だろう

理 ○場所に関わる視点 ・そこでの生活は、周りの自然環境からどのような影響を受けているだろう

自然的、社会的 など ・そこでの生活は、周りの自然環境にどのような影響を与えているだろう

的 ○人間と自然の相互依存関係に関わる視点 ・そこは、それ以外の場所とどのような関係を持っているのだろう

環境依存性、伝統的、改変、保全 など ・その地域は、どのような特徴があるのだろう

分 ○空間的相互依存作用に関わる視点 ・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、

関係性、相互性 など 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

野 ○地域に関わる視点 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

一般的共通性地方的特殊性 など

○時系列に関わる視点 ・いつ（どこで、誰によって）おこったのか

歴 時期、年代 など ・前の時代とどのように変わったか

史 ○諸事象の推移に関わる視点 ・どのような時代だったのか

的 展開、変化、継続 など ・なぜおこった（何のために行われた）か

分 ○諸事象の比較に関わる視点 ・どのような影響を及ぼしたか

野 類似、差異、特色 など ・なぜそのような判断をしたと考えられるか

○事象相互のつながりに関わる視点 ・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

背景、原因、結果、影響 など 必要とされるのか

○現代社会を捉える視点 ・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

公 対立と合意、効率と公正、個人と尊重、自由、 ・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

民 平等、選択、配分、法的安定性、多様性 など ・よりよい決定の仕方とはどのようなものか

的 ○社会に見られる課題の解決を構想する視点 ・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良

分 対立と合意、効率と公正、民主主義、 いか

野 自由・権利と責任・義務、財源の確保と配分、 ・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のか

利便性と安全性、国際協調、持続可能性

４ 評価

生徒の学習状況を把握し学習指導の改善に生かすためには、的確に評価できる評価規準を設定

し、様々な評価方法を選択し組み合わせることが必要である。そこで、以下の点に留意して効果

的・効率的な評価を進めていくことが大切である。

○評価結果を記録する機会を過度に設定することのないよう、４つの観点の評価をバランスよ

く（１単元内で１単位時間当たり１～２回の評価回数となるように）実施し、重点化を図っ

て指導と評価の計画を設定する。

○生徒の資料をもとに具体的に読み取る姿や事実を関連付けて地図や図表をもとに考察した結

果や記述した内容を明確にした評価規準を設定する。

○学習ノートや表、グラフ等、授業後に確認しながら評価を行う方法と授業中の見取りを組み

合わせて適切に評価をする。

※ 平成３３年度より評価の観点については、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学

習に取り組む態度」の３観点に整理される。


