
解すること。 

カ 敬語の働きについて理解し，話や文章の中で使うこと。 (ｱ) 話し言葉と書き言葉との違い，共通語と方言の果たす役割，敬語の 

働きなどについて理解すること。（再掲） 

（新設） 

(2) 話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けるこ 

とができるよう指導する。 

ア意見と根拠，具体と抽象など情報と情報との関係について理解するこ  

と。 

イ 情報と情報との関係の様々な表し方を理解し使うこと。 （新設） 

ア 伝統的な言語文化に関する事項 (3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導 

する。 

ア 作品の特徴を生かして朗読するなどして，古典の世界に親しむこと。 (ｱ) 作品の特徴を生かして朗読するなどして，古典の世界を楽しむこと。 

イ 現代語訳や語注などを手掛かりに作品を読むことを通して，古典に表  

れたものの見方や考え方を知ること。 

(ｲ) 古典に表れたものの見方や考え方に触れ，登場人物や作者の思いな 

どを想像すること。 

ウ 書写に関する次の事項を理解し使うこと。 

(ｱ) 漢字の行書とそれに調和した仮名の書き方を理解して，読みやすく 

速く書くこと。 

(ｲ) 目的や必要に応じて，楷書又は行書を選んで書くこと。 

(2)書写に関する次の事項について指導する。 

ア漢字の行書とそれに調和した仮名の書き方を理解して，読みやすく速  

く書くこと。 

イ 目的や必要に応じて，楷書又は行書を選んで書くこと。 

（新設） エ 本や文章などには，様々な立場や考え方が書かれていることを知り，  

自分の考えを広げたり深めたりする読書に生かすこと。 

Ａ 話すこと・聞くこと 

〔思考力，判断力，表現力等〕 

Ａ 話すこと・聞くこと 

(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項を身に付けること (1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 
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ができるよう指導する。 

ア 目的や場面に応じて，社会生活の中から話題を決め，異なる立場や考 

 

イ  自分の立場や考えが明確になるように，根拠の適切さや論理の展開 

   などに注意して，話の構成を工夫すること。  

ア社会生活の中から話題を決め，話したり話し合ったりするための材料  

を多様な方法で集め整理すること。 

イ異なる立場や考えを想定して自分の考えをまとめ，話の中心的な部分  

と付加的な部分などに注意し，論理的な構成や展開を考えて話すこと。 

（再掲） 

ウ 目的や状況に応じて，資料や機器などを効果的に活用して話すこと。 ウ 資料や機器を用いるなどして，自分の考えが分かりやすく伝わるよう 

   に表現を工夫すること。 

エ 論理の展開などに注意して聞き，話し手の考えと比較しながら，自分 

   の考えをまとめること。 

オ 互いの立場や考えを尊重しながら話し合い，結論を導くために考えを 

 まとめること。 

エ話の論理的な構成や展開などに注意して聞き，自分の考えと比較する  

こと。 

オ相手の立場や考えを尊重し，目的に沿って話し合い，互いの発言を検  

討して自分の考えを広げること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア説明や提案など伝えたいことを話したり，それらを聞いて質問や助言 

などをしたりする活動。 

イそれぞれの立場から考えを伝えるなどして，議論や討論をする活動。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア 調べて分かったことや考えたことなどに基づいて説明や発表をした  

り，それらを聞いて意見を述べたりすること。 

イ 社会生活の中の話題について，司会や提案者などを立てて討論を行う  

こと。 

Ｂ 書くこと 

(1) 書くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 

Ｂ 書くこと 
 (1) 書くことの能力を育成するため，次の事項を身に付けることができる   
   よう指導する。 
 

 ア目的や意図に応じて，社会生活の中から題材を決め，多様な方法で集 

  めた材料を整理し，伝えたいことを明確にすること。 

 イ伝えたいことが分かりやすく伝わるように，段落相互の関係などを明 

  確にし，文章の構成や展開を工夫すること。 

ア社会生活の中から課題を決め，多様な方法で材料を集めながら自分の  

考えをまとめること。 

イ自分の立場及び伝えたい事実や事柄を明確にして，文章の構成を工夫  

すること。 

エ書いた文章を読み返し，語句や文の使い方，段落相互の関係などに注  

意して，読みやすく分かりやすい文章にすること。 
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ウ事実や事柄，意見や心情が相手に効果的に伝わるように，説明や具体  

例を加えたり，描写を工夫したりして書くこと。 

 ウ根拠の適切さを考えて説明や具体例を加えたり，表現の効果を考えて 

 描写したりするなど，自分の考えが伝わる文章になるように工夫するこ 

 と。 

 エ読み手の立場に立って，表現の効果などを確かめて，文章を整えること。 

 オ表現の工夫と表現の工夫とその効果などについて，読み手からの助言な

どを踏まえ，自分の文章のよい点や改善点を見いだすこと。その効果など

について，読み手からの助言などを踏まえ， 

エ書いた文章を読み返し，語句や文の使い方，段落相互の関係などに注  

意して，読みやすく分かりやすい文章にすること。（再掲） 

オ書いた文章を互いに読み合い，文章の構成や材料の活用の仕方などに  

ついて意見を述べたり助言をしたりして，自分の考えを広げること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア 表現の仕方を工夫して，詩歌をつくったり物語などを書いたりするこ  

と。 

イ 多様な考えができる事柄について，立場を決めて意見を述べる文章を  

書くこと。 

ウ 社会生活に必要な手紙を書くこと。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

 するものとする。 

 ア多様な考えができる事柄について意見を述べるなど，自分の考えを書 

 く活動。 

 イ社会生活に必要な手紙や電子メールを書くなど，伝えたいことを相手 

 や媒体を考慮して書く活動。 

 ウ短歌や俳句，物語を創作するなど，感じたことや想像したことを書く 

 活動。 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項を身に付けることができるよ 

    う指導する。 

   ア文章全体と部分との関係に注意しながら，主張と例示との関係や登場 

   人物の設定の仕方などを捉えること。 

イ目的に応じて複数の情報を整理しながら適切な情報を得たり，登場人 

  物の言動の意味などについて考えたりして，内容を解釈すること。 

イ文章全体と部分との関係，例示や描写の効果，登場人物の言動の意味  

などを考え，内容の理解に役立てること。 

【第３学年の「Ｃ読むこと」(1)より移行】 

イ文章の論理の展開の仕方，場面や登場人物の設定の仕方をとらえ，内  

容の理解に役立てること。 

オ 多様な方法で選んだ本や文章などから適切な情報を得て，自分の考え 

をまとめること。 

イ文章全体と部分との関係，例示や描写の効果，登場人物の言動の意味  

などを考え，内容の理解に役立てること。（再掲） 
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ウ 文章と図表などを結び付け，その関係を踏まえて内容を解釈すること。 （新規） 

エ観点を明確にして文章を比較するなどし，文章の構成や論理の展開，  

表現の効果について考えること。 

オ文章を読んで理解したことや考えたことを知識や経験と結び付け，自  

分の考えを広げたり深めたりすること。 

ウ文章の構成や展開，表現の仕方について，根拠を明確にして自分の考  

えをまとめること。 

エ文章に表れているものの見方や考え方について，知識や体験と関連付  

けて自分の考えをもつこと。 

【第３学年の「Ｃ読むこと」(1)より移行】 

オ目的に応じて本や文章などを読み，知識を広げたり，自分の考えを深  

めたりすること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

  するものとする。 

ア報告や解説などの文章を読み，理解したことや考えたことを説明した 

 り文章にまとめたりする活動。 

イ詩歌や小説などを読み，引用して解説したり，考えたことなどを伝え 

 合ったりする活動。 

ウ本や新聞，インターネットなどから集めた情報を活用し，出典を明ら 

 かにしながら，考えたことなどを説明したり提案したりする活動。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア詩歌や物語などを読み，内容や表現の仕方について感想を交流するこ  

と。 

イ説明や評論などの文章を読み，内容や表現の仕方について自分の考え  

を述べること。 

ウ 新聞やインターネット，学校図書館等の施設などを活用して得た情報 

を比較すること。 

〔第３学年〕 

１ 目標 

(1) 社会生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに，我が国の言 

  語文化に親しんだり理解したりすることができるようにする。 

(2) 論理的に考える力や深く共感したり豊かに想像したりする力を養い，社 

  会生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，自分の思いや考え 

  を広げたり深めたりすることができるようにする。 

(3) 言葉がもつ価値を認識するとともに，読書を通して自己を向上させ，我 

  が国の言語文化に関わり，思いや考えを伝え合おうとする態度を養う。 

〔第３学年〕 

１ 目 標 

(1)目的や場面に応じ，社会生活にかかわることなどについて相手や場に応 

じて話す能力，表現の工夫を評価して聞く能力，課題の解決に向けて話し 

合う能力を身に付けさせるとともに，話したり聞いたりして考えを深めよ 

うとする態度を育てる。 

(2)目的や意図に応じ，社会生活にかかわることなどについて，論理の展開 

を工夫して書く能力を身に付けさせるとともに，文章を書いて考えを深め 

ようとする態度を育てる。 

(3)目的や意図に応じ，文章の展開や表現の仕方などを評価しながら読む能 

力を身に付けさせるとともに，読書を通して自己を向上させようとする態 
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度を育てる。 

２ 内 容 

〔知識及び技能〕 

２ 内 容 

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 

(1)「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導を 

通して，次の事項について指導する。 

(1) 言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう

指導する。 

 ア第２学年までに学習した常用漢字に加え，その他の常用漢字の大体を 

  読むこと。また，学年別漢字配当表に示されている漢字について，文      

  や文章の中で使い慣れること。 

ウ 漢字に関する事項 

(ｱ) 第2学年までに学習した常用漢字に加え，その他の常用漢字の大体 

を読むこと。 

(ｲ) 学年別漢字配当表に示されている漢字について，文や文章の中で使 

い慣れること。 

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 

(ｲ) 慣用句・四字熟語などに関する知識を広げ，和語・漢語・外来語な 
い 

どの使い分けに注意し，語感を磨き語彙を豊かにすること。 

イ理解したり表現したりするために必要な語句の量を増し，慣用句や四 

 字熟語などについて理解を深め，話や文章の中で使うとともに，和語， 

 漢語，外来語などを使い分けることを通して，語感を磨き語彙を豊か

にすること。 

ウ話や文章の種類とその特徴について理解を深めること。 

【第２学年の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)イより移行】 

(ｵ) 相手や目的に応じて，話や文章の形態や展開に違いがあることを理 

解すること。（（再掲） 

エ敬語などの相手や場に応じた言葉遣いを理解し，適切に使うこと。 

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 

(ｱ) 時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いを理解すると 

ともに，敬語を社会生活の中で適切に使うこと。 

【第１学年の「Ａ話すこと・聞くこと」(1)より移行】 

ウ話す速度や音量，言葉の調子や間の取り方，相手に分かりやすい語句  

の選択，相手や場に応じた言葉遣いなどについての知識を生かして話す 

こと。（（再掲） 
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【「Ａ話すこと・聞くこと」(1)より移行】 

