
社会科指導計画・評価計画（第６学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

自分たちの身のまわりに，昔の人々
の暮らしや社会の様子を知る手が
かりが多くあることに気づき，暮らし
や社会の様子の変化を調べていく
意欲をもつことができるようにする。

歴史探検に出かけよう
○身近な地域に残っている，昔の人々の暮
らしや社会の様子を知る手がかりとなる遺
跡や行事などについて調べる。
◆遺跡や石碑，建造物等が伝えている昔の
社会の様子や人々の暮らしの様子。
①4～5ページの地図や写真から，自分たち
の身のまわりにも，昔の人々の暮らしや世
の中の様子を知る手がかりが残されている
ことをつかむ。
②地域に残されているものについて，いつ
ごろのものか，どのような昔を伝えるものか
を調べる。
③調べたことを出し合い，自分たちの暮らす
社会がどのようにつくられてきたのかに関
心をもつ。

○ ○

【関】身近な地域に残さ
れている遺跡や建造物，
行事などから，昔の人々
の暮らしや社会の様子に
関心をもち，意欲的に調
べようとする行動が見ら
れる。

【技】身のまわりに残さ
れた遺跡や建造物がいつ
ごろのもので、どのよう
な昔の様子を伝えるもの
か調べてメモしている。

社会見学・北斗遺跡
(4時間分）

2

想像図や出土物などから，縄文時
代の暮らしの様子をとらえるととも
に，弥生時代の想像図と比較するこ
とで，暮らしの変化・発展の様子に
気づくことができるようにする。

大昔の暮らしをさぐろう
○「狩りや漁をしていたころの様子」「米づく
りが広まったころの様子」の想像図を読み
取ったり，比較したりして，気づいたことや疑
問点について話し合う。
◆大昔の人々が，狩りや漁，採集を行って
暮らしていたことや，そうした暮らしの様子
が変化していくこと①「狩りや漁をしていたこ
ろの様子」の想像図から，人々がどのような
暮らしをしていたのかを読み取る。
②８ページの写真や記述から，当時の人々
の暮らしについて調べる。
③「米づくりが広まったころの様子」の想像
図から，人々がどのような暮らしをしていた
のかを読み取る。
④２枚の想像図を比較して，何が変化して
いるかを話し合い，それはなぜかを予想す
る。

○ ○

【関】２枚の想像図や写
真などから，当時の暮ら
しの様子に関心をもち，
自分の調べたいことを見
つけメモしている。

【技】２枚の想像図から
人々の暮らしやむらの様
子を読み取ったり，２枚
を比べて変化を見つけ出
したりしてノートに書き
こんでいる。

1

２枚の想像図の読み取りからわ
かったことや疑問点を話し合い，
大昔の暮らしの変化・発展の様
子について学習問題を設定する
ことができるようにする。

学習問題をつくり，学習の見通しを立てよう
○２枚の想像図の読み取りから，大昔の
人々の暮らしの変化について学習問題を設
定し，解決していくための方法をつかむ。
①２枚の想像図の読み取りからわかったこ
とや考えたこと，知りたいことを話し合い，学
習問題をつくる。
②学習問題に対する予想を出し合いなが
ら，大昔の暮らしについて調べていく見通し
をもつ。
③学習問題を解決していくための方法（調
べる・まとめる・深める）をつかむ。

○

【思】大昔の人々の暮ら
しの変化について調べる
ための学習問題を考え，
ノートに表している。

1

登呂のむらの想像図などから，米づ
くりの方法やそれに使われた道具，
大陸から伝わった技術について調
べ，農耕によって人々の暮らしがど
のように変わったかをつかむことが
できるようにする。

米づくりが始まる
○米づくりの様子の想像図や，田げた，石
包丁などの写真から，この時代の米づくり
の方法や作業の特徴をつかみ，米づくりに
よってどのように暮らしが変わったのかを考
える。
◆米づくりが始まって，人々は集まって定住
し，共同で作業を行うようになったこと。①米
づくりの様子の想像図や，田げた，石包丁
などの写真から，この時代の米づくりの方
法や作業の特徴をつかむ。
②米づくりをするために，人々の暮らし方が
どのように変わったのかを考える。
③米づくりが始まったことで、人々の暮らし
にどのような変化が現れたかについてまと
める。

○
【知】米づくりが人々の暮らし
にあたえた影響について理
解し、ノートにまとめている。

1

吉野ヶ里遺跡の様子などから，首長
の登場や戦いの様子などを調べ，
むらからくにへと大きく変化していく
社会の動きをとらえることができるよ
うにする。

むらからくにへ
○吉野ヶ里遺跡やそこからの出土物，邪馬
台国などについて調べ，むらからくにへと移
り変わったころの変化の様子をつかむ。
◆米づくりが定着すると，むらの規模に差が
生じ争いも生まれてきたこと。そうした中か
ら，ほかのむらを従える指導者が王となり，
くにがつくられるようになったこと。①吉野ヶ
里遺跡の写真や10～11ページの想像図か
ら，大規模な集落が生まれたころの様子を
読み取る。
②どのようにしてむらからくにへと移行した
のか，それにともなってどんな変化があった
のかについて考える。
③邪馬台国のコラムなどから，王に率いら
れたくにの様子をつかむ。

○

【思】むらの様子とそこからの
出土物とを関係づけて，むら
の変化について考えノートに
表している。

4

単元名 １　日本の歴史（第１小単元　国づくりへの歩み：９時間)

単
元
目
標

○我が国の歴史上の主な事象を学ぶことを通して，国家・社会の発展に大きなはたらきをした先人の業績や優れた文化遺産について興味・関心と理解を深める。
○我が国の歴史や伝統を大切にし，国を愛する心情を育てる。



1

大仙古墳の規模や前方後円墳の広
がり，そこからの出土物を調べ，だ
れが，どのような目的で巨大な古墳
をつくったのか，各地の豪族と朝廷
がどのような関係だったのかを考
え，大和朝廷の支配が全国に広
がったことを理解することができるよ
うにする。

巨大古墳と大王
○写真から，巨大な古墳をつくることができ
る力をもつ人々が現れたことをつかみ，前
方後円墳の分布や出土したものを調べて，
朝廷の支配の広がりと各地の豪族との関係
を考える。
◆各地で強い勢力をもつ豪族が現れ，これ
らの豪族たちが連合して大和朝廷をつくり，
大王の支配が広い範囲におよぶようになっ
たこと。①大仙古墳の大きさを調べ，身近な
ものと比較するなどして規模を実感する。
②だれが，どのような目的で巨大古墳をつ
くったのか話し合う。
③前方後円墳の分布の様子や出土した鉄
剣・鉄刀から，朝廷の支配の広がりと豪族と
の関係を考える。

○

【知】前方後円墳の分布
の様子や出土物から，大
和朝廷と地方豪族の関係
をとらえ，国土が統一さ
れてきたことを理解し
ノートにまとめている。

1

古墳がつくられる様子を調べ，古墳
をつくらせた人物が強大な権力と富
をもっていたことや，古墳の造営に
は大陸からの渡来人が大きな役割
を果たしたことをつかむことができる
ようにする。

古墳をつくった人々
○古墳づくりの様子の想像図を読み取り，
大勢の人や大量の物資，高度な技術が必
要であることをつかみ，豪族の力の大きさ
や大陸からの技術の果たした役割を考え
る。◆巨大古墳は，大きな力や富，大陸の
進んだ技術を用いてつくられたこと。
①想像図から，大勢の人々がさまざまな作
業に取り組んでいることを読み取る。
②古墳造営の困難さについて話し合い，大
規模な作業が組織的に行われていたことを
つかむ。
③古墳造営に必要な高度の技術が，渡来
人によって伝えられたことをつかむ。
④「まとめる」（P21）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【思】古墳造営の具体的な作
業と，それを行った豪族の権
力の大きさとを結びつけて
ノートに表している。

9

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

遣唐使について調べ，大陸の政治
や文化に学びながら進められていっ
た日本の国づくりについて学習問題
を設定することができるようにする。

命がけの航海
○遣唐使について調べ，日本が長期間に
わたって使節を送った理由を考え，学習問
題を設定する。
◆日本から中国へ何度も遣唐使が派遣さ
れ，使節は命がけの航海をして大陸を目ざ
したこと。
①遣唐使船の航海について調べ，多くの困
難を乗り越えて大陸を目ざしていたことをつ
かむ。
②遣唐使がどのような目的で大陸を目めざ
したのか，何を持ち帰ったのかを調べる。
③日本の国づくりと大陸の文化の関係を考
え，このころの日本の国づくりについて学習
問題をつくる。

○ ○

【関】遣唐使派遣の様子に関
心をもち，その苦労や果たし
た役割について意欲的に調
べようとしている。

【思】遣唐使派遣の目的を考
え，日本の国づくりと大陸と
の関係を調べていく学習問
題を考え，ノートに表してい
る。

1

聖徳太子の考えや太子が行った政
治の特色を調べ，太子が天皇中心
の国づくりを進めたことや，太子の
理想がその後も引き継がれていった
ことを理解することができるようにす
る。

聖徳太子の理想
○聖徳太子について調べ，どのような国づく
りを目ざしていたのか，太子の理想がその
後の政治にどのような影響をあたえたのか
を考える。
◆聖徳太子が，天皇中心の国づくりを目ざ
して十七条の憲法や冠位十二階をつくり，
大陸から進んだ政治のしくみや文化を取り
入れようとしたこと。
①聖徳太子がどのような立場の人だったの
かを調べ，何を目ざし，どのようなことを行っ
たのかを調べる。
②聖徳太子が目ざした国づくりと，大陸の政
治や文化との関係を考える。
③聖徳太子の業績と，その後の政治にあた
えた影響について考える。

