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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、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ウ公民とし

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) 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。 〔知識及び技能〕

(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。 〔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〕

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。「位置や

空間的な広がり」、「時期や時間の経過」、「事象や人間の相互関係」

等の視点に着目して捉え、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づけたりして課題を追究・解決する。

小学校から高等学校までの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

文部科学省 澤井陽介視学官作成 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と考えられる。

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)

ウ 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） グローバル化する国際社会に主体的

①平和で民主的な国家・社会の形成者としての自覚 に生きる平和で民主的な国家及び社会

②自他の人格を尊重し合うこと の有為な形成者に必要な資質・能力で

③社会的義務や責任を果たそうとすること ある。人、もの、資本、情報、技術な

④社会生活の様々な場面で多面的に考え どが国境を越えて自由に移動したり、

⑤公正に判断したりすること 組織、企業、国家等様々な集合体の役

割が増大したりしている。教育基本法、学校教育法の規定を踏まえ、国家及び社会の形成者と

して必要な資質・能力を育むことの大切さへの意識をもつことを期待している。

既習内容
生活経験 単元の学習

課題設定

結果の見通し

内容の見通し

他者と協働的に追究
観察・見学、体験的活動

地図や資料等から

追究結果を振り返る

新たな問いを見いだす

社会的事象の特色や

相互の関連、意味
社会への関わり方の
選択・判断・表現

方法の見通し
新事象との
出合い

ズ

レ

思考力・
判断力・
表現力

知識・
技能

学びに向
かう力・
人間性

見方・
考え方

【小学校・社会科】
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【小学校・社会科】

(2) 各学年の目標

ア 「知識」に関する目標…社会生活についての総合的な理解

第３学年 ・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。

第４学年 ・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。

第５学年 ・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。

第６学年 ・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。

社会との関わりの中での人々の生活を理解することであり、地域・国土の地理的環境や組織

的な諸活動や産業の様子などとともに、国民生活との関連、我が国の歴史的背景などである。

イ 「技能」に関する目標…情報を集める技能、読み取る技能、まとめる技能

第３学年 ・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

第４学年 技能を身に付ける。

第５学年 ・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。

第６学年 ・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。

※「適切に」…情報を集める際に情報手段の特性や情報の正しさ、資料の特性に留意すること

ウ 「思考力・判断力・表現力等」に関する目標…特色や相互の関連、意味を多面的に考える

第３学年 ・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

第４学年 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。

第５学年 ・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

第６学年 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、議論したりする力を養う。

※「特色」…他の事象と比較・分類したり総合したりする

ことで捉えることのできる社会的事象の特徴や 仕事や活動の特色、生産の特色

傾向、そこから見いだすことのできるよさ 地理的環境の特色 など

※「相互の関連」…比較したり関連づけたりし

て捉えることのできる事象と 生産・販売する側と消費者の工夫との関連、

事象のつながりや関わり 関係機関の相互の連携や協力、国会・内閣・

裁判所の相互の関連 など

※「意味」…社会的事象の仕組みや働きなどを

地域の人々や国民の生活と関連付け 産業が国民生活に果たす役割、情報化が国民

ることで捉えることができる社会的 生活に及ぼす影響、国民生活の安定と向上を

事象の働きや役割、影響 図る政治の働き など

※「多面的に考える」…児童が複数の立場や意見を踏まえて考えることである。学年が上がるに

つれて徐々に多角的に考えることができるようになることを求めている。
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【小学校・社会科】

※「社会に見られる課題」

①地域社会における安全確保 ②良好な生活環境の維持 発達段階を踏まえるとともに、学

③資源の有効利用 ④自然災害の対策 習内容との関連を重視し、学習展開

⑤伝統や文化の保存・継承 ⑥国土の環境保全 の中で児童が出合う社会的事象を通

⑦産業の持続的発展 ⑧国際平和の構築 など して課題を把握できるようにする。

エ 「学びに向かう力、人間性等」に関する目標

第３学年 ・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

第４学年 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。

・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。

第５学年 ・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。

・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。

第６学年 ・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。

・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。

２ 社会科の指導内容

社会科の目標は、次のような二つの視点を重視して、各学年の内容の整理がなされている。

○社会科における内容の枠組みや対象に関わる整理…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の枠組みに整理される。