イ 場の状況や相手の様子に応じて話すとともに，敬語を適切に使うこと。 

(2) 話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付ける  

 ことができるよう指導する。 

ア具体と抽象など情報と情報との関係について理解を深めること。 
（新設） 

イ情報の信頼性の確かめ方を理解し使うこと。 （新設） 

ア 伝統的な言語文化に関する事項 

(ｱ) 歴史的背景などに注意して古典を読み，その世界に親しむこと。 

(3) 我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導 

  する。 

 ア歴史的背景などに注意して古典を読むことを通して，その世界に親し 

  むこと。 

イ長く親しまれている言葉や古典の一節を引用するなどして使うこと。 (ｲ) 古典の一節を引用するなどして，古典に関する簡単な文章を書くこ 

と。 

ウ時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いについて理解す 
 ること。 

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項 

(ｱ) 時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いを理解すると 

ともに，敬語を社会生活の中で適切に使うこと。（再掲） 

(2) 書写に関する次の事項について指導する。 

ア 身の回りの多様な文字に関心をもち，効果的に文字を書くこと。 

エ書写に関する次の事項を理解し使うこと。 

 (ｱ) 身の回りの多様な表現を通して文字文化の豊かさに触れ，効果的   

  に文字を書くこと。 

（新設） オ自分の生き方や社会との関わり方を支える読書の意義と効用について 

 理解すること。 

〔思考力，判断力，表現力等〕 
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Ａ 話すこと・聞くこと 

(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 

ア 社会生活の中から話題を決め，自分の経験や知識を整理して考えをま 

とめ，語句や文を効果的に使い，資料などを活用して説得力のある話を 

すること。 

イ 場の状況や相手の様子に応じて話すとともに，敬語を適切に使うこと。 

Ａ 話すこと・聞くこと 

(1) 話すこと・聞くことの能力を育成するため，次の事項を身に付けること 

ができるよう指導する。 

 ア目的や場面に応じて，社会生活の中から話題を決め，多様な考えを想 

  定しながら材料を整理し，伝え合う内容を検討すること。 

 イ自分の立場や考えを明確にし，相手を説得できるように論理の展開な 

  どを考えて，話の構成を工夫すること。 

 ウ場の状況に応じて言葉を選ぶなど，自分の考えが分かりやすく伝わる 

  ように表現を工夫すること。 

 エ話の展開を予測しながら聞き，聞き取った内容や表現の仕方を評価し 

  て，自分の考えを広げたり深めたりすること。 

 オ進行の仕方を工夫したり互いの発言を生かしたりしながら話し合い， 

  合意形成に向けて考えを広げたり深めたりすること。 

（再掲） 

ウ聞き取った内容や表現の仕方を評価して，自分のものの見方や考え方  

を深めたり，表現に生かしたりすること。 

エ話合いが効果的に展開するように進行の仕方を工夫し，課題の解決に  

向けて互いの考えを生かし合うこと。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

 するものとする。 

 ア提案や主張など自分の考えを話したり，それらを聞いて質問したり評 

 価などを述べたりする活動。 

 イ互いの考えを生かしながら議論や討論をする活動。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア 時間や場の条件に合わせてスピーチをしたり，それを聞いて自分の表  

現の参考にしたりすること。 

イ 社会生活の中の話題について，相手を説得するために意見を述べ合う  

こと。 

Ｂ 書くこと 

(1) 書くことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 

ア社会生活の中から課題を決め，取材を繰り返しながら自分の考えを深  

めるとともに，文章の形態を選択して適切な構成を工夫すること。 

イ論理の展開を工夫し，資料を適切に引用するなどして，説得力のある  

文章を書くこと。 

Ｂ 書くこと 

 (1) 書くことの能力を育成するため，次の事項を身に付けることができる   

  よう指導する。 

  ア目的や意図に応じて，社会生活の中から題材を決め，集めた材料の客 

   観性や信頼性を確認し，伝えたいことを明確にすること。 

  イ文章の種類を選択し，多様な読み手を説得できるように論理の展開な    

   どを考えて，文章の構成を工夫すること。 

  ウ表現の仕方を考えたり資料を適切に引用したりするなど，自分の考え 
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ウ 書いた文章を読み返し，文章全体を整えること。 

  が分かりやすく伝わる文章になるように工夫すること。 

 エ目的や意図に応じた表現になっているかなどを確かめて，文章全体  

  を整えること。 

 オ論理の展開などについて，読み手からの助言などを踏まえ，自分の  

  文章のよい点や改善点を見いだすこと。 

エ 書いた文章を互いに読み合い，論理の展開の仕方や表現の仕方などに 

ついて評価して自分の表現に役立てるとともに，ものの見方や考え方を 

深めること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア 関心のある事柄について批評する文章を書くこと。 

イ 目的に応じて様々な文章などを集め，工夫して編集すること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

 するものとする。 

 ア関心のある事柄について批評するなど，自分の考えを書く活動。 

 イ情報を編集して文章にまとめるなど，伝えたいことを整理して書く活 

  動。 

Ｃ 読むこと 

(1) 読むことの能力を育成するため，次の事項について指導する。 

Ｃ 読むこと 

 (1) 読むことの能力を育成するため，次の事項を身に付けることができる

よう指導する。 

  ア文章の種類を踏まえて，論理や物語の展開の仕方などを捉えること。 

イ文章を批判的に読みながら，文章に表れているものの見方や考え方に 

 ついて考えること。 

ウ文章の構成や論理の展開，表現の仕方について評価すること。 

エ文章を読んで考えを広げたり深めたりして，人間，社会，自然などに 

イ文章の論理の展開の仕方，場面や登場人物の設定の仕方をとらえ，内  

容の理解に役立てること。 

【第１学年の「Ｃ読むこと」より移行】 

オ文章に表れているものの見方や考え方をとらえ，自分のものの見方や  

考え方を広くすること。 

【第２学年の「Ｃ読むこと」より移行】 

エ文章に表れているものの見方や考え方について，知識や体験と関連付  

けて自分の考えをもつこと。（再掲） 

ア文脈の中における語句の効果的な使い方など，表現上の工夫に注意し  

て読むこと。 

ウ文章を読み比べるなどして，構成や展開，表現の仕方について評価す  

ること。 

エ 文章を読んで人間，社会，自然などについて考え，自分の意見をもつ 
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ついて，自分の意見をもつこと。 こと。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

するものとする。 

ア 物語や小説などを読んで批評すること。 

イ 論説や報道などに盛り込まれた情報を比較して読むこと。 

ウ 自分の読書生活を振り返り，本の選び方や読み方について考えること。 

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導 

 するものとする。 

 ア論説や報道などの文章を比較するなどして読み，理解したことや考え 

  たことについて討論したり文章にまとめたりする活動。 

 イ詩歌や小説などを読み，批評したり，考えたことなどを伝え合ったり 

  する活動。 

 ウ実用的な文章を読み，実生活への生かし方を考える活動。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

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。 

（新設） 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

 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，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，言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通し  

   て，言葉の特徴や使い方などを理解して，自分の思いや考えを深める学   

   習が充実するようにすること。 

(2) 第２の各学年の内容の指導については，必要に応じて当該学年の前後

の学年で取り上げることもできること。 

(1) 第２の各学年の内容の指導については，必要に応じて当該学年の前後の 

学年で取り上げることもできること。 

(3) 第２の各学年の内容の〔知識及び技能〕に示す事項については，〔思

考力，判断力，表現力等〕に示す事項の指導を通して指導することを基

本とし，必要に応じて，特定の事項だけを取り上げて指導したり，それ

らをまとめて指導したりするなど，指導の効果を高めるよう工夫するこ

と。 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ読 む

こと」及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕について相 

互に密接な関連を図り，効果的に指導すること。その際，学校図書館など 

を計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。また，生徒が情 

報機器を活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高めるよう工夫す 

ること。 

【第３の２(1)より移行】 

ア  知識をまとめて指導したり，繰り返して指導したりすることが必要な 
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ものについては，特にそれだけを取り上げて学習させることにも配慮す 

ること。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」の指導に配当する授業 

時数は，第１学年及び第２学年では年間15～25単位時間程度，第３学年で 

は年間10～20単位時間程度とすること。また，音声言語のための教材を積 

極的に活用するなどして，指導の効果を高めるよう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ａ話すこと・ 

 聞くこと」に関する指導については，第１学年及び第２学年では年間15

～25単位時間程度，第３学年では年間10～20単位時間程度を配当するこ

と。その際，音声言語のための教材を積極的に活用するなどして，指導

の効果を高めるよう工夫すること。 

(4) 第２の各学年の内容の「Ｂ書くこと」の指導に配当する授業時数は，第 

１学年及び第２学年では年間30～40単位時間程度，第３学年では年間20～ 

30単位時間程度とすること。 

(5) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｂ書くこと」 

 に関する指導については，第１学年及び第２学年では年間30～40単位時    
 間程度，第３学年では年間20～30単位時間程度を配当すること。その際，  
 実際に文章を書く活動を重視すること。 

(5) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」に関する指導については，様々な 

文章を読んで，自分の表現に役立てられるようにすること。 

(6) 第２の第１学年及び第３学年の内容の〔知識及び技能〕の(3)のオ，第 
 ２学年の内容の〔知識及び技能〕の(3)のエ，各学年の内容の〔思考力， 
 判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」に関する指導については，様々な  
 文章を読んで，自分の表現に役立てられるようにするとともに，他教科  
 等における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて行う  
 こと。 