○
【知】聖徳太子の業績から，
太子が目ざした国づくりにつ
いて理解しノートにまとめて
いる。

1

平城京の様子や木簡に記されてい
たことがらを通して，都の暮らしとそ
れを支えた各地の人々の暮らしを，
都と地方のつながりからとらえること
ができるようにする。

木簡からよみがえる人々の暮らし
○平城京の様子や木簡に書かれていること
などを調べ，都と地方の関係について考え
る。◆平城京と各地をつなぐ中央集権のしく
みがつくられ，都の人々の暮らしを支える生
産物が各地から届けられるようになったこ
と。①木簡に書かれていることから，木簡が
何に使われたのかを考える。
②貴族と庶民の食事を比べて，木簡から想
像したこととのつながりを考える。
③都と地方との関係について話し合い，中
央集権の国家体制が整備されていったこと
をとらえる。

○

【思】木簡からわかるこ
とと，各地から運ばれた
生産物の地図からわかる
ことを関連づけて，都と
地方の関係を考えノート
に表している。

1

大仏づくりの様子やその背景につい
て調べ，大仏造営が国家をあげて
の事業であったことや，大陸から伝
わった技術に支えられていたことな
どをとらえることができるようにす
る。

聖武天皇と大仏づくり
○大仏づくりについて調べ，大仏がつくられ
た意味を考えることを通じて，中央集権のし
くみが整えられていったことをとらえる。◆天
皇が大きな力で全国を支配するしくみが整
えられ，大仏造営や国分寺の建設が進めら
れたこと。①大仏の大きさや大仏づくりの様
子から，大仏造営の経緯や目的を調べる。
②聖武天皇・行基・大仏づくりにたずさわっ
た民衆などの立場から，大仏づくりの意味
を考え，話し合う。
③国をあげての大事業が行われたことや，
国分寺の分布図などから，中央集権の国家
のしくみが整えられたことをつかむ。

○

【知】大仏造営や国分寺の建
立などの国家的事業を通し
て，中央集権の国家のしくみ
が成立したことを理解しノー
トにまとめている。

4

5

単元名 １　日本の歴史（第２小単元　大陸に学んだ国づくり：１０時間)



1

鑑真が来日した経緯や正倉院の宝
物などから，大仏が完成したころの
日本とアジアの国々との交流とその
影響について考えることができるよ
うにする。

海をこえた人やもの
○鑑真が来日した経緯や正倉院の宝物な
どを調べ，日本の国づくりとアジアの国々と
のかかわりについて考える。
◆日本は，中国との交流を通してアジアの
国々の文化の影響を受けていること。
①鑑真が来日した経緯から，鑑真の思いや
日本に招いた人々の願いを考える。
②22～23ページもふり返りながら，遣唐使
たちが果たした役割について考える。
③大仏の開眼式の様子や正倉院宝物など
から，日本とアジアの国々とのつながりにつ
いて考える。

○

【思】日本の国づくりと
アジアの国々とのかかわ
りについて，正倉院の宝
物と外国から出土した
品々との比較からわかる
ことと関連づけて考えて
ノートに表している。

1

貴族の屋敷の想像図や今に受け継
がれている文化の様子から，貴族の
暮らしの特色をつかみ，貴族が栄え
たころの政治について理解すること
ができるようにする。

藤原道長と貴族の暮らし
○貴族の屋敷や暮らしの様子について調
べ，貴族の栄えたころの政治の様子をつか
む。
◆貴族が力をもって政治の中心をになうよ
うになり，貴族の暮らしの中から，今につな
がる文化も生まれてきたこと。
①貴族の屋敷の想像図から，貴族の暮らし
の様子を読み取る。
②藤原氏が行った政治を調べ，貴族の時代
の社会の様子をつかむ。
③貴族の時代の文化や社会の特色をつか
み，現在にも受け継がれているものがある
ことに気づく。

○

【技】想像図から，貴族
の暮らしの様子を読み取
りノートに書き込んでい
る。

1

大和絵やかな文字の成立などにつ
いて調べ，貴族の暮らしの中から，
新しい日本風の文化が生まれたこと
を理解することができるようにする。

日本独自の文化が生まれる
○大和絵やかな文字を手がかりに，貴族の
時代に生まれた文化を調べ，日本独自の文
化がつくられたことをつかむ。◆大陸の文化
の強い影響のもとで発達してきた日本で，
それらを消化・吸収した，日本固有の文化
が形づくられたこと。
①大和絵やかな文字などを手がかりにし
て，貴族の時代に生まれた文化について調
べる。
②「源氏物語」「枕草子」などを通して，貴族
の世の中で生まれた文化が現代まで続くよ
さをもっていることをつかむ。
③大陸の文化を消化・吸収して，日本独自
の文化様式がつくられたことを理解する。
④「まとめる」（P35）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【知】貴族の時代に，大
陸の文化を消化・吸収し
た日本風の文化が生まれ
たことを理解しノートに
まとめている。

2

歴史新聞づくりを通して，学習したり
興味をもったりした歴史上の人物や
ことがらを調べ，自分の考えも入れ
ながら表現することができるようにす
る。

新聞づくりを通して歴史の見方を深めよう
○これまでの学習をふり返り，題材を選ん
で歴史新聞をつくる。さらに，それらを交流
させて，考えを深める。
①作品例や本文記述を参考にして歴史新
聞のつくりかたを理解し，自分が書きたい題
材を決める。
②これまでの学習をふり返りながら新聞の
構成を考え，必要に応じて新しく調べなが
ら，記事や資料をつくる。
③作品を発表し合い，お互いに批評したり
内容を補ったりすることを通して，学習を深
める。

○ ○

【技】自分が決めた題材
に沿って必要な情報を集
め，それらを吟味・再構
成して新聞づくりにいか
している。

【思】学習したことを再
構成して記事を作成した
り，作品をもとに友だち
と意見を交流させたりし
て，歴史に対する見方を
深めている。

10

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

武士の館の想像図から，武士がど
のような暮らしをしていたのかを読
み取り，武士が力をもつ世の中につ
いて調べていく学習問題を設定する
ことができるようにする。

武士が現れる
○武士の館の想像図から，武士の暮らしの
様子を読み取り，武士の世の中について調
べていく学習問題をつくる。
◆武芸を身につけ，一族とともに領地をおさ
めている武士が，各地で力をつけてきたこ
と。①武士の館の想像図から，武士の暮ら
しの様子を読み取る。
②館とその周辺に住んでいる人々の関係に
ついて考える。
③貴族の暮らしの様子との違いにも着目し
ながら，武士が活躍した世の中について調
べていく学習問題をつくる。

○ ○

【関】武士の館の想像図
から，武士の暮らしの様
子に関心をもち，調べた
いことを見つけようとし
ている。

【思】武士が現れて世の
中がどのように変わって
いったのかについて調べ
ていく学習問題を考え，
ノートに表している。

1
源氏と平氏の戦いを調べ，武士が
力をもってきた経緯をつかむことが
できるようにする。

源氏と平氏が戦う
○源平の戦いの経緯を調べ，武士がどのよ
うにして力をもつようになったのかを考え
る。
◆武士の中で源氏と平氏が力をのばし，戦
いの結果，源氏が平氏を滅ぼしたこと。
①源氏と平氏の戦いを時系列で整理しなが
ら、それぞれの戦いの経緯やエピソードを
調べる。
②源氏と平氏の戦いの結果，源氏が勝利し
て武士が政権を握るまでの流れをつかむ。
③武士が力をもつようになった背景をまと
め，武士がどのような政治を目ざしたのか
予想する。

○

【知】平氏の隆盛から源
平の戦いを経て，武士が
力をつけていった経緯を
つかみノートにまとめて
いる。

5

6

単元名 １　日本の歴史（第３小単元　武士の政治が始まる：４時間)



1

「ご恩と奉公」に象徴される幕府と御
家人の関係や，鎌倉幕府のしくみに
ついて理解することができるように
する。

幕府を開いた源頼朝
○鎌倉の地形的特徴や，幕府と御家人の
関係を調べ，武士による政治のしくみにつ
いて考える。◆源頼朝が鎌倉に幕府を開い
て武士の政治を始め，幕府と御家人は土地
を仲立ちとしてつながっていたこと。武士の
力が朝廷をしのぐようになったこと。①鎌倉
の地形的な特徴を読み取り，これまでの政
治の中心との違いを考える。
②「ご恩と奉公」「いざ鎌倉」という言葉を手
がかりに，幕府と御家人の関係について話
し合う。
③幕府の政治のしくみや朝廷との関係を調
べ，鎌倉時代の特徴を考える。

○

【技】鎌倉周辺の土地の様子
を読み取り，その特徴と，頼
朝が鎌倉に幕府を開いたこ
とのつながりを考えノートに
書き込んでいる。

1

元との戦いを調べ，武士が何を求め
てどのように戦ったのか，その結
果、幕府と御家人の関係がどのよう
に変わったのかをつかむことができ
るようにする。

元との戦い
○元との戦いの様子を調べ，この戦いが幕
府にどのような影響をあたえたのかを考え
る。◆元との２度の戦いの結果，「ご恩と奉
公」の関係がくずれ，鎌倉幕府がおとろえて
いったこと。①元軍と日本の武士との戦い
の様子を読み取る。
②武士は何を求めて戦ったのか，幕府はど
のように対応したのかを調べる。
③元との戦いのあと，幕府と御家人との関
係がどうなっていったのかをまとめる。
④「まとめる」（P46）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【思】幕府の力がおとろえて
いった理由を，幕府と御家人
の関係とかかわらせて考え
てノートに表している。

4

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

室町時代の建造物について調べ，
この時代に生まれた文化に関心をも
ち，学習問題を設定することができ
るようにする。

書院造の部屋
○書院造の写真を見て気づいたことを話し
合い，金閣・銀閣について調べ，学習問題
をつくる。
◆室町時代には書院造の部屋がつくられ，
足利義満・義政によって金閣・銀閣が建てら
れたこと。
①書院造の写真を見て気づいたことを話し
合う。
②金閣・銀閣について調べる。
③室町時代に生まれた文化について調べ
る学習問題をつくり，学習計画を立てる。

○ ○

【関】室町時代の文化に
関心をもち、代表的な建
造物について進んで調べ
ようとしている。
【思】室町時代にはどの
ような文化が生み出され
たのかについて学習問題
を考え，ノートに表して
いる。