①、②は空間的な広がり 地域から我が国、世界へ ③は経済・産業、政治及び国際関係

○「社会的な見方・考え方」に基づいた示し方の改善

(1) 各学年の内容

第３学年 ア 身近な地域や市区町村の様子・・・・①

市を中心 イ 地域に見られる生産や販売の仕事・・③

とする ウ 地域の安全を守る働き・・・・・・・③

地域社会 エ 市の様子の移り変わり・・・・・・・② 地域社会に対する誇りと愛情

第４学年 ア 都道府県の様子・・・・・・・・・・① 地域社会の一員としての自覚

県を中心 イ 人々の健康や生活環境を支える事業・③

とする ウ 自然災害から人々を守る活動・・・・③

地域社会 エ 県内の伝統や文化、先人の働き・・・②

オ 県内の特色ある地域の様子・・・・・①

第５学年 ア 国土の様子と国民生活・・・・・・・① 我が国の国土に対する愛情

我が国の イ 農業や水産業における食料生産・・・③ 我が国の産業の発展を願い、

国土と ウ 工業生産・・・・・・・・・・・・・③ 我が国の将来を担う国民とし

産業 エ 産業と情報との関わり・・・・・・・③ ての自覚

オ 国土の自然環境と国民生活の関わり・①、③

第６学年 ア 我が国の政治の働き・・・・・・・・③ 我が国の歴史や伝統を大切に

我が国の イ 我が国の歴史上の主な事象・・・・・② して国を愛する心情

政治と ウ グローバル化する世界と日本の役割・③ 平和を願う日本人として世界

歴史 の人々と共生する大切さにつ

国際理解 いての自覚
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【小学校・社会科】

(2) 内容の取扱い

各学年の内容は問題解決的な学習過程を基に次の五つの基本的な事項から構成されている。

①（学習対象）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にする。

ア知識・技能を身に付けること

②(ｱ)～（ｳ）（学習内容）ことを理解すること……第６学年歴史に関する内容は～(ｻ)

③(ｲ)～（ｴ）（活動内容）で調べ、まとめること…第６学年歴史に関する内容は(ｼ)

イ思考力・判断力・表現力等を身に付けること

④（見方・考え方）に着目して、～を捉え、⑤（思考・判断）を考え、表現すること

(3) 取扱いの留意点

○地域の実態を活かし、児童が興味・関心をもって学習に取り組めるようにすること

○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を展開すること

○表現活動の一層の重視を図ること

○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

議論したりする言語活動に関わる学習の一層重視すること

○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

○全学年において地図帳を活用すること

○博物館や資料館などの施設の活用を図ること

○身近な地域や国土の移籍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

○専門家や関係者、関係機関との連携を図るようにすること

○有益適切な教材に基づいて指導するすること

３ 社会科の学習指導

(1) 社会科の１単位時間の基本的な学習過程

段階 学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点
１ 社会的事象を観察した １ 社会的事象の背景にある特徴的な人間の行為に着目させ、

め り、調査したりすること その人間の行為のもつ意味を探る本時学習のめあてをつかむ
あ を通して、本時のめあて ことができるようにする。
て について話し合う。 ＜めあてをつかませるために＞
を ・切実感や好奇心をもたせる教材の提示を行う。
つ 本時めあて ・具体的な体験を位置付ける。
か ・事象同士や今までの学習とのズレや矛盾点に着目させる。
む ＜解決の見通しをもたせるために＞

○解決の見通しをもつ。 ・先行経験を想起させる。・児童同士の見通しを交流させる。
２ 事象を(多角的)に追究 ２ 人間の行為を自然的条件や社会的条件などから考察させ、

め し、事象に対する考えを 事象のもつ意味を考えることができるようにする。
あ 話し合う。 ＜多角的な調べ活動ができるようにするために＞
て ○観察、調査などを通して、 ・調査、観察に十分な時間と場を設定する。
を 事象を調べる。 ・資料分析が多的に行えるように工夫する。
追 ○事象に対する自分の考え ＜意欲的な表現活動ができるようにするために＞
究 をもつ。 ・表現するねらいを把握させ、多様な表現方法を理解させる。
す ○事象に対する自他の考え ＜活発な交流ができるようにするために＞
る を比較し、解釈の異同を交 ・事象の解釈の不十分さやズレを意識させる場を設定する。