（新設） (7) 言語能力の向上を図る観点から，外国語科など他教科等との関連を積

極的に図り，指導の効果を高めるようにすること。 

（新設） (8) 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。 

(9) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な 

 どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容に  

 ついて，いて，国語科の特質に応じて適切な指導をすること。 

(6) 第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの 

関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容について，  

国語科の特質に応じて適切な指導をすること。 
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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) 〔知識及び技能〕に示す事項については，次のとおり取り扱うこと。 

２第２の各学年の内容の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に  

ついては，次のとおり取り扱うものとする。 

(1) 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の(1)に示す事項につ 

いては，次のとおり取り扱うこと。 

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項については，日常の言語活動を振り 

返り，言葉の特徴やきまりについて気付かせ，言語生活の向上に役立て 

ることを重視すること。 

（新設） 

(2) 〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕の(2)に示す事項につ 

いては，次のとおり取り扱うこと。 

ア 文字を正しく整えて速く書くことができるようにするとともに，書写  

の能力を学習や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。 

イ 硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い，毛筆を使用する  

書写の指導は硬筆による書写の能力の基礎を養うようにすること。 

ア日常の言語活動を振り返ることなどを通して，生徒が，実際に話した 
 り聞いたり書いたり読んだりする場面を意識できるよう指導を工夫す   
 ること。 
イ漢字の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱 
 うこと。 
 (ｱ) 他教科等の学習において必要となる漢字については，当該教科等  
  と関連付けて指導するなど，その確実な定着が図られるよう工夫す 
  ること。 
ウ書写の指導については，第２の内容に定めるほか，次のとおり取り扱 
 うこと。 
 (ｱ) 文字を正しく整えて速く書くことができるようにするとともに，    
  書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。 
 (ｲ) 硬筆を使用する書写の指導は各学年で行うこと。 
 (ｳ) 毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い，硬筆による書写の能  
  力の基礎を養うよう指導すること。 
 (ｴ) 書写の指導に配当する授業時数は，第１学年及び第２学年では年  

  間20単位時間程度，第３学年では年間10単位時間程度とすること。 

(2) 第２の内容の指導に当たっては，生徒がコンピュータや情報通信ネッ  
 トワークを積極的に活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高め  
 るよう工夫すること。 
(3) 第２の内容の指導に当たっては，学校図書館などを目的をもって計画 

 的に利用しその機能の活用を図るようにすること。 

ウ書写の指導に配当する授業時数は，第１学年及び第２学年では年間20  

単位時間程度，第３学年では年間10単位時間程度とすること。 

【第３の１より移行】 

(2) 第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」，「Ｃ読 

むこと」及び〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕について相 

互に密接な関連を図り，効果的に指導すること。その際，学校図書館など 

を計画的に利用しその機能の活用を図るようにすること。また，生徒が情 

報機器を活用する機会を設けるなどして，指導の効果を高めるよう工夫す 

ること。（再掲） 
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３ 教材については，次の事項に留意するものとする。 

 (1) 教材は，第２の各学年の目標及び内容に示す資質・能力を偏りなく養  

  うことや読書に親しむ態度を育成することをねらいとし，生徒の発達の  

  段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること。ま  

  た，第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ａ話すこ  

  と・聞くこと「Ｂ書くこと」及び「」， Ｃ読むこと」のそれぞれの(2)  

  に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定すること。 

３ 教材については，次の事項に留意するものとする。 

(1) 教材は，話すこと・聞くことの能力，書くことの能力，読むことの能力 

などを偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成をねらいとし，生徒の 

発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げるこ 

と。また，第２の各学年の内容の「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」 

及び「Ｃ読むこと」のそれぞれの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよ 

う教材を選定すること。 

(2) 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。 

 ア国語に対する認識を深め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つ   

  こと。 

 イ伝え合う力，思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにするのに役立つ 

  こと。 

(2) 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。 

ア国語に対する認識を深め，国語を尊重する態度を育てるのに役立つこ  

と。 

イ伝え合う力，思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにするのに役立つ  

こと。 

ウ公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養うのに役立つこと。 

エ科学的，論理的に物事を捉え考察し，視野を広げるのに役立つこと。 

オ人生について考えを深め，豊かな人間性を養い，たくましく生きる意 

 志を育てるのに役立つこと。 

ウ 公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養うのに役立つこと。  

エ 科学的，論理的な見方や考え方を養い，視野を広げるのに役立つこと。  

オ 人生について考えを深め，豊かな人間性を養い，たくましく生きる意 

カ人間，社会，自然などについての考えを深めるのに役立つこと。 

 キ我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め，それらを尊重する

態度を育てるのに役立つこと。 

ク広い視野から国際理解を深め，日本人としての自覚をもち，国際協調 

 の精神を養うのに役立つこと。 

志を育てるのに役立つこと。 

カ 人間，社会，自然などについての考えを深めるのに役立つこと。 

キ我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め，それらを尊重する態  

度を育てるのに役立つこと。 

ク広い視野から国際理解を深め，日本人としての自覚をもち，国際協調  

の精神を養うのに役立つこと。 

(3) 第２の各学年の内容の「Ｃ読むこと」の教材については，各学年で説明 

的な文章や文学的な文章などの文章形態を調和的に取り扱うこと。 

(3) 第２の各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」 

   の教材については，各学年で説明的な文章や文学的な文章などの文章形   

   態を調和的に取り扱うこと。また，説明的な文章については，適宜，図   

   表や写真などを含むものを取り上げること。 

- 35 - 



(4) 我が国の言語文化に親しむことができるよう，近代以降の代表的な作  
 家の作品を，いずれかの学年で取り上げること。 

(4) 我が国の言語文化に親しむことができるよう，近代以降の代表的な作家 

の作品を，いずれかの学年で取り上げること。 

(5) 古典に関する教材については，古典の原文に加え，古典の現代語訳，
古典について解説した文章などを取り上げること。 

(5) 古典に関する教材については，古典の原文に加え，古典の現代語訳，古 

典について解説した文章などを取り上げること。 
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中学校学習指導要領新旧対照表【社会】 

改 訂 案 現 行(平成２０年告示・道徳改訂反映後) 

 

第 ２ 節 社 会 
 
 

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， 

    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深める。 

 

第 ２ 節 社 会 
 
 

第１ 目 標 

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。 
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第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

１ 目 標 

(1) 日本や世界の地理的事象に対する関心を高め，広い視野に立って我が 

国の国土及び世界の諸地域の地域的特色を考察し理解させ，地理的な見 

方や考え方の基礎を培い，我が国の国土及び世界の諸地域に関する地理 

的認識を養う。 

(2) 日本や世界の地域の諸事象を位置や空間的な広がりとのかかわりでと 

らえ，それを地域の規模に応じて環境条件や人間の営みなどと関連付け 

て考察し，地域的特色や地域の課題をとらえさせる。 

(3) 大小様々な地域から成り立っている日本や世界の諸地域を比較し関連 

付けて考察し，それらの地域は相互に関係し合っていることや各地域の 

特色には地方的特殊性と一般的共通性があること，また，それらは諸条 

件の変化などに伴って変容していることを理解させる。 

(4) 地域調査など具体的な活動を通して地理的事象に対する関心を高め， 

様々な資料を適切に選択，活用して地理的事象を多面的・多角的に考察 

し公正に判断するとともに適切に表現する能力や態度を育てる。 

第２ 各分野の目標及び内容 

〔地理的分野〕 

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。 

  (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。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。 

  (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。 

２ 内 容 

Ａ 世界と日本の地域構成 

 (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。 

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 
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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。 

 (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。 

イ 世界各地の人々の生活と環境 

世界各地における人々の生活の様子とその変容について，自然及び 

社会的条件と関連付けて考察させ，世界の人々の生活や環境の多様性 

を理解させる。 

Ｂ 世界の様々な地域 

(1) 世界各地の人々の生活と環境 

 場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目して，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) 人々の生活は，その生活が営まれる場所の自然及び社会的条件から 

  影響を受けたり，その場所の自然及び社会的条件に影響を与えたりす 

  ることを理解すること。 

 (ｲ) 世界各地における人々の生活やその変容を基に，世界の人々の生活 

  や環境の多様性を理解すること。その際，世界の主な宗教の分布につ 

  いても理解すること。 

イ次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。 

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) 世界各地における人々の生活の特色やその変容の理由を，その生活     

  が営まれる場所の自然及び社会的条件などに着目して多面的・多角的に   

  考察し，表現すること。 

(2) 世界の諸地域 

  次の①から⑥までの各州を取り上げ，空間的相互依存作用や地域など 

ウ 世界の諸地域 

世界の諸地域について，以下の(ｱ)から(ｶ)の各州に暮らす人々の生 
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活の様子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ，それを基に主題 

を設けて，それぞれの州の地域的特色を理解させる。 

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 アジア ② ヨーロッパ ③ アフリカ (ｱ) アジア 

④ 北アメリカ ⑤ 南アメリカ ⑥ オセアニア (ｲ) ヨーロッパ 

(ｳ) アフリカ 

(ｴ) 北アメリカ 

(ｵ) 南アメリカ 

(ｶ) オセアニア 

ア次のような知識を身に付けること。 

 (ｱ) 世界各地で顕在化している地球的課題は，それが見られる地域の  

  地域的特色の影響を受けて，現れ方が異なることを理解すること。 

 (ｲ) ①から⑥までの世界の各州に暮らす人々の生活を基に，各州の地  

  域的特色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) ①から⑥までの世界の各州において，地域で見られる地球的課題  

  の要因や影響を，州という地域の広がりや地域内の結び付きなどに  

  着目して，それらの地域的特色と関連付けて多面的・多角的に考察  

  し，表現すること。 

エ 世界の様々な地域の調査 

世界の諸地域に暮らす人々の生活の様子を的確に把握できる地理的 

事象を取り上げ，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とともに，世界の 

様々な地域又は国の調査を行う際の視点や方法を身に付けさせる。 

Ｃ 日本の様々な地域 

(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。 
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(2) 日本の地域的特色と地域区分 

次の①から④までの項目を取り上げ，分布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，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 ② 人口 ③ 資源・エネルギーと産業 