1

水墨画や茶の湯、生け花について
調べ、その特徴を理解するととも
に，現在の暮らしとのつながりを考
えることができるようにする。

簡素で静かな美しさ
○室町時代に盛んになった水墨画や茶の
湯、生け花などについて調べる。
◆室町時代には雪舟によって日本風の水
墨画が完成され、茶の湯や生け花なども盛
んになったこと。
①「天橋立図」を見て，感じたことを話し合
う。
②雪舟がどのように水墨画を完成させて
いったのかを調べる。
➂茶の湯，生け花はどのようなもので，どの
ように盛んになったのかを調べる。
④室町時代の文化が現代まで受け継がれ
てきた意味を考える。

○ ○

【技】資料から水墨画の
特徴を読み取り，ノート
に書き込んでいる。
【知】水墨画や茶の湯，
生け花の特徴を理解し
ノートにまとめている。

1

室町時代に生まれた能や狂言につ
いて調べ，その特徴を理解するとと
もに，この時代の文化が伝統芸能
や行事の中に受け継がれていること
に気づくことができるようにする。

暮らしの中から生まれた文化
○能や狂言について調べ，室町時代の文
化と現代の暮らしとのつながりを考え，表現
する。◆田楽や猿楽が能や狂言に発展した
こと。室町時代の文化は，現代の暮らしの
中に受け継がれていること。
①「月次風俗図屏風」と「壬生の花田植」の
資料を見て，気づいたことを話し合う。
②新しい文化を生み出す背景となった室町
時代の社会の様子をつかむ。
③「まとめる」（P53）も活用して，本単元の学
習をまとめ，室町時代に生まれた文化がど
のように受け継がれてきているのかを考え
る。

○

【思】室町時代に生まれ
た文化と現代の暮らしと
のつながりについて考
え，ノートに表してい
る。

3

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

2

戦国時代の戦いの様子に関心をも
ち，時代背景を理解するとともに，全
国統一がどのように進められていく
のかについて学習問題を設定する
ことができるようにする。

戦国の世の中
○長篠の戦いの絵図から気づいたことを話
し合い，戦国の世の中になった経緯を調べ
て，学習問題をつくる。
◆応仁の乱の後，日本は戦国の世の中に
なり，ポルトガル人が伝えた鉄砲が戦いに
使われるようになったこと。①長篠の戦いの
絵図を読み取り，気づいたことを発表する。
②教科書の文章や資料から，戦国の世の
中になった経緯や，当時の様子を調べる。
③戦国の世の中がこの後どのようになって
いくのか話し合う。
④全国統一がどのように進められていくの
かについて学習問題をつくり，学習計画を
立てる。

○ ○

【関】長篠の戦いの絵図
を読み取り，気づいたこ
とや疑問に思ったことを
進んで発表している。

【思】戦国の世の中に
なった経緯をつかみ，こ
の後どのようになってい
くのかについて学習問題
を考え，ノートに表して
いる。

6

6

6

単元名 １　日本の歴史（第４小単元　今も受けつがれる室町文化：３時間)

単元名 １　日本の歴史（第５小単元　全国統一への動き：５時間)



1
織田信長が行った政治を調べ，全
国統一に向けて信長が果たした役
割を考えることができるようにする。

勢力を広げた織田信長
○信長が全国統一を目ざして行った業績を
調べ，当時の人々の思いや信長の果たした
役割を考える。
◆信長は，対抗勢力を武力で抑え込みなが
ら，商工業を盛んにしたりキリスト教を保護
したりするなど，新しい考え方で政治を進め
たこと。
①信長はどのようにして全国統一を進めよ
うとしていたのかを調べる。
②当時の人々が信長のことをどのように
思っていたかを，調べたことを根拠にして考
える。
③信長の行ったことをまとめ，全国統一に

○

【技】教科書や資料を活
用して，信長の業績につ
いて調べ，ノートに書き
込んでいる。

1
豊臣秀吉が行った政治を調べ，全
国統一に向けて秀吉が果たした役
割を考えることができるようにする。

全国を統一した豊臣秀吉
○秀吉が全国統一を目ざして行った業績を
調べ，当時の人々の思いや秀吉の果たした
役割を考える。
◆秀吉は信長の政治を引き継いで全国統
一を達成し，検地や刀狩の政策を進めたこ
と。
①秀吉はどのようにして全国統一を進めよ
うとしていたのかを調べる。
②当時の人々が秀吉のことをどのように
思っていたかを、調べたことを根拠にして考
える。
③秀吉の行ったことをまとめ，全国統一に
果たした役割を考える。

○

【知】全国を統一した秀
吉が，どのような社会の
しくみをつくったのかを
理解しノートにまとめて
いる。

7 1

徳川家康が行った政治を調べ，３人
の政治の進め方を比較しながらそ
れぞれの特徴を理解することができ
るようにする。

江戸に幕府を開いた徳川家康
○家康が江戸幕府を開くまでの経緯を調
べ，信長・秀吉・家康の政治をまとめる。◆
家康が豊臣方の大名を破り，江戸幕府を開
いたこと①家康がどのようにして江戸幕府
を開いたのかを調べる。
②家康がどのような政治を目ざしていたの
かを考える。
③「まとめる」（P63）も活用して，本単元の学
習をまとめ，信長・秀吉・家康の政治につい
てまとめる。
。

○
【思】３人の政治の特徴
を比較しながら，それぞ
れが全国統一に果たした
役割について考え，ノー
トに表している。

5

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

大名行列の想像図から，幕府と大
名，町や村の人々との関係について
予想を立て，江戸幕府の政治のしく
みや社会の様子について調べていく
学習問題を設定することができるよ
うにする。

江戸を目ざす行列
○大名行列の想像図を読み取り，大名行列
が行われるようになった理由を考え，江戸
幕府の政治のしくみや社会の様子について
学習問題をつくる。
◆江戸時代には，各地の大名が多くの日数
と費用をかけて江戸に向かう行列が行われ
たこと。
①想像図を読み取り，気づいたことや疑問
に思ったことを出し合う。
②大名行列が行われたのはなぜかを予想
する。
③江戸幕府の政治のしくみや社会の様子に
ついて調べていく学習問題をつくる。

○ ○

【関】大名行列の想像図
から，このような行列が
行われるようになった背
景に関心をもち，積極的
に調べようとしている。

【思】江戸時代になって
社会の様子や人々の関係
がどのようになっていっ
たのかについて調べてい
く学習問題を考え，ノー
トに表している。

1

大名の配置図や武家諸法度，参勤
交代の制度について調べ，江戸幕
府の大名支配のしくみを理解するこ
とができるようにする。

江戸幕府と大名
○大名配置図や武家諸法度、参勤交代の
制度などを調べ，江戸幕府がどのようなしく
みと考え方で大名を支配したのかを考え
る。
◆江戸幕府が，大名たちが力をつけられな
いようなしくみをつくり，強い力で全国を支配
したこと。
①大名の配置図から，大名の配置にはどの
ような特徴があるか話し合う。
②武家諸法度や将軍にあいさつする大名た
ちの絵などから，幕府がどのような考え方で
大名を支配したのかを調べる。
③江戸幕府と大名の関係についてまとめ

○

【技】大名の配置図を読
み取り，配置の特徴と幕
府の意図について考え,
ノートに書き込んでい
る。

1

江戸幕府が鎖国政策をとるまでの
経緯を調べ，鎖国政策の特徴やそ
れが国内に及ぼした影響をとらえる
ことができるようにする。

鎖国への道
○幕府が鎖国政策をとるまでの経緯を調
べ，鎖国政策が国内にもたらした影響を考
える。◆鎖国政策によって，江戸幕府が国
内の支配をゆるぎないものにし，貿易の利
益も独占するようになったこと。①江戸時代
の初めごろの日本と外国の交流の様子に
ついて調べる。
②鎖国にいたる経緯を調べ，それが何を目
的にしていたのかを考える。
③鎖国政策は国内にどのような影響をもた
らしたかを考える。

○

【思】鎖国にいたる経緯
を，その背景となったで
きごとと関連づけて理解
し、ノートに表してい
る。

1

江戸時代の近隣諸国との交流
を調べ，鎖国政策のもとでも，使
節の行き来や交易を通してつな
がりをもっていたことに気づくこ
とができるようにする。

鎖国のもとでの交流
○鎖国のもとで行われた近隣諸国との交流
を調べ，外国との交流があたえた影響を考
える。
◆鎖国政策のもとでも，対馬・薩摩・松前を
窓口として近隣諸国との行き来や交易が行
われていたこと。
①鎖国によって，外国との交流はどうなった
のかを予想する。
②対馬・薩摩・松前を窓口として，ほかの国
や地域と交流が行われていたことを調べ
る。
③鎖国のもとで，日本が外国とどのような関

○

【知】鎖国政策のもとでも，ほ
かの国や地域との間で使節
の行き来や交易が行われて
いたことを理解し、ノートにま
とめている。

6

7

単元名 １　日本の歴史（第６小単元　幕府の政治と人々の暮らし：５時間)



1

村や町に住む人々の暮らしを調
べ，身分制度のもとで，人々が
どのような暮らしをしていたのか
をとらえることができるようにす
る。

人々の暮らしと身分
○村や町に住む人々の暮らしの様子を調
べ，幕府が人々をどのように治めていたか
をとらえる。
◆身分制度が確立し，人々は決められた役
割を負って暮らしていたこと。
①村に住む人々の暮らしの様子や，百姓に
対する幕府の考え方を調べる。
②町に住む人々の暮らしの様子や，町人に
対する幕府の考え方を調べる。
③身分制度が確立したことと，幕府の支配
との関係について考える。
④「まとめる」（P74）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【思】身分制度が確立した意
味について，幕府の支配と関
連づけて考えノートに表して
いる。

5

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

江戸の町がにぎわい人々が暮らし
を楽しんでいる様子を読み取り，町
人の成長によって生み出された新し
い文化や学問について調べていく学
習問題を設定することができるよう
にする。

都市のにぎわいと人々の楽しみ
○江戸の町のにぎわいや人々の様子から，
この時代にどのような文化や学問が生まれ
たのかを調べていく学習問題を設定する。
◆大都市を中心に人々が力をつけ，新しい
文化を楽しんでいること。
①芝居小屋につめかける人々の想像図を
読み取り，気づいたことや考えたことを出し
合う。
②江戸時代の都市の様子や人々の楽しみ
について調べる。
③豊かになった人々が生み出していった文
化や学問について調べていく学習問題をつ
くる。