流する。 ・事象に対する解釈についての共通点や差異点に着目して交流
する場を設定する。

を解 ３ 追究を振り返り、事象 ３ 人間の行為を社会とのかかわりの面から見直させ、事象に

ま決 に対する見方や考え方を 対する見方や考え方を確かにさせる。

とし まとめる。 ＜見方や考え方を深めることができるようにするために＞

めた ○自分の考えをまとめる。 ・交流活動で出された意見をもとに考えさせる。

るこ ○学習の仕方を振り返る。 ・新たな事実と関係付けて考えさせる。

と ○新たな疑問をもつ｡ ・自らの見方や考え方の変容を振り返らせる。
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【小学校・社会科】

(2) 社会科における資料活用指導の留意点

写真・映像

① 撮影日時、場所、写真タイトルの確認

② 生活経験や既習内容と比較した感想の表出（多い、大きい、重そう等）

③ 資料から事実や分かったことの表出

④ ②と③を関係づけた感想や疑問の表出

（これだけ多いとつくるのが大変だ。誰が、どのようにしてつくったのだろう？）

地図

① 位置関係からの意見、疑問（自分の地域より…、海沿い、山沿い）

② 地理条件からの意見、疑問（土地の高低、平野部の広狭、河川、山脈、海岸線など）

③ 交通網からの意見、疑問 （高速道路、鉄道、航路、空港など）

グラフ

① 必ずおさえる三点 表題 調査年度 出典 →縦軸、横軸、単位、数値等

数量（変化） …棒グラフ（一番多かった、少なかった 比べて多い少ない）

変化（全体・個別）…折れ線グラフ（変化したもの、原因の推測）

割合（全体・個別）…円・帯グラフ（全体がどのくらいか、どれくらいの割合か）

② 形を読む、変化を読む→分析・総合できる。（例 折れ線グラフ）

形→ だんだん上がる（下がる）、急激に上がる（下がる）、一定、ガタガタ

変化→ 増えたのは（減ったのは）～年、 ～が～年にどうなった。

分析総合→ 意見がもてる「沖合漁業や遠洋漁業の漁獲量はどれも少ない。」

疑問がもてる「何で72年から遠洋漁業が減っているのかな」

他の数値と比べられる「他の漁業は減っているのに、栽培・養殖は増えている」

自分の経験、知識と比べられる「ラベルに『養殖』と記された魚があった」

変化の理由を考えられる「漁獲量が減ったから栽培漁業が増えてきたと思う」

顕著な特徴から総括できる「養殖栽培漁業以外減少傾向にあるのは、捕る魚が

いなくなった、また、魚を捕る漁師さんたちが減っていったのではないかな」

統計

① 初歩的な意見、疑問 「なぜ北海道が米の収穫高が一番多いのか」

② 全体傾向の意見、疑問 「北海道や東北地方はどうして米が多くとれるのか」

③ 共通点類推の意見、疑問 「米が多くとれる所は寒い気候が関係あるのではないか」

④ 他と関連させた意見、疑問 「平野があるから米がたくさんとれるのではないか」

⑤ 矛盾した意見、疑問 「同じ東北地方でも多くとれていない県があるのはなぜか」

４ 評価

効果的・効率的な評価のためには、各単元において１時間ごとに指導のねらいを踏まえて評価

の観点を絞り、評価規準を位置付けた「指導と評価の計画」を作成することが大切である。そし

て、以下の点に留意して評価規準を設定し、見学の様子やカード、白地図等の評価を進めていく。

○児童の学習状況を無理なく評価できるように４観点の評価の場面をバランスよく設定する。

○学習状況に応じた支援ができるよう、児童の具体的な姿を想定して評価規準を設定する。

○観点ごとの評価資料として残す場面を設定し、授業中の見取りと組み合わせて評価をする。

※ 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。