④ 交通・通信 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

(ｱ) 日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色，自

然災害と防災への取組などを基に，日本の自然環境に関する特色を

理解すること。 

(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。（再掲） 

イ 世界と比べた日本の地域的特色 

世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り上げ，  

我が国の国土の特色を様々な面から大観させる。 

(ｱ) 自然環境 

世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の 

国土の特色を理解させるとともに，国内の地形や気候の特色，自然 

災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環境に関する特色を大 

観させる。 

(ｲ) 人口 

世界的視野から日本の人口と人口密度，少子高齢化の課題を理解 

させるとともに，国内の人口分布，過疎・過密問題を取り上げ，日 

本の人口に関する特色を大観させる。 

(ｳ) 資源・エネルギーと産業 

世界的視野から日本の資源・エネルギーの消費の現状を理解させ 

るとともに，国内の産業の動向，環境やエネルギーに関する課題を 

取り上げ，日本の資源・エネルギーと産業に関する特色を大観させ 

る。 

(ｴ) 地域間の結び付き 

世界的視野から日本と世界との交通・通信網の発達の様子や物流 

を理解させるとともに，国内の交通・通信網の整備状況を取り上げ， 

日本と世界の結び付きや国内各地の結び付きの特色を大観させる。 

 (ｲ) 少子高齢化の課題，国内の人口分布や過疎・過密問題などを基に， 

  日本の人口に関する特色を理解すること。 

 (ｳ) 日本の資源・エネルギー利用の現状，国内の産業の動向，環境や   

  エネルギーに関する課題などを基に，日本の資源・エネルギーと産  

  業に関する特色を理解すること。 

 (ｴ) 国内や日本と世界との交通・通信網の整備状況や物流，人の往来   

  などを基に，国内各地の結び付きや日本と世界との結び付きの特色  

  を理解すること。 

 (ｵ) ①から④までの項目に基づく地域区分を踏まえ，我が国の国土の  

  特色を大観し理解すること。 

 (ｶ) 日本や国内地域に関する各種の主題図や資料を基に，地域区分を  

  する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) ①から④までの項目について，それぞれの地域区分を，地域の共  

  通点や差異，分布などに着目して，多面的・多角的に考察し，表現  

  すること。 

 (ｲ) 日本の地域的特色を，①から④までの項目に基づく地域区分な     

  どに着目して，それらを関連付けて多面的・多角的に考察し，表現  

  すること。 
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(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 

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。 

 

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 

地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核と 

して，それを人々の生活や産業などと関連付け，自然環境が地域の 

人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，地域の自然 

災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。 

(ｲ) 歴史的背景を中核とした考察 

地域の産業，文化の歴史的背景や開発の歴史に関する特色ある事 

柄を中核として，それを国内外の他地域との結び付きや自然環境な 

どと関連付け，地域の地理的事象の形成や特色に歴史的背景がかか 

わっていることなどについて考える。 

(ｳ) 産業を中核とした考察 

地域の農業や工業などの産業に関する特色ある事象を中核として， 

それを成立させている地理的諸条件と関連付け，地域に果たす産業 

の役割やその動向は他の事象との関連で変化するものであることな 

どについて考える。 

(ｴ) 環境問題や環境保全を中核とした考察 

地域の環境問題や環境保全の取組を中核として，それを産業や地 

域開発の動向，人々の生活などと関連付け，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などにつ 

いて考える。 

(ｵ) 人口や都市・村落を中核とした考察 

地域の人口の分布や動態，都市・村落の立地や機能に関する特色 

ある事象を中核として，それを人々の生活や産業などと関連付け，  

過疎・過密問題の解決が地域の課題となっていることなどについて 

考える。 
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(ｶ) 生活・文化を中核とした考察 

地域の伝統的な生活・文化に関する特色ある事象を中核として，  

それを自然環境や歴史的背景，他地域との交流などと関連付け，近 

年の都市化や国際化によって地域の伝統的な生活・文化が変容して 

いることなどについて考える。 

(ｷ) 他地域との結び付きを中核とした考察 

地域の交通・通信網に関する特色ある事象を中核として，それを 

物資や人々の移動の特色や変化などと関連付け，世界や日本の他の 

地域との結び付きの影響を受けながら地域は変容していることなど 

について考える。 

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，生徒が生活している土地に対する理解と関心を深めて地域の課題 

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，市町村規模の地域の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。 

(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 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。 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の(1)及び(2)については，この順序で取り扱うものとする。 

(2) 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。 

(2) 日本や世界の地域の諸事象を位置や空間的な広がりとのかかわりでと 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容のＡ，Ｂ及びＣについては，この順序で取り扱うものとし，既習の 

 学習成果を生かすこと。 

(2) 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。 

 ア世界や日本の場所や地域の特色には，一般的共通性と地方的特殊性が 
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  あり，また，地域に見られる諸事象は，その地域の規模の違いによっ

て現れ方が異なることに留意すること。 

イ地図の読図や作図，景観写真の読み取り，地域に関する情報の収集や 

  処理などの地理的技能を身に付けるに当たっては，系統性に留意して

計画的に指導すること。その際，教科用図書「地図」を十分に活用す

ること。 

らえ，それを地域の規模に応じて環境条件や人間の営みなどと関連付け    

 て考察し，地域的特色や地域の課題をとらえさせる。（再掲） 

ア地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，景観写真の読み取り  

など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 

的に指導すること。その際，教科用図書「地図」を十分に活用するこ 

と。また，地域に関する情報の収集，処理に当たっては，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などの工夫をする 

こと。 

イ学習で取り上げる地域や国については，各項目間の調整を図り，一  

部の地域に偏ることのないようにすること。 

ウ 地域の特色や変化をとらえるに当たっては，歴史的分野との連携を 

踏まえ，歴史的背景に留意して地域的特色を追究するよう工夫すると 

ともに，公民的分野との関連にも配慮すること。 

エ地域的特色を追究する過程で生物や地学的な事象などを取り上げる  

際には，地域的特色をとらえる上で必要な範囲にとどめること。 

(4) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｲ) 日本の地域区分を扱う際には，都道府県の名称と位置のほかに都 

道府県庁所在地名も取り上げること。 

(ｱ) 「領域の特色と変化」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，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にも着目させるようにすること。 

ウ学習で取り上げる地域や国については，各項目間の調整を図り，一部 

 の地域に偏ることのないようにすること。 

エ地域の特色や変化を捉えるに当たっては，歴史的分野との連携を踏ま 

 え，歴史的背景に留意して地域的特色を追究する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こと。 

オ地域的特色を追究する過程で生物や地学的な事象などを取り上げる際 

 には，地域的特色を捉える上で必要な範囲にとどめること。 

 (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。 

  (ｱ) 日本の地域構成を扱う際には，都道府県の名称と位置のほかに都

道府県庁所在地名も取り上げること。 

  (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。 

  (ｳ) 地球儀や地図を積極的に活用し，学習全体を通して，大まかに世   

   界地図や日本地図を描けるようにすること。 
(3)内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

アアについては，学習全体を通して，大まかに世界地図を描けるよう  

にすること。 

(4)内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

- 44 - 



(ｳ) 学習全体を通して，大まかに日本地図を描けるようにすること。 

(3) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イイについては，世界各地の人々の生活の様子を考察するに当たって，  

衣食住の特色や，生活と宗教とのかかわりなどに着目させるようにす 

ること。その際，世界の主な宗教の分布について理解させるようにす 

ること。 

ウ ウについては，州ごとに様々な面から地域的特色を大観させ，その 

上で主題を設けて地域的特色を理解させるようにすること。その際，  

主題については，州の地域的特色が明確となり，かつ我が国の国土の 

認識を深める上で効果的であるという観点から設定すること。また，  

州ごとに異なるものとなるようにすること。 

エ  エについては，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。 

4) 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)については，世界各地の人々の生活の特色やその変容の理由と， 

  その生活が営まれる場所の自然及び社会的条件との関係を考察するに当 

  たって，衣食住の特色や，生活と宗教との関わりなどを取り上げるよう 

  にすること。 

 イ (2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

  (ｱ) 州ごとに設ける主題については，各州に暮らす人々の生活の様子を 

   的確に把握できる事象を取り上げるとともに，そこで特徴的に見られ 

   る地球的課題と関連付けて取り上げること。 

  (ｲ) 取り上げる地球的課題については，地域間の共通性に気付かせ，我 

   が国の国土の認識を深め，持続可能な社会づくりを考える上で効果的 

   であるという観点から設定すること。また，州ごとに異なるものとな 

   るようにすること。 

(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。 

  (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。 

 イ(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 
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イ イの(ｱ)から(ｴ)で示した日本の地域的特色については，指導に当た 

って内容の(1)の学習成果を生かすとともに，日本の諸地域の特色につ 

いて理解を深めるための基本的な事柄で構成すること。 

ウ ウについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地域区分については，指導の観点や学校所在地の事情などを考慮 

して適切に決めること。 

(ｲ) 指導に当たっては，地域の特色ある事象や事柄を中核として，そ 

れを他の事象と有機的に関連付けて，地域的特色を追究するように 

すること。 

(ｳ) (ｱ)から(ｷ)の考察の仕方については，学習する地域ごとに一つ選 

択すること。また，ウの学習全体を通してすべて取り扱うこと。 

エ  エについては，学校所在地の事情を踏まえて観察や調査を指導計画  

に位置付け実施すること。その際，縮尺の大きな地図や統計その他の 

資料に親しませ，それらの活用の技能を高めるようにすること。また，  

観察や調査の結果をまとめる際には，地図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。なお，学習の効果を高めることができ 

る場合には，内容の(2)のウの中の学校所在地を含む地域の学習と結び 

付けて扱ってもよいこと。 

(ｱ) ①から④までで示した日本の地域的特色については，系統的に理 

解を深めるための基本的な事柄で構成すること。 

(ｲ) 地域区分に際しては，日本の地域的特色を見いだしやすくなるよ   

   うにそれぞれ適切な数で区分すること。 

ウ (3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

 (ｱ) 日本の諸地域については，国内を幾つかの地域に区分して取り上 

    げることとし，その地域区分は，指導の観点や学校所在地の事情  

    などを考慮して適切に決めること。 

 (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１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，そこに暮らす人々の生活・文化，地域 

    の伝統や歴史的な背景，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。 

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。 

   (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。 
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〔歴史的分野〕 

１ 目 標 

(1)歴史的事象に対する関心を高め，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させ，それを通して我が 