○ ○

【関】江戸時代の人々が
どのようなことを楽しん
でいたのかに関心をも
ち，この時代の文化につ
いて調べようとしてい
る。

【思】江戸時代にどのよ
うな文化や学問が生まれ
たのかについて学習問題
を考え，ノートに表して
いる。

1

歌舞伎や浮世絵などについて調
べ，江戸時代の町人文化の特徴を
つかむとともに，それらが人々に親
しまれ，発展していった様子をとらえ
ることができるようにする。

活気あふれる町人の文化
○歌舞伎を楽しむ人々の様子や浮世絵な
どから，このころに生み出された文化の特
徴を考え，人々に親しまれた理由を考える。
◆江戸時代には歌舞伎や浮世絵などが生
み出され，人々の人気を得たこと。
①「歌舞伎を楽しむ人々」の様子から，歌舞
伎に対する人々の思いを考える。
②歌舞伎や浮世絵を例に，この時代に生み
出された文化について調べる。
③歌舞伎や浮世絵がさかんになった理由を
考え，江戸時代の文化の特徴をまとめる。

○

【知】江戸時代に生まれ
た文化の特徴を，時代背
景と関連づけて理解し、
ノートにまとめている。

1

江戸時代の人やものの動きを調べ，
産業の発展にともなって流通網が急
速に整備されていったことや，人々
の暮らしが変化したことに気づくこと
ができるようにする。

文化を支えた産業と交通
○江戸時代の交通や産業の発達について
調べ，人々の暮らしの変化との関係につい
て考える。
◆交通や産業の発達によって，人々の暮ら
しが変わっていったこと。①絵図や地図か
ら，江戸や大阪を中心として日本各地が陸
路・海路で結ばれ，流通がさかんになったこ
とを読み取る。
②農村での生産や暮らしの様子を調べる。
③流通が発達し，生産力が高まることに
よって人々の暮らしや社会の様子がどのよ
うに変わったのかを考える。

○

【技】絵図や地図から，
交通網が発達したこと
や，それにともなって流
通がさかんになったり
人々の暮らしが変わった
りしたことを読み取り、
ノートに記述している。

1

「解体新書」の作成や伊能忠敬の地
図づくりの過程などを調べ，蘭学や
国学などの新しい学問が起こり，
人々の間に広まっていったことをと
らえることができるようにする。

新しい学問を発展させた人々
○「解体新書」や伊能忠敬の地図作成の過
程を調べ，新しい学問を求める人々の取り
組みをとらえる。
◆江戸時代には，蘭学や国学などの新しい
学問が起こったこと。
①２枚の人体図や解剖の見学の想像図か
ら，気づいたことを話し合う。
②「解体新書」が出版された経緯や，伊能
忠敬，本居宣長らの業績を調べる。
③江戸時代に起こった新しい学問とその影
響についてまとめる。

○
【知】江戸時代に起こった学
問の特徴を理解しノートにま
とめている。

1
寺子屋や藩校の広がりを調べ，学
問が発達・浸透していったことをとら
えることができるようにする。

寺子屋と藩校
○寺子屋，藩校，私塾について調べ，どこ
で，どのような教育が行われていたのか考
える。◆江戸時代には寺子屋，藩校，私塾
がつくられ，教育が広がっていったこと。
①「寺子屋の様子」から，江戸時代の教育
の様子を読み取る。
②寺子屋や藩校，私塾でどのような教育が
行われていたのかを調べる。
③教育の広がりが世の中にあたえた影響に
ついて考える。
④「まとめる」（P85）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【思】教育が人々の間に広が
ることによって，世の中にど
のような影響があったのかを
考え、ノートに表している。

5

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

7

7

8

単元名 １　日本の歴史（第7小単元　新しい文化と学問：５時間)

単元名 １　日本の歴史（第８小単元　新しい時代の幕あけ：８時間)



1

時代の転換期のまちや人々の様子
の変化を調べ，政治や社会のしくみ
に関心をもち，学習問題を設定する
ことができるようにする。

まちの風景が変わった
○横浜の様子を表した絵図と写真を比較
し，新しい時代になってどのような変化が
あったのかを考え，学習問題をつくる。
◆まちや人々の様子が大きく変わった背景
には，政治や社会のしくみの変化があった
ことが予想されること。
①「1860年ごろの横浜の様子」から，どんな
場所で，人々は何をしているかを読み取る。
②「1890年ごろの横浜の様子」と比較し，ど
のようなことが変わったのかを読み取る。
③新しい時代に変わっていった理由を話し
合い，学習問題をつくり，学習計画を立て
る。

○ ○

【関】まちや人々の様子の変
化に興味・関心をもち，進ん
で調べようとしている。

【思】新しい時代への変化が
なぜ起こり，どのように進め
らていったのかについて，学
習問題を考え，ノートに表し
ている。

1

黒船来航とそれに対する幕府の対
応を調べ，外国との貿易が始まった
経過や，外国との条約が国内にあ
たえた影響について考えることがで
きるようにする。

黒船が来た
○黒船来航の様子とその目的，それに対す
る幕府の対応や外国との条約の内容を調
べる。◆ペリー艦隊の来航によって鎖国が
終わり，外国との貿易が始まったことや，外
国との条約が日本に大きな影響をあたえた
こと。①ペリー艦隊と防備を固める人々の
絵図やペリーの似顔絵から，当時の人々や
幕府が黒船来航をどのようにとらえていた
かを読み取る。
②ペリーが来航した目的や幕府の対応につ
いて調べる。
③外国と結んだ条約の内容をつかみ，それ
によって国内にどのような影響があったの
かを考える。

○

【知】日本が開国にいたる経
緯や，外国と結んだ条約が
不平等なものであったことを
理解し、ノートにまとめてい
る。

1

開国による人々の暮らしの変化や
新しい政治を目ざす動きを調べ，国
内で起こったさまざまな動きによっ
て，武士の世の中が終わっていく経
緯を理解することができるようにす
る。

江戸幕府がたおれる
○幕府に対する人々の不満の高まりや，新
しい政治を目ざす動きが強まりについて調
べ，江戸幕府が倒れた経緯をつかむ。
◆国内の不満や開国の影響により，幕府に
代わる新しい政治を求める動きが強まり，
江戸幕府が倒れ武士の政治が終わったこ
と。
①打ちこわしや百姓一揆のグラフなどから、
江戸幕府に対する人々の不満が広がって
いたことを読み取る。
②武士の中からも，幕府の政治を批判する
勢力が出てきたことを調べる。
③江戸幕府が倒れた経緯と要因をまとめ

○
【技】資料から，幕府に
対して人々がどのような
見方をしていたかを考
え、ノートに記述してい
る。

1

明治政府が行った諸改革を調べ，
政府がどのような国づくりを目ざした
のかをとらえることができるようにす
る。

新しい政府をつくる
○明治政府が行った諸改革によって，社会
がどのように変わっていったのかを調べる。
◆明治政府が，欧米諸国に学びながら，天
皇を中心とした政治を進め，行政制度や身
分制度を改革して社会を変えていったこと。
①写真から，明治政府がどこから新しい政
治や文化を学ぼうとしていたのかを読み取
る。
②五か条のご誓文から，政府がどのような
方針で国づくりを進めたのかを調べる。
③政府が行った諸改革を調べ，それによっ
て社会がどのように変わったのかを考える。

○

【知】明治政府が行った
諸改革の内容と，それに
よって社会がどのように
変化したのかを理解し、
ノートにまとめている。

1

明治政府が，近代的な軍隊や制度
をつくり，産業を盛んにして国を富ま
せることで，欧米諸国に追いつける
ような国づくりを目ざしたことが理解
できるようにする。

西洋に追いつけ
○明治政府が進めた富国強兵の国づくりに
ついて調べ，それによって政府が何を目ざ
したのかを考える。
◆政府が，地租改正や徴兵令によって国を
強くし，外国に学んで近代的な産業をおこし
て国を豊かにすることで，西洋に追いつこう
としたこと。
①国を安定させるために，政府がどのよう
なことを行ったのかを調べる。
②産業を発展させるために，政府がどのよ
うなことを行ったのかを調べる。
③政府が何のために富国強兵の国づくりを
進めたのかを考える。

○

【知】明治政府が進めた富国
強兵の国づくりの内容と，そ
の意味を理解しノートにまと
めている。

1

人々の暮らしやまちの様子の変化を
調べ，新しい時代になって西洋風の
文化や考え方が取り入れられたこと
をつかむことができるようにする。

人々の暮らしが変わった
○西洋風の文化や考え方が人々の暮らし
にどのような変化をあたえたのかを調べる。
◆西洋風の文化や考え方を積極的に取り
入れ，人々の暮らしや意識，社会の制度が
変化したこと。
①明治初めごろの東京の様子の絵図から，
街並みや人々の様子の変化を読み取る。
②学校制度や暮らしにどのような変化が
あったのかを調べる。
③西洋風の文化や制度を取り入れた明治
時代の人々の気持ちや，現代の暮らしへの
影響を考える。

○

【技】資料から，西洋風
の文化や考え方が広まっ
て社会が変化した様子を
読み取って、ノートに記
述している。

1

西南戦争や自由民権運動の高まり
について調べ，人々が新しい政治に
対してもっていた願いについて考え
ることができるようにする。

自由民権運動が広まる
○自由民権運動や西南戦争について調
べ，人々がどのような政治を期待していた
のかを考える。
◆明治政府が行った政策に対しては反対
の動きもあったこと，広く国民の意見を取り
入れた政治を求める運動が起こり，広まっ
たこと。
①西南戦争など各地で起こった士族の反乱
を調べ，明治政府の諸改革との関連を考え
る。
②自由民権運動の演説会にセリフをつけ，
人々が政治に求めていたことを考える。
③自由民権運動が何を求め，どのように広
がっていったのかを調べ，その影響につい