国の伝統と文化の特色を広い視野に立って考えさせるとともに，我が国 

の歴史に対する愛情を深め，国民としての自覚を育てる。 

(2)国家・社会及び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，その時代や地域との関連において理解さ 

せ，尊重する態度を育てる。 

(3) 歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ，我が国と 

諸外国の歴史や文化が相互に深くかかわっていることを考えさせるとと 

もに，他民族の文化，生活などに関心をもたせ，国際協調の精神を養う。 

(4)身近な地域の歴史や具体的な事象の学習を通して歴史に対する興味・ 

関心を高め，様々な資料を活用して歴史的事象を多面的・多角的に考察 

し公正に判断するとともに適切に表現する能力と態度を育てる。 

〔歴史的分野〕 

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。 

２ 内 容 ２ 内容 

Ａ 歴史との対話 

 (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。 

(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 
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本的な内容を理解させる。  (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。 

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。 

(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。 

ウ  学習した内容を活用してその時代を大観し表現する活動を通して，  

各時代の特色をとらえさせる。 

(2) 古代までの日本 

Ｂ  近世までの日本とアジア 
 (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 
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ア 世界の古代文明や宗教のおこり，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，大和朝廷による統一と東アジアとの 

かかわりなどを通して，世界の各地で文明が築かれ，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させ 

る。 

りつりょう 

イ律 令 国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを通して，大陸の 

文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕組みが整えられ，その 

後，天皇や貴族の政治が展開したことを理解させる。 

ウ仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを通して，国際的な要  

素をもった文化が栄え，後に文化の国風化が進んだことを理解させる。 

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， 

   大和政権（大和朝廷）の成立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 

   律令国家の確立に至るまでの過程，摂関政治などを基に，東アジ 

    アの文物や制度を積極的に取り入れながら国家の仕組みが整えられ， 

    その後，天皇や貴族による政治が展開したことを理解すること。 

 (ｴ) 古代の文化と東アジアとの関わり 

   仏教の伝来とその影響，仮名文字の成立などを基に，国際的な要素 

    をもった文化が栄え，それらを基礎としながら文化の国風化が進ん       

      だ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) 古代文明や宗教が起こった場所や環境，農耕の広まりや生産技術の 

    発展，東アジアとの接触や交流と政治や文化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)から(ｴ)までについて古     

     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) 古代までの日本を大観して，時代の特色を多面的・多角的に考察し， 

    表現すること 

(3) 中世の日本 (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 
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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，モンゴルの襲来（元寇）などを基に，武士が台頭 
かまくら げんこう かまくら おうにん 

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，武 

士が台頭して武家政権が成立し，その支配が次第に全国に広まるとと 

もに，東アジア世界との密接なかかわりがみられたことを理解させる。 

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 
げんこう 

が広まったこと，モンゴルの襲来（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，判断力，表現力等を身に付けること。 
 (ｱ) 武士の政治への進出と展開，東アジアにおける交流，農業や商  
 工業の発達などに着目して，事象を相互に関連付けるなどして，ア 
 の(ｱ)から(ｳ)までについて中世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) 中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。 

き ない 

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させる。 

(4) 近世の日本 (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 
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お  だ とよとみ 

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，武将や豪商などの生活文化の展開 

などを通して，近世社会の基礎がつくられていったことを理解させる。 

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，江戸幕府の政治の特色を考え 

させ，幕府と藩による支配が確立したことを理解させる。 

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形成されたことや，各地方の生活文化が生まれた 

ことを理解させる。 

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りをみせたことを 

理解させる。 

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， 

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。 

(5) 近代の日本と世界 

Ｃ 近現代の日本と世界 

(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。 
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お  だ とよとみ 

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，江戸幕府の対外     

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，町人文 

  化が都市を中心に形成されたことや，各地方の生活文化が生まれた   

  ことを理解すること。 

(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，幕府の政治が次第に行き詰まりをみせたことを   

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) 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 



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，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 

させる。 

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，  

新政府による改革の特色を考えさせ，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させる。 

にっしん 

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，立憲制の国家が成立して議会政治が始まるとともに，  

我が国の国際的地位が向上したことを理解させる。 

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，我が国で近代産業が発展し，近代文化が 

形成されたことを理解させる。 

(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 
につしん 

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 

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 

・芸術の発展などを基に，我が国で近代産業が発展し，近代文化が形 

成されたことを理解すること。 

(ｵ) 第一次世界大戦前後の国際情勢と大衆の出現 

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高まりと文化の大衆化などを基に， 

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高まりと文化の大衆化などを通し 

て，第一次世界大戦前後の国際情勢及び我が国の動きと，大戦後に国 

際平和への努力がなされたことを理解させる。 

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・外交の動き，中国などアジア諸国との 

関係，欧米諸国の動き，戦時下の国民の生活などを通して，軍部の台 

頭から戦争までの経過と，大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理 

解させる。 

第一次世界大戦前後の国際情勢及び我が国の動きと，大戦後に国際平 

和への努力がなされたことを理解すること。 

(ｶ) 第二次世界大戦と人類への惨禍 

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・外交の動き，中国などアジア諸国 

との関係，欧米諸国の動き，戦時下の国民の生活などを基に，軍部 

の台頭から戦争までの経過と，大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたこ 

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) 工業化の進展と政治や社会の変化，明治政府の諸改革の目的，議会 
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政治や外交の展開，近代化がもたらした文化への影響，経済の変化の 

政治への影響，戦争に向かう時期の社会や生活の変化，世界の動きと 

我が国との関連などに着目して，事象を相互に関連付けるなどして，  

アの(ｱ)から(ｶ)までについて近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) 近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。 

(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。 

(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こと。 

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 
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的に考察，構想し，表現すること。 

３ 内容の取扱い 

(1) 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。 

ア 生徒の発達の段階を考慮して，各時代の特色や時代の転換にかかわ 

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 

こと。 

３ 内容の取扱い 

(1) 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。 

ア 生徒の発達の段階を考慮して，各時代の特色や時代の転換に関係す 

る基礎的・基本的な歴史に関わる事象を重点的に選んで指導内容を構 

成すること。 

イ 調査や諸資料から歴史に関わる事象についての様々な情報を効果的 

に収集し，読み取り，まとめる技能を身に付ける学習を重視すること。 

その際，年表を活用した読み取りやまとめ，文献，図版などの多様な 

資料，地図などの活用を十分に行うこと。 

ウ  歴史に関わる事象の意味・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，表現力等を養うとともに，学習内容の確かな理解と定 

着を図ること。 

エ 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察 

させるようにすること。 

オ  歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ，我が国と 

諸外国の歴史や文化が相互に深く関わっていることを考察させるように 

すること。その際，歴史に見られる文化や生活の多様性に気付かせるこ 

と。 

カ  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について，生徒の興味・関心を育てる指 

導に努めるとともに，それらの時代的背景や地域性などと関連付けて考 

察させるようにすること。その際，身近な地域の歴史上の人物と文化遺 

産を取り上げることにも留意すること。 

キ 歴史に関わる事象の指導に当たっては，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こと。 

イ 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，表現力等を養うとともに，学習内容の確かな理解と定 

着を図ること。 

ウ 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 

えさせるようにすること。 

(3) 歴史に見られる国際関係や文化交流のあらましを理解させ，我が国と 

諸外国の歴史や文化が相互に深くかかわっていることを考えさせるとと 

もに，他民族の文化，生活などに関心をもたせ，国際協調の精神を養う。 

（再掲） 

オ  国家・社会及び文化の発展や人々の生活の向上に尽くした歴史上の 

人物に対する生徒の興味・関心を育てる指導に努めるとともに，それ 

ぞれの人物が果たした役割や生き方などについて時代的背景と関連付 

けて考察させるようにすること。その際，身近な地域の歴史上の人物 

を取り上げることにも留意すること。 

エ 歴史的事象の指導に当たっては，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 

連にも配慮すること。 
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ク 日本人の生活や生活に根ざした文化については，政治の動き，社会の 

動き，各地域の地理的条件，身近な地域の歴史とも関連付けて指導した 

り，民俗学や考古学などの成果の活用や博物館，郷土資料館などの施設 

を見学・調査したりするなど具体的に学ぶことを通して理解させるよう 

に工夫すること。 

カ 日本人の生活や生活に根ざした文化については，政治の動き，社会の 

動き，各地域の地理的条件，身近な地域の歴史とも関連付けて指導した 

り，民俗学や考古学などの成果の活用や博物館，郷土資料館などの施設 

を見学・調査したりするなどして具体的に学ぶことができるようにする 

こと。 

(2) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

アアについては，中学校の歴史学習の導入として実施することを原則  

とすること。小学校での学習を踏まえ，扱う内容や活動の仕方を工夫 

して，「時代の区分やその移り変わり」に気付かせるようにすること。 

「年代の表し方や時代区分」の学習については，導入における学習内 

容を基盤にし，内容の(2)以下とかかわらせて継続的・計画的に進める 

こと。 

(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することを原則  

とすること。小学校での学習を踏まえ，扱う内容や活動を工夫すること。 

「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設けるような工夫をすること。(1)のアの(ｱ)の 

「年代の表し方や時代区分」の学習については，導入における学習内容 

を基盤にし，内容のＢ以下の学習と関わらせて継続的・計画的に進める 

こと。また，(1)のイの(ｱ)の「時期や年代，推移，現在の私たちとのつ 

ながり」については，内容のＢ以下の学習と関わらせて，事象相互の関 

連などにも留意し，それぞれの時代でこれらに着目して考察することが 

大切であることに気付かせること。 

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。 

イ イについては，内容の(2)以下とかか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，郷土資料館などの施設の活用や地域の人々の協力も考慮すること。 

ウウについては，内容の(2)以下の各時代の学習のまとめとして実施す  

ることを原則とすること。その際，各時代の学習の初めにその特色の 

究明に向けた課題意識を育成した上で，他の時代との共通点や相違点 

に着目しながら，大観や表現の仕方を工夫して，各時代の特色をとら 
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えさせるようにすること。 
 
 

エ ア，イ及びウについては，適切かつ十分な授業時数を配当すること。 

(3) 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「世界の古代文明」については，中国の文明を中心に諸文明の 