○

【思】自由民権運動が起
こり，広まった意味や，
その影響について考え、
ノートに表している。

8

9



1

大日本帝国憲法が制定され，国会
が開かれるまでの過程を調べ，明治
政府が目ざした政治のあり方がどの
ように実現したのかをとらえることが
できるようにする。

国会が開かれる
○大日本帝国憲法の条文や制定過程か
ら，明治政府が目ざした政治のあり方につ
いて考える。
◆大日本帝国憲法が制定され，天皇主権
のもとで国民の権利も一定認められるよう
になったこと，憲法にもとづいて議会政治が
始まったこと。
①大日本帝国憲法の条文や制定までの過
程を調べ，政府がどのような国を目ざしてい
たのかを話し合う。
②民間でつくられた憲法を調べ，人々がど
のような願いをもっていたのかを考える。
③選挙が行われ国会が開かれたことにつ
いて調べ，その意味を考える。
④「まとめる」（P104）も活用して，本単元の
学習をまとめる。

○

【思】大日本帝国憲法が
制定され議会政治の始
まった意味を，政府が西
洋に追いつけるような国
づくりを目ざしたことと
関連づけて考え、ノート
に表している。

8

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

1

不平等条約の改正をめぐる状況を
調べ，条約改正がどのように進めら
れていくのかについて調べていく学
習問題を設定することができるよう
にする。

ノルマントン号事件と条約改正
○不平等条約の影響や，政府・国民の考え
を調べ，条約改正までの動きに興味をもち，
学習問題をつくる。◆政府が西洋化・近代
化を進めて条約改正を実現させようとしたこ
とや，ノルマントン号事件をきっかけに，条
約改正を求める国内の声が強まったこと。
①不平等条約に対して政府や国民がどの
ように考えていたのかを調べる。
②条約改正に向けての取り組みを調べる。
③条約改正までの日本と世界の動きを調べ
る学習問題をつくり，学習計画をつくる。

○ ○

【関】条約改正を願う
人々の思いや政府の取り
組みに関心をもち，進ん
で調べようとしている。

【思】不平等条約がどの
ように改正されていくの
かについて，学習問題を
考え，ノートに表してい
る。

1

日清・日露戦争の経緯と，その背景
にある国際情勢を調べ，日本と世界
の国々との関係の変化をとらえるこ
とができるようにする。

日清・日露の戦い
○二つの戦争の様子と結果を調べ，日本と
周りの国々との関係がどのように変わった
のかを考える。
◆日清戦争に勝利した日本は大陸へ勢力
をのばす足がかりをつかみ，これを警戒す
るロシアとの間で日露戦争が起こったこと。
①風刺画から，当時の東アジアの情勢を読
み取る。
②地図などから，二つの戦争の様子や影響
を調べる。
③二つの戦争によって，日本と周りの国々
との関係がどのように変わったかを考える。

○

【技】地図から，戦場や
日本の領土の拡大が周り
の国にどのような影響を
あたえたのかを読み取
り、ノートに記述してい
る。

1

日露戦争の影響や朝鮮併合と朝鮮
の人々の様子を調べるとともに，日
本が条約改正を達成し，外国と対等
につき合えるようになったことを理解
することができるようにする。

日露戦争後の日本と世界
○日露戦争の影響や朝鮮併合の経緯を調
べ，その意味について多面的に考えるとと
もに，不平等条約が改正された背景や理由
を考える。◆日本が大きな犠牲を出しなが
らも日露戦争に勝利し，さらに朝鮮を併合し
たこと，日本が国力を向上させていく中で条
約改正が達成されたこと。
①日露戦争が国内にあたえた影響や，国民
がどう受け止めていたのかを調べる。
②朝鮮併合の経緯を調べ，朝鮮の人々に
とってどういう意味をもったのかを考える。
③不平等条約が改正された背景や理由を
話し合う。

○

【知】日露戦争や朝鮮併
合による影響を，多面的
に考え，理解しノートに
まとめている。

2

産業が発達した様子を調べ，それに
ともなって人々の暮らしが向上した
ことや，その一方で公害問題が発生
したことをとらえることができるように
する。

産業の発展と暮らしの向上
○日本の産業がどのように発達していった
のかを調べ，その影響について考える。
◆産業の発達にともなって，人々の暮らしも
近代的なものへと向上していったこと，その
一方で公害問題も発生したこと。
①軽工業・重工業が発達し，生産力が向上
したことをつかむ。
②人々の暮らしの変化や，公害問題の発生
について調べる。
③日本人が国際社会で活躍するようになっ
てきたことについて調べる。

○

【知】産業の発達にともなっ
て，近代的な生活が広がり，
日本の国際的な地位も向上
していったことを理解しノート
にまとめている。

1

産業の発達や暮らしの向上を背景
に，女性の地位の向上や差別の撤
廃，普通選挙など民主主義を求める
運動が起こり，国民が社会に参加す
る権利を求めるようになったことをと
らえることができるようにする。

社会に参加する権利を求めて
○女性運動や全国水平社，普通選挙運動
について調べ，人々が求めていた社会のあ
り方について考える。
◆近代化の進展を背景に，民主的な社会を
求めるさまざまな運動が起こったこと。
①女性運動や全国水平社，普通選挙運動
を通して，人々が何を求めていたのかを調
べる。
②人々が求めていた社会のあり方と民主主
義の考え方について話し合う。
③「まとめる」（P115）も活用して，本単元の
学習をまとめる。

○

【思】不平等条約の改正と，
二つの戦争や日本の国力の
向上とを結びつけて考え，
ノートに表している。

6

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

9

9

単元名 １　日本の歴史（第９小単元　近代国家に向けて：６時間)

単元名 １　日本の歴史（第10小単元　戦争と人々の暮らし：７時間)



1

空襲の被害を受けた東京のまちと
現在の様子とを比べながら，戦時中
の日本の様子について興味・関心を
もち，学習問題を設定することがで
きるようにする。

戦火に焼けた日本
○東京大空襲での被害の様子を調べ，戦
争とその時代の人々の暮らしに関心をも
ち，学習問題をつくる。◆空襲で多くの人々
が犠牲になり、東京をはじめたくさんの都市
が大きな被害を受けた戦争を日本が戦った
こと。
①東京大空襲の写真を見て気づいたことを
話し合う。
②東京大空襲での人的・物的な被害を調べ
る。
③戦争とその時代について関心をもったこ

○ ○

【関】空襲の被害を受け
た東京の写真から，戦争
とその時代の人々の暮ら
しに関心をもち，進んで
調べようとしている。

【思】日本が戦った戦争
や人々の暮らしの様子に
ついて学習問題を考え，
ノートに表している。

1

日本と中国との戦争がどのように始
まり，展開していったのかを調べ，中
国大陸で戦線が拡大していった経
緯を理解することができるようにす
る。

中国との戦争が始まる
○日本が中国大陸に進出し，中国との間で
戦争が起こった経緯について調べる。◆日
本が国内の不況を打開するために中国大
陸に進出したことから，国際社会で孤立して
いき，ついには，中国との戦争が始まったこ
と。
①日本が中国大陸に進出していった経緯
や，満州に渡った人々がどのような暮らしを
していたのかを調べる。
②満州国建国が国際社会の反感を買い，
日本が孤立していったことをとらえる。
③中国大陸で戦線が広がり，戦いが長期化
していったことを調べる。
④日本と中国との戦争がどのようなもの
だったのかについて考え，まとめる。

○

【知】日中戦争が始まっ
た経緯と，その後中国全
土に戦線が拡大していっ
たことを理解しノートに
まとめている。

1

戦争が，アジア・太平洋の広い範囲
に拡大していった経緯や背景を調
べ，その影響について理解すること
ができるようにする。

アジア・太平洋に広がる戦争
○戦争がアジア・太平洋地域へと広がって
いく経緯とその背景を調べ，日本の状況や
他の地域にあたえた影響について考える。
◆日本がアメリカ・イギリスとも戦争を始め，
戦域を広げていったこと。資源の不足と戦
力のちがいや，占領地で起こった抵抗運動
によって、日本が徐々に追い込まれていっ
たこと。
①年表と地図から，戦争がアジア・太平洋
地域へと広がっていく経過を読み取る。
②グラフから，日本とアメリカの航空機生産
力のちがいが何を意味するかを考える。
③戦況の変化や占領地域の人々にあたえ
た影響について考える。

○
【知】戦争がアジア・太平洋
地域に広がっていったことの
影響を理解し、ノートにまとめ
ている。

1
戦争中の暮らしの様子を調べ，戦争
が人々の暮らしにあたえた影響につ
いて考えることができるようにする。

戦争と人々の暮らし
○戦争が人々の暮らしにどのような影響を
あたえたのかを調べ，当時の人々はどのよ
うな思いだったのかを考える。
◆国が戦争を推し進めることに総力をあげ
ていった結果，人々の暮らしが物心両面で
大きな制約を受けるようになっていったこ
と。
①写真や年表から，人々の暮らしが変わっ
ていった様子を調べる。
②戦争の状況が悪化するにしたがい，資源
や物資が不足していったことをつかむ。
③標語がつくられた理由と当時の人々の思
いを考える。

○

【技】写真や年表から，
戦争中の人々の暮らしの
変化を読み取りノートに
記述している。

1

戦争中の子どもたちの暮らしの様子
を調べ，戦争が子どもたちの暮らし
にあたえた影響について考えること
ができるようにする。

子どもたちと戦争
○戦争中の子どもたちの暮らしの様子を調
べ，当時の子どもたちの思いや願いを考え
る。
◆教科書や学校行事にも戦争の影響が色
濃くなり，戦争遂行のための教育が行われ
ていたこと。
①戦争中の子どもたちの暮らしを予想す
る。
②資料から，戦争中の子どもたちの暮らし
について調べる。
③戦争が子どもたちの暮らしにどのような
影響をあたえたのか話し合う。

○

【思】戦争中の子どもた
ちの暮らしの様子をつか
み，自分たちの日常生活
と比較しながら，当時の
子どもの思いや願いを考
えノートに表している。

1

空襲による被害や日本各地に残る
戦争遺跡について調べ，戦争によっ
て国民が受けた被害の大きさを理
解することができるようにする。

おそいかかる空襲
○空襲の様子と被害の大きさについて調
べ，戦争が国民生活に及ぼした影響につい
て考える。
◆アメリカ軍の圧倒的な航空力によって，日
本各地が空襲を受け，大きな被害を受けた
こと。
①写真から空襲の様子についてとらえ，空
襲された都市の被害について予想する。
②日本各地での空襲の被害について調べ
る。
③疎開体験者に話を聞いたり地域に残る戦
争遺跡を調べたりして，戦争によって国民
が受けた被害について話し合う。

○

【知】空襲によって国民が受
けた被害の大きさについて
理解し、ノートにまとめてい
る。

1

沖縄戦や広島・長崎のへの原爆投
下について調べ，大きな犠牲の上に
戦争が終結したことを理解し，この
戦争に対する自分の考えを深めるこ
とができるようにする。

沖縄・広島・長崎，そして敗戦
○沖縄戦や広島・長崎の原爆の被害につ
いて調べ，この戦争が大きな犠牲をはらっ
て終わったことを理解し，戦争の学習から学
んだことを表現する。
◆沖縄戦，広島・長崎への原爆投下によっ
て，多くの非戦闘員の命が奪われ，さらに，
満州や樺太などでも多くの民間人が犠牲に
なり，戦争が終結したこと。
①沖縄戦の様子と被害について調べる。
②広島・長崎に投下された原爆による被害
について調べる。
③日本が敗戦を迎えるまでの経緯について
調べ，戦争が，国内外に大きな被害を出し
て終わったことをつかむ。
④「まとめる」（P132）も活用して，本単元の
学習をまとめる。

○

【思】学習したことをもとに，こ
の戦争に対する自分の考え
をまとめ、ノートに表してい
る。

7

9

10



月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

1

戦争が終わったころの暮らしの様子
や人々の願いを調べ，戦後，どのよ
うな社会が目ざされたのかについて
調べていく学習問題を設定すること
ができるようにする。

焼けあとからの出発
○戦争が終わったころの暮らしの様子を調
べ，人々がどのような社会を目ざしたのかを
考えながら，学習問題をつくる。
◆戦争が終わったころの暮らしはとても厳し
いものであったこと，その中で人々は暮らし
を立て直していったこと。
①写真から，戦争が終わったころの様子を
調べ，人々の暮らしを想像する。
②戦争を体験した人の話などから，さらに調
べたいことや疑問を出し合う。
③戦後の社会や人々の暮らしについて，学
習問題をつくり，学習計画を立てる。

○ ○

【関】戦争が終わったこ
ろの暮らしの様子や人々
の願いに関心をもち，進
んで調べようとしてい
る。

【思】戦後，人々は何を
願い，どのように新しい
社会を築いてきたのかに
ついて学習問題を考え，
ノートに表している。

1

日本国憲法が制定され，さまざまな
改革が進められていく過程を調べ，
日本が目ざした新しい社会のあり方
をについて考えることができるように
する。

もう戦争はしない
○日本国憲法やさまざまな改革を調べ，民
主的な社会がつくられていったことについて
考える。◆日本国憲法が制定され，国民主
権の原則のもとで，平和で民主的な社会づ
くりが目ざされていったこと。
①写真から，戦後の日本が平和で民主的な
社会になったことをつかむ。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　②日本国憲法やさまざまな制
度の改革について調べる。
③戦後の日本が目ざした社会のあり方につ
いて話し合う。

○

【知】日本国憲法やさま
ざまな改革の内容をつか
み，戦後，日本が民主的
な国家を目ざしてきたこ
とを理解しノートにまと
めている。

1

日本が独立を回復したことや東京オ
リンピックが開催されたことなどを調
べ，日本が国際社会に復帰した過
程を理解することができるようにす
る。

日本の独立と東京オリンピック
○日本が独立を回復した経緯や東京オリン
ピックが開催された経緯について調べ，これ
らのことが国内外におよぼした影響につい
て考える。
◆終戦から７年目に日本が独立を回復し，
国際連盟にも加入して国際社会へ復帰した
こと，その後，東京オリンピックを開催する
までに国際社会での地位を向上させたこ
と。
①アメリカに占領されていた日本が独立を
回復した経緯をつかむ。
②東京オリンピックが開催されるまでの経
緯や，当時の人々の思いについて調べる。
③東京オリンピックが開催されたことの意味

○

【知】日本が独立を回復
し，その後も東京オリン
ピックを開催するまでに
国際社会での地位を向上
させていった経緯を理解
しノートにまとめてい
る。

1

産業や経済が急速に発展した
様子を調べ，それに関連して社
会の様子や人々の暮らしがどの
ように変化していったのかを考
えることができるようにする。

産業の発展と国民生活の変化
○産業や経済の発展と人々の暮らしの向
上をつなげて考え，経済の成長がもたらし
た変化について理解する。
◆日本の産業が急速に発展し，人々の暮ら
しが向上したこと。その一方で，公害という
新たな問題が起きたこと。
①産業や経済が急速に発展していった様子
について調べる。
②経済の発展によって人々の暮らしがどの
ように変化したのか調べる。
③産業が発展していく一方で，公害の問題
も起こったことをつかむ。

○

【技】資料を読み取ったり家
の人から話を聞いたりして，
経済が急速に発展したころ
の暮らしの変化について調
べ、ノートに記述している。

2

歴史の学習をふり返り，戦後の
近隣諸国との関係や残された課
題について調べ，現在やこれか
らの社会のあり方について考え
ることができるようにする。

これからの日本とわたしたち
○日本と近隣の国々との間に残された課題
に目を向け，これからの社会のあり方につ
いて考える。◆日本と近隣の国々との間に
は，解決していかなければならない課題が
残されていること。ともに発展していくため
に，平和で友好的な関係を築いていくことが
重要であること。
①日本と近隣の国々との結びつきについて
調べる。
②日本と近隣の国々との間に残された課題
について調べる。
③今日の社会が築かれてきた経緯をふり返
り，これからの社会のあり方について考え，
話し合う。
④「まとめる」（P145）も活用して，本単元の
学習をまとめる。

○

【技】教科書から，日本
と近隣諸国との結びつき
や，残されている課題を
読み取りノートに記述し
ている。

2

歴史の学習から学んだことと自分た
ちの暮らしとのつながりを考え，今
後，自分が大切にしていきたいこと
を意見文にまとめることができるよう
にする。

〈深める〉
歴史上の人物やできごとから学ぼう
○歴史上の人物やできごとから学んだこと
をもとに，自分の考えを意見文にまとめる。
◆歴史から学んだことと自分たちの暮らしと
のつながりを考え，歴史上の人物やできご
との意味や価値と今後の自分たちのあり方
を考えること。
①ノートや作品などから，これまで学習して
きたことをふり返り，自分たちの暮らしとの
つながりについて話し合う。
②歴史上の人物やできごとから学んだこと
をもとに，大切だと思うことや自分の考えを
メモにまとめる。
③メモをもとに意見文を仕上げる。

○ ○

【関】歴史学習をふり返
り，歴史上の人物やでき
ごとから学んだことをも
とに，今後の自分たちの
あり方を考え，意見文に
まとめようとしている。

【思】教科書やノート，
これまでつくった作品な
どをいかして，歴史上の
人物やできごとから学ん
だことをまとめ，意見文
に表現している。

8

11

10

単元名 ２　暮らしの中の政治（第１小単元　わたしたちの暮らしを支える政治：９時間）

単
元
目
標

○身近な地域で行われている施策や国や地方公共団体のはたらきとしくみについて調べ，政治は，国民が健康で文化的な生活を送るために大切なはたらきをしていることを理解させる
とともに，国民が政治にかかわることの大切さに気づかる。
○日本国憲法と国民生活との関係について調べ、憲法の基本的な考え方を理解するとともに，社会を構成する一員としての自覚を育てる。

単元名 １　日本の歴史（第11小単元　平和で豊かな暮らしを目ざして：８時間)



月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

1

家族の様子や人口構成の変化を調
べ，気づいたことを話し合い，少子
化や高齢化が生活にあたえる影響
を考えるとともに，自分たちの暮らし
を支えているものについて興味・関
心をもつようにする。

いつの時代にも人々の暮らしがある
○資料から家族構成の変化や人口構成の
変化を読み取り，核家族化や少子化・高齢
化が進むことで社会はどのように変わるの
かを考える。◆現代の日本は以前に比べ
て，核家族化が進んでいること。今後，さら
に少子化・高齢化が進んでいくと考えられる
こと。
①昔の家族の写真を見て，現代との違いや
共通点を話し合う。
②過去・現在・未来の人口ピラミッドを見て，
考えたことを話し合う。
③写真や文章から，自分たちの生活をだれ
がどのように支えているのか考える。

○ ○

【技】グラフから，少子
化・高齢化が進んできて
いる社会の変化を読み取
りノートに記述してい
る。

【関】少子化・高齢化が
進む社会や生活を支えて
いるものについて関心を
もっている。

※「わたしたちの暮らしを
支える政治」か、「災害か
らわたしたちを守る政治」
を選択して学習。（8時間
分）

1

身近な地域の様子や住民たちの願
いを調べ，人々の願いをかなえ社会
の問題を解決するための政治のは
たらきについて興味・関心を高め，
学習問題を設定することができるよ
うにする。

まちで暮らす人々の願い
○世田谷区の人口やまちの様子，さまざま
な人々の願いを読み取り，願いを実現する
政治のはたらきについて学習問題をつくる。
◆住民はさまざまな願いをもっていること，
願いの実現や社会の問題の解決のために
は，政治のはたらきがかかわっていること。
①世田谷区がどのようなところなのかを調
べる。
②世田谷区に住む人々がどのようなことを
願っているのかを調べる。
③住民の願いや社会の問題を解決する政
治のはたらきについて，学習問題をつくり，
予想を立てる。