特色を取り扱い，生活技術の発達，文字の使用，国家のおこりと発展 

などの共通する特色に気付かせるようにすること。また，人類の出現 

にも触れること。「宗教のおこり」については，仏教，キリスト教，イ 

スラム教などを取り上げ，世界の文明地域との重なりに気付かせるよ 

うにすること。「日本列島における農耕の広まりと生活の変化」につい 

ては，狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広まりとともに変 

化していったことに気付かせるようにすること。「大和朝廷による統一 

と東アジアとのかかわり」については，古墳の広まりにも触れるとと 

もに，大陸から移住してきた人々の我が国の社会に果たした役割に気 

付かせるようにすること。 

(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，人類の出現にも触れ，  

中国の文明をはじめとして諸文明の特徴を取り扱い，生活技術の発達，  

文字の使用，国家のおこりと発展などの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。「宗教のおこり」については，  

仏教，キリスト教，イスラム教などを取り上げ，古代の文明とともに大 

きく捉えさせるようにすること。(1)のアの(ｲ)の「日本列島における国 

家形成」については，狩猟・採集を行っていた人々の生活が農耕の広ま 

りとともに変化していったことに気付かせるようにすること。また，考 

古学などの成果を活用するとともに，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，当時の人々の信仰やもの 

の見方などに気付かせるよう留意すること。「大和政権（大和朝廷）の 

成立と東アジアとの関わり」については，古墳の広まりにも触れるとと 

もに，大陸から移住してきた人々の我が国の社会や文化に果たした役割 

にも気付かせるようにすること。(1)のアの(ｳ)の「律令国家の確立に至 
うまやどのおう しょうとくたい し 

るまでの過程」については， 厩 戸王（ 聖 徳太子）の政治，大化の改 
りつりょう 

新から律 令 国家の確立に至るまでの過程を，小学校での学習内容を活 

用して大きく捉えさせるようにすること。 

しようとくた い し 

イイの「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，大化の改新から律令国家の確立に至るまでの過程を，小学校で 

の学習内容を活用して大きくとらえさせるようにすること。 

ウウについては，文化を担った人々などに着目して取り扱うようにす  

ること。 

エ考古学などの成果を活用するとともに，神話・伝承などの学習を通 

して，当時の人々の信仰やものの見方などに気付かせるよう留意する 

こと。 

(4) 内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 
げんこう 

イ (2)のアの(ｱ)の「モンゴルの襲来（元寇）がユーラシアの変化の中 
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げんこう にちみん りゅうきゅう 

ア アの「東アジアの国際関係」については，元寇，日明貿易， 琉 球 

の国際的な役割などを取り扱うようにすること。「武家政治の特色」に 

ついては，主従の結び付きや武力を背景にして次第にその支配を広げ 

ていったことなど，それ以前の時代との違いに着目して考えさせるよ 

うにすること。 

イ イの「武家政治の展開や民衆の成長を背景とした社会や文化」につ 

いては，この時代の文化の中に現在に結び付くものがみられることに 

気付かせるようにすること。 

で起こったこと」については，モンゴル帝国の拡大によるユーラシア 
りゅうきゅう 

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 
りゅうきゅう 

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(ｳ)の「武士や民衆などの多様な文化の形成」については，代表的な 

事例を取り上げてその特色を捉えさせるようにすること。その際，こ 

の時代の文化の中に現在に結び付くものが見られることに気付かせる 

ようにすること。また，禅宗の文化的な影響についても触れること。 
おうにん 

「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。 

ウ (3)のアの(ｱ)の「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 
お  だ とよとみ 

ついても触れること。「織田・豊臣による統一事業」については，検地 

・刀狩などの政策を取り扱うようにすること。(3)のアの(ｲ)の「江戸幕 

府の対外政策と対外関係」については，オランダ，中国との交易のほか， 
りゅうきゅう 

朝鮮との交流や 琉 球 の役割，北方との交易をしていたアイヌについて 

取り扱うようにすること。その際，アイヌの文化についても触れること。 

「幕府と藩による支配」については，その支配の下に大きな戦乱のない 

時期を迎えたことなどに気付かせること。(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，藩校や寺子屋などによる「教育の普及」や社会的な「文化の広が 

り」と関連させて，現在との結び付きに気付かせるようにすること。(3) 
いっ き 

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観点から，代表的な事例 

を取り上げるようにすること。 

(5) 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「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，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」については，検地・刀狩などの政策を取り扱うようにすること。イ

 イ  の「鎖国下の対外関係」については，オランダ，中国との交易

のほか，  朝鮮との交流や琉球の役割，北方との交易をしていたアイヌ

について取 り扱うようにすること。「江戸幕府の政治の特色」については，

その支配 の下に大きな戦乱のない時期を迎えたことなど，それ以前の 

時代との違いに着目して考えさせるようにすること。 

ウウの「産業や交通の発達」については，身近な地域の特色を生かすよ  

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，藩校や寺子屋などによる「教育の普及」 

や社会的な「文化の広がり」と関連させて，現在との結び付きに気付 

かせるようにすること。 
いっ き 

エ 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観点から，代表的な事例を取 

り上げるようにすること。 

(6) 内容の(5)については，次のとおり取り扱うものとする。 (4) 内容のＣについては，次のとおり取り扱うものとする。 
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ア  (1)のアの(ｱ)の「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。「「アジア諸国の動き」  

  については，欧米諸国の進出に対するアジア諸国の対応と変容という  

  観点から，代表的な事例を取り上げるようにすること。(1)のアの(ｲ)  

  の「開国とその影響」については，(1)のアの(ｱ)の欧米諸国のアジア 

  進出と関連付けて取り扱うようにすること。「「富国強兵・殖産興業 

  政策」については,この政策の下に新政府が行った，廃藩置県，学制 

  ・兵制・税制の改革，身分制度の廃止，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「明治維新」については，複雑な国際情 

  勢の中で独立を保ち，近代国家を形成していった政府や人々の努力に 

  気付かせるようにすること。 

 (1)のアの(ｳ)の「日清・日露戦争」については，このころの大陸との   

 関係を踏まえて取り扱うようにすること。「「条約改正」については  

 ，当時の国内の社会状況や国際情勢との関わりを踏まえて，欧米諸国 

 と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，その歴史上の意義や現代の政治とのつながりに気付かせる 

 ようにすること。 

 (1)のアの(ｴ)の「近代文化」については，伝統的な文化の上に欧米文  

 化を受容して形成されたものであることに気付かせるようにすること  

 。(1)のアの(ｵ)の「第一次世界大戦」については，世界に戦渦が広が  

 った背景や，日本の参戦，ロシア革命なども取り上げて，世界の動   

 きと我が国との関連を踏まえて取り扱うようにすること。「我が国の 

 国民の政治的自覚の高まり」については，大正デモクラシーの時期  

 の政党政治の発達，民主主義的な思想の普及，社会運動の展開を取    

 り扱うようにすること。(1)のアの(ｶ)については，国際協調と国際 

 平和の実現に努め ることが大切であることに気付かせるようにする  

 こと。 

ア アの「市民革命」については欧米諸国における近代社会の成立とい 

う観点から，「産業革命」については工業化による社会の変化という観 

点から，「アジア諸国の動き」については欧米諸国の進出に対するアジ 

ア諸国の対応と変容という観点から，それぞれ代表的な事例を取り上 

げるようにすること。 

イ  イの「開国とその影響」については，アの欧米諸国のアジア進出と 

関連付けて取り扱うようにすること。「富国強兵・殖産興業政策」につ 

いては，この政策の下に新政府が行った，廃藩置県，学制・兵制・税 

制の改革，身分制度の廃止，領土の画定などを取り扱うようにするこ 

と。「新政府による改革の特色」については，欧米諸国とのかかわりや 

社会の近代化など，それ以前の時代との違いに着目して考えさせるよ 

うにすること。「 明治維新」については，複雑な国際情勢の中で独立

を 保ち，近代国家を形成していった政府や人々の努力に気付かせる

よう にすること。 

ウ  ウの「日清・日露戦争」については，このころの大陸との関係に着 

目させること。「「条約改正」については，欧米諸国と対等の外交関係

を 樹立するための人々の努力に気付かせるようにすること。「立憲制

の国 家が成立して議会政治が始まる」については，その歴史上の意

義や現 代の政治とのつながりに気付かせるようにすること。 

エ  エの「我が国の産業革命」については，イの「富国強兵・殖産興業 

政策」の下で近代産業が進展したことと関連させて取り扱い，都市や 

農山漁村の生活に大きな変化が生じたことに気付かせるようにするこ 

と。「近代文化」については，伝統的な文化の上に欧米文化を受容して 

形成されたものであることに気付かせるようにすること。 

オ  オの「第一次世界大戦」については，日本の参戦，ロシア革命など 

も取り上げて，世界の動きと我が国との関連に着目して取り扱うよう 

にすること。「我が国の国民の政治的自覚の高まり」については，大正 

デモクラシーの時期の政党政治の発達，民主主義思想の普及，社会運 

動の展開を取り扱うようにすること。 
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カ カについては，世界の動きと我が国との関連に着目して取り扱うと 

ともに，国際協調と国際平和の実現に努めることが大切であることに 

気付かせるようにすること。 

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，国民  

が苦難を乗り越えて新しい日本の建設に努力したことに気付かせるよう 

にすること。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的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。 

(7) 内容の(6)については，次のとおり取り扱うものとする。 

アアについては，国民が苦難を乗り越えて新しい日本の建設に努力し 

たことに気付かせるようにすること。「第二次世界大戦後の諸改革の特 

色」については，新たな制度が生まれたことなどに着目して考えさせ 

るようにすること。 

イ 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  

なる歴史的事象を取り扱うようにすること。 

〔公民的分野〕 

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， 

〔公民的分野〕 

１ 目 標 

(1)個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利と責任・義務の関係 

を広い視野から正しく認識させ，民主主義に関する理解を深めるととも 

に，国民主権を担う公民として必要な基礎的教養を培う。 

(2)民主政治の意義，国民の生活の向上と経済活動とのかかわり及び現代 

の社会生活などについて，個人と社会とのかかわりを中心に理解を深め， 

現代社会についての見方や考え方の基礎を養うとともに，社会の諸問題 

に着目させ，自ら考えようとする態度を育てる。 

(3)国際的な相互依存関係の深まりの中で，世界平和の実現と人類の福祉 

の増大のために，各国が相互に主権を尊重し，各国民が協力し合うこと 

が重要であることを認識させるとともに，自国を愛し，その平和と繁栄 

を図ることが大切であることを自覚させる。 

(4) 現代の社会的事象に対する関心を高め，様々な資料を適切に収集，選 

択して多面的・多角的に考察し，事実を正確にとらえ，公正に判断する 

とともに適切に表現する能力と態度を育てる。 

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 
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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 
かん 

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。 

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 

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み 

られることを理解させるとともに，それらが政治，経済，国際関係に 

影響を与えていることに気付かせる。また，現代社会における文化の 

意義や影響を理解させるとともに，我が国の伝統と文化に関心をもた 

せ，文化の継承と創造の意義に気付かせる。 

イ 現代社会をとらえる見方や考え方 

人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活における物 

事の決定の仕方，きまりの意義について考えさせ，現代社会をとらえ 

る見方や考え方の基礎として，対立と合意，効率と公正などについて 

理解させる。その際，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などに気付かせる。 

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 

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 
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(2) 私たちと経済 

ア 市場の働きと経済 

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価 

格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。 

また，現代の生産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，  

社会における企業の役割と責任について考えさせる。その際，社会生 

活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善について，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と関連付けて 

考えさせる。 

イ 国民の生活と政府の役割 

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防 

止など環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働き 

にゆだ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し 

ている役割について考えさせる。また，財源の確保と配分という観点 

から財政の役割について考えさせる。その際，租税の意義と役割につ 

いて考えさせるとともに，国民の納税の義務について理解させる。 

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。 

Ｂ 私たちと経済 

(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，判断力，表現力等を身に付けること。 

(ｱ) 個人や企業の経済活動における役割と責任について多面的・多角的 

に考察し，表現すること。 

(ｲ) 社会生活における職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善につ 

いて多面的・多角的に考察し，表現すること。 

(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，消費者の保護について，それらの意義を理解す 

- 61 - 



(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 

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させ，法 

の意義を理解させるとともに，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させ，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考えさせる。また，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の理解を深め，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させる。 

イ 民主政治と政治参加 

地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際，地方公共 

団体の政治の仕組みについて理解させるとともに，住民の権利や義務 

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。 

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 

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。 

(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 
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に関連させて，地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治 

意識の基礎を育てる。また，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させ，議会制民主主義の意義につ 

いて考えさせるとともに，多数決の原理とその運用の在り方について 

理解を深めさせる。さらに，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させ 

るとともに，民主政治の推進と，公正な世論の形成や国民の政治参加 

との関連について考えさせる。その際，選挙の意義について考えさせ 

る。 

(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 

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認識 

させ，国際社会における我が国の役割について考えさせる。その際，  

日本国憲法の平和主義について理解を深め，我が国の安全と防衛及び 

国際貢献について考えさせるとともに，核兵器などの脅威に着目させ，  

戦争を防止し，世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる。 

また，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させる。 

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。 

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 

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。 
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イ よりよい社会を目指して 

持続可能な社会を形成するという観点から，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探究させ，自分の考えをまとめ 

させる。 

(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。 

(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。 

３ 内容の取扱い 

(1) 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。 

ア 地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これ 

らの分野で育成された能力や態度が，更に高まり発展するようにする 

こと。また，社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，特 

定の内容に偏ることなく，分野全体として見通しをもったまとまりの 

ある学習が展開できるようにすること。 

イ 生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，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こと。その際，制度や仕組み 

の意義や働きについて理解を深めさせるようにすること。 

ウ 分野全体を通して，習得した知識を活用して，社会的事象について 

考えたことを説明させたり，自分の意見をまとめさせたりすることに 

より，思考力，判断力，表現力等を養うこと。また，考えさせる場合 

には，資料を読み取らせて解釈させたり，議論などを行って考えを深 

めさせたりするなどの工夫をすること。 

３ 内容の取扱い 

(1) 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。 

ア  地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用するとともに，これ 

らの分野で育成された資質・能力が，更に高まり発展するようにする 

こと。また，社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，特 

定の内容に偏ることなく，分野全体として見通しをもったまとまりの 

ある学習が展開できるようにすること。 

イ  生徒が内容の基本的な意味を理解できるように配慮し，現代社会の 

見方・考え方を働かせ，日常の社会生活と関連付けながら具体的事例 

を通して，政治や経済などに関わる制度や仕組みの意義や働きについ 

て理解を深め，多面的・多角的に考察，構想し，表現できるようにす 

ること。 

ウ 分野全体を通して，課題の解決に向けて習得した知識を活用して，  

事実を基に多面的・多角的に考察，構想したことを説明したり，論拠 

を基に自分の意見を説明，論述させたりすることにより，思考力，判 

断力，表現力等を養うこと。また，考察，構想させる場合には，資料 

を読み取らせて解釈させたり，議論などを行って考えを深めさせたり 

するなどの工夫をすること。 

エ 合意形成や社会参画を視野に入れながら，取り上げた課題について 
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(2) 内容の(1)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，現代社会の特色をとら 

えさせるようにすること。 

(ｲ) 「現代社会における文化の意義や影響」については，科学，芸術， 

宗教などを取り上げ，社会生活とのかかわりなどについて学習でき 

るように工夫すること。「我が国の伝統と文化」については，歴史的 

分野における学習の成果を生かして特色あるものを扱うこと。 

イ (1)については公民的分野の導入部として位置付け，ア，イの順で行 

うものとし，適切かつ十分な授業時数を配当すること。 

(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，身近で具体的な事例を取り上げ，個人や企業の経済 

活動が様々な条件の中での選択を通じて行われるという点に着目させ 

るとともに，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 

させること。その際，市場における取引が貨幣を通して行われている 

ことに気付かせること。 

構想したことを，妥当性や効果，実現可能性などを踏まえて表現でき 

るよう指導すること。 

オ 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。 

(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。 

(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)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

(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，個人や企業の経済活動が様々な条件の中での選択を通して行わ 

れていることや，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 

は，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こと。イの(ｲ)の「社会生活における 

職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改善」については，仕事と 

生活の調和という観点から労働保護立法についても触れること。 

イ (2)については，次のとおり取り扱うものとすること。 

- 65 - 



イ イの「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。「財政」については，少子高齢社会など 

現代社会の特色を踏まえて考えさせること。 

(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，少子高齢社会など現代社会の特色を踏まえて考察し， 

表現させること。 

(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(2)のアの(ｳ)の「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判  

員制度についても触れること。 

(4)内容の(3)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｱ) 調査や見学などを通して具体的に理解させること。 

(ｲ) 「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて，裁判員制度につ 

いても触れること。 

ア アについては，日常の具体的な事例を取り上げ，日本国憲法の基本 

的な考え方を理解させること。 

(5)内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(ｳ) 「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗及び国歌 

の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であるこ 

とを理解させ，それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 

(ｲ) 「世界平和の実現」については，領土(領海，領空を含む)，国家 

主権，主権の相互尊重，国際連合の働きなど基本的な事項を踏まえ 

て理解させるように留意すること。 

(ｴ) 国際社会における文化や宗教の多様性についても触れること。 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野との関連を図り，その学習の成果を生か 

す工夫を行うこと。 

イ イについては，次のとおり取り扱うものとすること。 

(5) 内容のＤ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) アの(ｱ)の「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で，国旗 

及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼で 

あることの理解を通して，それらを尊重する態度を養うように配慮 

すること。また，「「領土（領海，領空を含む。），国家主権」について 

は関連させて取り扱い，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向けて努力して 

いることや，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 

ないことなどを取り上げること。「国際連合をはじめとする国際機構 

などの役割」については，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ること。 

(ｲ) イの(ｱ)の「国際社会における我が国の役割」に関連させて，核兵 

器などの脅威に触れ，戦争を防止し，世界平和を確立するための熱 

意と協力の態度を育成するように配慮すること。また，国際社会に 

おける文化や宗教の多様性について取り上げること。 

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， 
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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。 

(ｱ) 身近な地域の生活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。 

(ｲ) イについては，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。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

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。 

(3) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにするため，基本的な事項・事 

柄を厳選して指導内容を構成するものとし，基本的な内容が確実に身に 

付くよう指導すること。また，生徒の主体的な学習を促し，課題を解決 

する能力を一層培うため，各分野において，第２の内容の範囲や程度に 

十分配慮しつつ事項を再構成するなどの工夫をして，適切な課題を設け 

て行う学習の充実を図るようにすること。 

(1)小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図ると 

ともに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展 

開するこの教科の基本的な構造に留意して，全体として教科の目標が達 

成できるようにする必要があること。 

(2)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と歴史 

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120単位時間，歴史的分野130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。 

（新設） 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

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，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 

図るようにすること。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。 

(2)小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的な関連を図ると 

ともに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を展 

開するこの教科の基本的な構造に留意して，全体として教科の目標が達 

成できるようにする必要があること。 

(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。 

(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。 
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(4) 第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１に示す道徳教育の目標に 

基づき，道徳の時間などとの関連を考慮しながら，第３章道徳の第２に 

示す内容について，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。 

２指導の全般にわたって，資料を選択し活用する学習活動を重視するとと 

もに作業的，体験的な学習の充実を図るようにする。その際，地図や年表 

を読みかつ作成すること，新聞，読み物，統計その他の資料に平素から親 

しみ適切に活用すること，観察や調査などの過程と結果を整理し報告書に 

まとめ，発表することなどの活動を取り入れるようにする。また，資料の 

収集，処理や発表などに当たっては，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し，指導に生かすことで，生徒が興味・関心をもっ 

て学習に取り組めるようにするとともに，生徒が主体的に情報手段を活用 

できるよう配慮するものとする。その際，情報モラルの指導にも配慮する 

ものとする。 

（新設） 

(5) 第１章総則の第１の２の(2)に示す道徳教育の目標に基づき，道徳科な 

どとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の第２に示す内容に 

ついて，社会科の特質に応じて適切な指導をすること。 

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)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。 