○ ○

【関】人々の願いの実現
や社会の問題の解決にか
かわる政治のはたらきに
ついて考えようとしてい
る。

【思】住民の願いを実現
するための政治のはたら
きについて学習問題を考
え，ノートに表現してい
る。

1

世田谷区が行っているさまざまな子
育て支援事業の概要を調べ，「おで
かけひろば」にかかわる人々の思い
や願いに気づくことができるようにす
る。

子どもは未来への希望
○世田谷区が行っている子育て支援の取り
組みについて調べ，それらがつくられた目
的について考える。
◆世田谷区では，条例や計画に基づいてさ
まざまな子育て支援の取り組みが進められ
ていることや，それが住民の悩みや不安を
解消することに役立っていること。
①世田谷区が行っている子育て支援の取り
組みを調べる。
②「おでかけひろば」で働く人の思いや，利
用者の声を調べる。
③人々の願いと政治のはたらきのつながり
について話し合う。

○

【技】世田谷区が行っている
子育て支援の取り組みや，
「おでかけひろば」がつくられ
た目的を教科書から読み取
り，ノートに記述している。

1

「おでかけひろば」が始まるまでを調
べ，区役所や区議会の果たす役割
をつかみ，住民が選挙を通して政治
にかかわっていることに気づくことが
できるようにする。

「おでかけひろば」ができるまで
○「おでかけひろば」が始まるまでを調べ，
住民が政治にどのようにかかわっているの
かや，区役所や区議会の果たしている役割
をつかむ。
◆「おでかけひろば」は，住民の願いや社会
の動きなどを受けて，区役所が計画や予算
案をつくり，議会の承認や国の補助金を受
けて実現したこと。住民は選挙を通して代表
を選び，政治の進め方を決めていること。
①「おでかけひろば」が実現するまでの流れ
を調べる。
②区役所や区議会のはたらきを調べる。
③住民・区役所・区議会の関係を考えて，
表現する。

○
【思】住民と区役所や区議会
の関係を考えて，図や文章
で表現している。

1

税金がどのように集められ，どのよ
うに使われているのかを調べ，税金
の果たす役割を考えることができる
ようにする。

税金のはたらき
○税金の使われ方や集められ方を調べ，税
金の果たす役割について考える。
◆区・都・国が行う公共的な仕事には，国民
が納める税金が使われていることや，健康
で文化的な生活を送るために，税金を納め
ることは国民の義務であること。
①税金がどのように集められ，どのようなこ
とに使われているのかを調べる。
②税金と国民のかかわりについて話し合
う。
③税金の役割について考え，表現する。

○

【知】税金は，国民が健康で
文化的な生活を送るために
さまざまな場面で使われてい
ることを理解し、ノートにまと
めている。

1

国会や選挙のしくみやはたらきにつ
いて調べ，国民の暮らしとのかかわ
りを理解することができるようにす
る。

国会のはたらき
○国会のはたらきや選挙のしくみについて
調べ，その役割について考える。
◆国会は，国民の暮らしにかかわる法律や
予算ついて話し合い決めていることや，国
民が選挙によって国会議員を選ぶことで，
国民の考えを政治に反映させていること。
①国会の役割や法律ができるまでの流れを
調べ，二つの議院で話し合う理由を考える。
②選挙のしくみを調べ，選挙を行う理由を考
える。
③国会のはたらきと国民の暮らしがどのよ
うにかかわっているのかを話し合う。

○
【知】国会や選挙のしくみや
はたらきについて理解しノー
トにまとめている。

1
内閣のしくみやはたらきについて調
べ，国民の暮らしとのかかわりを理
解することができるようにする。

内閣のはたらき
○内閣のしくみやはたらきについて調べ，そ
の役割について考える。
◆内閣は，国会で決めて予算を使って，国
民の暮らしを支える仕事をしていていること
や，内閣のもとには，さまざまな府・省・庁が
置かれ，分担して仕事を進めていること。
①内閣の主な仕事を調べる。
②内閣のしくみを調べる。
③内閣のはたらきと国民の暮らしがどのよ
うにかかわっているのかを考える。

○
【知】内閣のしくみやはたらき
について理解しノートにまと
めている。

11



2

裁判所のしくみやはたらき，裁判員
制度について調べ，国民の暮らしと
のかかわりを理解するとともに，国
の仕事は国会・内閣・裁判所が分担
して進めていることをつかむことが
できるようにする。

裁判所のはたらき
○裁判所のしくみやはたらき，裁判員制度
や三権分立について調べ，その役割につい
て考える。
◆裁判所は，争いごとや犯罪を解決してい
ることや，国民は裁判員制度を通して裁判
に参加していること。国の政治は，三権分立
のしくみのもとで進められていること。
①裁判所のしくみやはたらきを調べる。
②裁判員制度について調べる。
③三権分立について調べ，図に整理する。
④「まとめる」（P17）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○
【思】国民は国の政治にどの
ようにかかわっているのかを
考え，ノートに表している。

9

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

※

東日本大震災による被害を調べ，
被災した人々の願いを考え，願いを
かなえるための政治のはたらきにつ
いて興味・関心を高め，学習問題を
設定することができるようにする。

〈せんたく〉
突然の大地震と津波
○東日本大震災による被害を調べ，被災者
の願いを想像し，願いをかなえる政治のは
たらきについて学習問題をつくる。
◆東日本大震災が起こり，東北地方を中心
とした地域の人々が大きな被害を受けたこ
と。
①東日本大震災について知っていることや
覚えていることを話し合う。
②写真や文章資料から被害の状況を調べ
る。
③被災した人々の願いを想像し，願いをか
なえる政治のはたらきについて学習問題を
つくり，予想を立てる。

○ ○

【関】人々の願いの実現にか
かわる政治のはたらきにつ
いて考えようとしている。

【思】被災者の願いや政治の
はたらきについて学習問題を
考え，ノートに表している。

※「わたしたちの暮らしを
支える政治」か、「災害か
らわたしたちを守る政治」
を選択して学習。（8時間
分）

※

※

釜石市に対して行われた緊急支援
について調べ，市・県・国やさまざま
な機関が協力しながら支援を行った
ことを理解することができるようにす
る。

〈せんたく〉
緊急の支援
○被災した人々に対して，どのような緊急の
支援が行われたのか，それはどのようなしく
みによって実現したのかを調べる。
◆被災した人々の命と安全を守るために，
釜石市は国や県，他の市町村に支援を要
請し，さまざまな機関が協力しながら支援活
動を行ったこと。
①人々の願いをかなえるために市や県，国
などが行った緊急支援を調べる。
②被災地に対する支援のしくみを調べる。
③人々の願いと政治のはたらきのつながり
について話し合う。

○ ○

【技】資料などから，釜
石市に対して行われた緊
急支援について読み取り
ノートに記述している。

【知】災害で被害を受け
た国民の生活を守るため
の政治のはたらきを理解
しノートにまとめてい
る。

※

釜石市で行われてきた復興への取
り組みを調べ，市民の願いや意見を
取れ入れながら計画がつくられてい
ることに気づくことができるようにす
る。

〈せんたく〉
安心して暮らすことのできるまちを目ざして
○釜石市で行われてきた復興への取り組み
や計画づくりについて調べ，復興を進めて
いく上で大切なことを考える。
◆釜石市では住民の意見を生かしながら復
興まちづくり計画がつくられ，取り組みが行
われていること。取り組みは，法律や条例に
基づいて行われ，税金が使われているこ
と。
①仮設住宅の建設、港の改修など，復興へ
の取り組みを調べる
②復興まちづくり基本計画が作られるまで
の過程を調べる。
③復興を進めていく上で大切なことを考え

○

【思】復興を進めていく
ための行政のはたらき
と，住民の願いとを関連
づけて考えノートに表し
ている。

※

災害に強いまちづくりのためには，
国や自治体が行う公助だけでなく自
助・共助も大切であることを理解す
ることができようにする。

〈せんたく〉
前よりいいまちに
○復興に向けて継続して行われている取り
組みを調べ，災害に強いまちづくりを行うた
めに大切なことを考え，話し合う。
◆災害に強いまちづくりを行うためには，
国・県・市による取り組み（公助）とともに，
地域の助け合い（共助）や自分や家族を守
る取り組み（自助）も大切であること。
①復興に向けて行われる高台移転や防波
堤再建などについて調べる。
②自分たちの命や暮らしを守るためには何
が必要かを考え，話し合う。
③災害に強いまちづくりを行うために大切な
ことを考え，まとめる。

○

【思】復興を進めていく
うえで大切なことや，災
害に強いまちづくりを行
うために必要なことを考
え、ノートに表してい
る。

0

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

1

公共施設がどのような考え方をもと
にしてつくられているかを調べ，暮ら
しと日本国憲法のつながりについて
興味・関心をもち，学習問題を設定
することができるようにする。

だれもが使いやすい駅に
○駅の改修工事のもとになっている考え方
を調べ，暮らしと日本国憲法のつながりに
ついて学習問題をつくる。
◆公共施設は，さまざまな人が使いやすい
ようにつくられており，それは，日本国憲法
の考え方にもとづいて，法律に従って行わ
れていること。
①駅の設備や改修工事の写真を見て，気
づいたことや考えたことを話し合う。
②駅長さんの話から，改修工事を行うもとに
なっている考え方を読み取る。
③暮らしと日本国憲法のつながりについ
て，学習問題をつくり，予想を立てる。

○ ○

【関】公共施設のあり方と日
本国憲法のつながりに関心
をもち，考えようとしている。

【思】暮らしと日本国憲法の
つながりについて学習問題
を考え，ノートに表現してい
る。

11

11

12

単元名 ２　暮らしの中の政治（第２小単元　憲法とわたしたちの暮らし：７時間）

単元名 ２　暮らしの中の政治（せんたく　災害からわたしたちを守る政治：４時間）



1

憲法前文などの資料から日本国憲
法の基本的な考え方を調べ，国民
の祝日の意味を理解することができ
るようにする。

国のあり方を示す日本国憲法
○憲法の基本的な考え方や国民の祝日に
ついて調べ，日本国憲法が公布，施行され
た日が祝日になっていることについて考え，
話し合う。
◆日本国憲法には，国民主権・基本的人権
の尊重・平和主義の３つの原則があること。
①憲法とはどのようなものかを調べる。
②憲法前文を調べ，憲法の基本的な考え
方について考える。
③国民の祝日について調べ，日本国憲法
が公布，施行された日が祝日になっている
ことについて考え，話し合う。