(2)情報の収集，処理や発表などに当たっては，学校図書館や地域の公共 

施設などを活用するとともに，コンピュータや情報通信ネットワークなど 

の情報手段を積極的に活用し，指導に生かすことで，生徒が主体的に調べ 

分かろうとして学習に取り組めるようにすること。その際，課題の追究や 

解決の見通しをもって生徒が主体的に情報手段を活用できるようにすると 

ともに，情報モラルの指導にも留意すること。 

(3)調査や諸資料から，社会的事象に関する様々な情報を効果的に収集し，  

読み取り，まとめる技能を身に付ける学習活動を重視するとともに，作業 

的で具体的な体験を伴う学習の充実を図るようにすること。その際，地図 

や年表を読んだり作成したり，現代社会の諸課題を捉え，多面的・多角的 

に考察，構想するに当たっては，関連する新聞，読み物，統計その他の資 

料に平素から親しみ適切に活用したり，観察や調査などの過程と結果を整 

理し報告書にまとめ，発表したりするなどの活動を取り入れるようにす 

ること。 

(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 
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と。 

３ 第２の内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の規定に 

基づき，適切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育 

を行うものとする。 

３ 内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の規定に基づき,  

適切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育を行うも 

のとする。 
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中学校学習指導要領新旧対照表【数学】 

改 訂 案 現 行（平成２０年告示・道徳改訂反映後） 

 

第３節 数 学 
 
 

第１ 目 標 

数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・ 

能力を次のとおり育成することを目指す。 

(1)数量や図形などについての基礎的な概念や原理・法則などを理解するとと 

もに，事象を数学化したり，数学的に解釈したり，数学的に表現・処理した 

りする技能を身に付けるようにする。 

(2)数学を活用して事象を論理的に考察する力，数量や図形などの性質を見い 

だし統合的・発展的に考察する力，数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭 

・的確に表現する力を養う。 

(3)数学的活動の楽しさや数学のよさを実感して粘り強く考え，数学を生活 

や学習に生かす態度，問題解決の過程を振り返って評価・改善する態度を 

養う。 

 
 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 

１ 目 標 

(1) 正の数と負の数，文字を用いた式と一元一次方程式，平面図形と空間 

図形，比例と反比例，データの分布と確率などについての基礎的な概念 

や原理・法則などを理解するとともに，事象を数理的に捉えたり，数学 

的に解釈したり，数学的に表現・処理したりする技能を身に付けるよう 

にする。 

(2) 数の範囲を拡張し，数の性質や計算について考察したり，文字を用い 

 

第３節 数 学 
 
 

第１ 目 標 

数学的活動を通して，数量や図形などに関する基礎的な概念や原理・法則につ 

いての理解を深め，数学的な表現や処理の仕方を習得し，事象を数理的に考察し 

表現する能力を高めるとともに，数学的活動の楽しさや数学のよさを実感し，そ 

れらを活用して考えたり判断したりしようとする態度を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年〕 

１ 目 標 

(1)数を正の数と負の数まで拡張し，数の概念についての理解を深める。ま 

た，文字を用いることや方程式の必要性と意味を理解するとともに，数量 

の関係や法則などを一般的にかつ簡潔に表現して処理したり，一元一次方 

程式を用いたりする能力を培う。 

(2)平面図形や空間図形についての観察，操作や実験などの活動を通して，  

図形に対する直観的な見方や考え方を深めるとともに，論理的に考察し表 
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現する能力を培う。 

(3)具体的な事象を調べることを通して，比例，反比例についての理解を深 

めるとともに，関数関係を見いだし表現し考察する能力を培う。 

(4)目的に応じて資料を収集して整理し，その資料の傾向を読み取る能力を 

培う。 

２ 内 容 

Ａ 数と式 

(1) 具体的な場面を通して正の数と負の数について理解し，その四則計算が 

できるようにするとともに，正の数と負の数を用いて表現し考察すること 

ができるようにする。 

ア 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。 

ウ 正の数と負の数の四則計算をすること。 

エ 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりするこ 

と。 

イ小学校で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則  

計算の意味を理解すること。 

(2) 文字を用いて数量の関係や法則などを式に表現したり式の意味を読み取 

ったりする能力を培うとともに，文字を用いた式の計算ができるようにす 

る。 

ア 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。 

イ 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。 

ウ 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。 

エ 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができることを理 

て数量の関係や法則などを考察したりする力，図形の構成要素や構成の仕 

方に着目し，図形の性質や関係を直観的に捉え論理的に考察する力，数量 

の変化や対応に着目して関数関係を見いだし，その特徴を表，式，グラフ 

などで考察する力，データの分布に着目し，その傾向を読み取り批判的に 

考察して判断したり，不確定な事象の起こりやすさについて考察したりす 

る力を養う。 

(3) 数学的活動の楽しさや数学のよさに気付いて粘り強く考え，数学を生 

活や学習に生かす態度，問題解決の過程を振り返って検討する態度，多 

面的に捉え考える態度を養う。 

２ 内 容 

Ａ 数と式 

(1)正の数と負の数について，数学的活動を通して，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) 正の数と負の数の必要性と意味を理解すること。 

(ｲ) 正の数と負の数の四則計算をすること。 

(ｳ) 具体的な場面で正の数と負の数を用いて表したり処理したりするこ 

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) 算数で学習した数の四則計算と関連付けて，正の数と負の数の四則 

計算の方法を考察し表現すること。 

(ｲ) 正の数と負の数を具体的な場面で活用すること。 

(2)文字を用いた式について，数学的活動を通して，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) 文字を用いることの必要性と意味を理解すること。 

(ｲ) 文字を用いた式における乗法と除法の表し方を知ること。 

(ｳ) 簡単な一次式の加法と減法の計算をすること。 

(ｴ) 数量の関係や法則などを文字を用いた式に表すことができること 
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解し，式を用いて表したり読み取ったりすること。 

(3) 方程式について理解し，一元一次方程式を用いて考察することができる 

ようにする。 

ア方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解するこ  

と。 

ウ簡単な一元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用する  

こと。 

イ 等式の性質を基にして，方程式が解けることを知ること。 

を理解し，式を用いて表したり読み取ったりすること。 

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) 具体的な場面と関連付けて，一次式の加法と減法の計算の方法を考 

察し表現すること。 

(3) 一元一次方程式について，数学的活動を通して，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) 方程式の必要性と意味及び方程式の中の文字や解の意味を理解する 

こと。 

(ｲ) 簡単な一元一次方程式を解くこと。 

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) 等式の性質を基にして，一元一次方程式を解く方法を考察し表現す 

ること。 

(ｲ) 一元一次方程式を具体的な場面で活用すること。 

〔用語・記号〕 

符号 絶対値 項 係数 移項 ≦ ≧ 自然数 素数 

Ｂ 図 形 

ウ簡単な一元一次方程式を解くこと及びそれを具体的な場面で活用する  

こと。（再掲） 

〔用語・記号〕 

(新設：「素数」の追加） 

自然数 符号 絶対値 項 係数 移項 ≦ ≧ 

Ｂ 図 形 

(1) 観察，操作や実験などの活動を通して，見通しをもって作図したり図形 

の関係について調べたりして平面図形についての理解を深めるとともに，  

論理的に考察し表現する能力を培う。 

ア角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線などの基本的な作図の方法  

を理解し，それを具体的な場面で活用すること。 

イ平行移動，対称移動及び回転移動について理解し，二つの図形の関係  

について調べること。 

(1) 平面図形について，数学的活動を通して，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) 角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線などの基本的な作図の方 

法を理解すること。 

(ｲ) 平行移動，対称移動及び回転移動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) 図形の性質に着目し，基本的な作図の方法を考察し表現すること。 

(ｲ) 図形の移動に着目し，二つの図形の関係について考察し表現するこ 

と。 

イ平行移動，対称移動及び回転移動について理解し，二つの図形の関係  

について調べること。（再掲） 
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(ｳ) 基本的な作図や図形の移動を具体的な場面で活用すること。 ア角の二等分線，線分の垂直二等分線，垂線などの基本的な作図の方法  

を理解し，それを具体的な場面で活用すること。（再掲） 

(2) 観察，操作や実験などの活動を通して，空間図形についての理解を深め 

るとともに，図形の計量についての能力を伸ばす。 

ア 空間における直線や平面の位置関係を知ること。 
すい 

ウ 扇形の弧の長さと面積並びに基本的な柱体，錐体及び球の表面積と体 

積を求めること。 

イ 空間図形を直線や平面図形の運動によって構成されるものととらえた 

り，空間図形を平面上に表現して平面上の表現から空間図形の性質を読 

み取ったりすること。 

(2) 空間図形について，数学的活動を通して，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) 空間における直線や平面の位置関係を知ること。 
すい 

(ｲ) 扇形の弧の長さと面積，基本的な柱体や錐体，球の表面積と体積を 

求めること。 

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) 空間図形を直線や平面図形の運動によって構成されるものと捉えた 

り，空間図形を平面上に表現して平面上の表現から空間図形の性質を 

見いだしたりすること。 

(ｲ) 立体図形の表面積や体積の求め方を考察し表現すること。 

〔用語・記号〕 

弧 弦 回転体 ねじれの位置 π // ⊥ ∠ △ 

Ｃ 関 数 

〔用語・記号〕 

弧 弦 回転体 ねじれの位置 π // ⊥ ∠ △ 

Ｃ 関 数 

(1) 具体的な事象の中から二つの数量を取り出し，それらの変化や対応を調 

べることを通して，比例，反比例の関係についての理解を深めるとともに，  

関数関係を見いだし表現し考察する能力を培う。 

ア 関数関係の意味を理解すること。 

イ 比例，反比例の意味を理解すること。 

ウ 座標の意味を理解すること。 

エ 比例，反比例を表，式，グラフなどで表し，それらの特徴を理解する 

(1) 比例，反比例について，数学的活動を通して，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) 関数関係の意味を理解すること。 

(ｲ) 比例，反比例について理解すること。 

(ｳ) 座標の意味を理解すること。 

(ｴ) 比例，反比例を表，式，グラフなどに表すこと。 

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) 比例，反比例として捉えられる二つの数量について，表，式，グラ 

フなどを用いて調べ，それらの変化や対応の特徴を見いだすこと。 

(ｲ) 比例，反比例を用いて具体的な事象を捉え考察し表現すること。 

〔用語・記号〕 

関数 変数 変域 

こと。 

エ比例，反比例を表，式，グラフなどで表し，それらの特徴を理解する  

こと。（再掲） 

オ 比例，反比例を用いて具体的な事象をとらえ説明すること。 

〔用語・記号〕 

関数 変数 変域 
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