○

【技】資料から，日本国
憲法の基本的な考え方を
読み取りノートに記述し
ている。

1

国民主権について，その意味や具
体的な内容を調べ、暮らしとのつな
がりを考えることができるようにす
る。

国の主人公は国民
○国民主権の意味や内容，天皇の地位と
役割について調べ，国民主権と暮らしのつ
ながりについて考え，話し合う。
◆国の政治のあり方を決めるのは国民で，
選挙権は国民主権の代表的な例であるこ
と。天皇は日本国の象徴であり，政治につ
いての権限はもたないこと。
①選挙権や不在者投票，期日前投票の制
度を事例に，国民主権の意味と具体的な内
容を調べる。
②天皇の地位や役割について調べる。
③住民投票などの事例を調べ，国民主権と
暮らしのつながりについて考え，話し合う。

○
【知】国民主権の意味や内容
を理解しノートにまとめてい
る。

1

基本的人権について，その意味や
具体的な内容について調べ，暮らし
とのつながりを考えることができるよ
うにする。

すべての人が幸せに生きるために
○基本的人権の意味や内容を調べ，基本
的人権がどのように守られているかを考
え，話し合う。◆日本国憲法には，すべての
国民は健康で文化的な生活を送る権利が
あることがうたわれていること。①憲法の条
文から，基本的人権の意味を調べる。
②国民の権利と義務の内容を調べる。
③社会の中の諸問題を調べ，基本的人権
がどのように守られているか話し合い，考え
たことをまとめる。

○
【知】基本的人権の意味や内
容を理解しノートにまとめて
いる。

1

平和主義について，その意味や具
体的な内容を調べ，平和を守る取り
組みの大切さを考えることができる
ようにする。

平和を守る
○平和主義の意味や内容を調べ，平和を
守るために大切なことを話し合うとともに，
日本国憲法について大切にしていきたいこ
とを考えて文章で表現する。
◆日本国憲法は，平和主義をかかげ，外国
と決して戦争をしないこと，そのための武力
をもたないことを定めていること。
①憲法の条文から，平和主義の意味や内
容を調べる。
②平和を守るための取り組みを調べ，平和
を守るために大切なことを話し合う。
③「まとめる」（P35）も活用して，本単元の学
習をまとめ，自分が大切にしていきたいこと
を考え文章で表現する。

○
【思】日本国憲法の考え方に
ついて，自分が大切にしてい
きたいことを考え、ノートに記
述している。

2

国民主権の表れである参政権につ
いて，投票率の変化などの資料の
資料をもとに現状や課題を話し合
い，自分と政治とのかかわりについ
て考えを深めることができるようにす
る。

〈深める〉
政治への参加について話し合おう
○選挙の投票率の変化，年齢別の投票
率，投票に対する意識，外国の選挙制度な
どの資料をもとに，自分がこれからどのよう
に政治に参加していくかを考え，表現する。
◆選挙の投票率は低下傾向で，特に，若い
世代の投票率が低いこと。国民の権利を生
かしていくためには，積極的に参加すること
が重要であること。
①選挙の投票率の変化や年齢別の投票率
を調べ，気がついたことや考えたことを話し
合う。
②投票に対する意識について調べ，選挙権
を生かすために大切なことを考える。
③外国の選挙制度を調べ，これから自分が
どのように政治に参加していくかを考え，表
現する。

○

【関】自分がこれから政
治にどのようにかかわっ
ていくかについて，根拠
を明確にして考えようと
している。

7

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

12 1

○世界には，生活習慣や文化の異
なるたくさんの国があることや，日本
とそれらの国との間にさまざまなつ
ながりがあることに気づき，興味・関
心を高めることができるようにする。

日本と世界のつながり
○写真や地図をもとに知っている国を確認
し合い，それらの国と日本や自分とのつな
がりについて，調べてみたいことを話し合
う。
◆世界にはさまざまな国があり，生活習慣
や文化などさまざまな違いがあること。
①写真や地図をもとに知っている国を出し
合う。
②地図帳や地球儀を使って国の位置や日
本からの距離・方角を確認し，気づいたこと
を発表し合う。
③それらの国と日本や自分とのつながりに
ついて，調べてみたいことを話し合う。

○ ○

【関】世界の国々につい
て知っていることを発言
し，日本とのつながりを
意識しながら，調べたい
ことを見つけようとして
いる。

【技】地図や地球儀，各
種の資料を活用して，世
界の国々や人々の生活な
どについて調べ、ノート
に記述している。

12 1 チャレンジテスト

12

単元名 ３　世界の中の日本（第１小単元　日本とつながりの深い国々：９時間）

単
元
目
標

○日本とつながりの深い国々の人々生活の様子を調べることを通して，世界の人々とともに生きていくために，異なる文化や習慣を理解し合い，お互いを尊重していくことが必要である
ことをとらえさせる。
○日本が行っている国際交流や国際協力の様子，平和な国際社会の実現に向けて努力している国際連合などのはたらきについて調べることを通して，平和の大切さに気づき，だれも
が安心して暮らせる社会のために，日本は世界において重要な役割を果たしていることをとらえさせる。



1

○日本とつながりの深い国の人々
の暮らしについて調べる学習問題を
設定し、自分なりの根拠をもって調
べる国を決め、学習計画を立てるこ
とができるようにする。

日本とつながりのある外国を調べよう
○身近な生活やこれまで学習してきたこと
の中から外国とのつながりを探し，日本とつ
ながりの深い国の人々の暮らしについて調
べる学習問題を設定し，自分の興味・関心
に基づいて調べる国を決め，見通しをもちな
がら学習計画をつくる。
◆日本は，ものや人の行き来や文化を通し
て，世界のさまざまな国とつながりをもって
いること。
①身近な生活やこれまで学習してきたこと
の中から日本と外国のつながりを探し，発
表し合う。
②日本とつながりの深い国々について調べ
る学習問題をつくる。
③自分なりの根拠をもって調べる国を決
め，何についてどのように調べるか，学習計
画を立てる。

○ ○

【関】自分が興味・関心
のある国を根拠をもって
選択し，調べたい内容を
明確にしている。

【思】日本とつながりの
深い国について調べてい
く学習問題を考え，ノー
トに表している。

○日本と韓国のつながりについてさ
まざまな観点から調べ，韓国の人々
の暮らしについて理解を深めること
ができるようにする。

おとなりの国　韓国
○日本と韓国のつながりについて，図書資
料や統計資料などを活用したり，外国の生
活文化の直接体験したりしながら調べ，日
本との相違点・共通点，日本とのつながりに
ついて考える。
◆韓国の人々の生活，文化や習慣，国土
の特徴，日本とのつながり，異なる文化や
習慣をもつ人々と協調し合っていくことの大
切さ①韓国についての基本的事項を地図
帳などの資料から確認する。
②日本と韓国の人々の交流の様子を調べ，
その特色を考える。
③日本に住む韓国の方から教えてもらいな
がら，韓国の生活文化（料理・遊び・楽器）
を体験する。
④調べたことや体験を通して気づいたことを
まとめ，韓国と日本のつながりやこれからの
関係のあり方について考える。

○ ○

【技】必要な資料や情報
を集め，日本との共通点
や相違点，つながりにつ
いて意識しながら，調べ
たことを効果的にまとめ
ている。

【知】調査・体験活動を
通して，韓国の特色や文
化，日本とのつながりに
ついて理解しノートにま
とめている。

※4か国を6時間で扱う。 ※外国語活動や総
合などで調べたりま
とめたりする活動を
行うことも考えられ
る。

○日本とアメリカのつながりについ
てさまざまな観点から調べ，アメリカ
の人々の暮らしについて理解を深め
ることができるようにする。

貿易で強く結ばれている国　アメリカ
○日本とアメリカのつながりについて，図書
資料や統計資料などを活用して，さまざまな
観点から調べ，日本との相違点・共通点，
日本とのつながりについて考える。
◆アメリカの人々の生活，文化や習慣、国
土の特徴，日本とのつながり，異なる文化
や習慣をもつ人々と協調し合っていくことの
大切さ①アメリカについての基本的事項を
地図帳などの資料から確認する。
②日本とアメリカの貿易の様子を調べ，そ
の特色を考える。
③地図帳や図書館の事典，インターネットな
どからアメリカの産業や国土の様子につい
て調べる｡
④調べたことをまとめ，アメリカと日本のつ
ながりやこれからの関係のあり方について
考える。

○ ○

【技】必要な資料や情報
を集め，日本との共通点
や相違点，つながりにつ
いて意識しながら，調べ
たことを効果的にまとめ
ている。

【知】調査活動を通し
て，アメリカの特色や文
化，日本とのつながりに
ついて理解しノートに記
述している。

○日本と中国のつながりについ
てさまざまな観点から調べ，中
国の人々の暮らしについて理解
を深めることができるようにす
る。

歴史でつながりの深い国　中国
○日本と中国のつながりについて，図書資
料や統計資料などを活用して，さまざまな観
点から調べ，日本との相違点・共通点，日
本とのつながりについて考える。
◆中国の人々の生活，文化や習慣，国土
の特徴，日本とのつながり，異なる文化や
習慣をもつ人々と協調し合っていくことの大
切さ。
①中国についての基本的事項を地図帳な
どの資料から確認する。
②日本と中国の歴史や貿易のつながりにつ
いて調べ，その特色を考える。
③地図帳や統計資料，図書館の本などから
中国の産業や国土の様子について調べる。
④調べたことをまとめ，中国と日本のつなが
りやこれからの関係のあり方について考え
る。

○ ○

【技】必要な資料や情報を集
め，日本との共通点や相違
点，つながりについて意識し
ながら，調べたことを効果的
にまとめている。

【知】調査活動を通して，中
国の特色や文化，日本との
つながりについて理解しノー
トにまとめている。

○日本とサウジアラビアのつな
がりについてさまざまな観点か
ら調べ，サウジアラビアの人々
の暮らしについて理解を深める
ことができるようにする。

豊かな石油資源をもつ国　サウジアラビア
○日本とサウジアラビアのつながりについ
て，図書資料や統計資料などを活用して，さ
まざまな観点から調べ，日本との相違点・共
通点，日本とのつながりについて考える。
◆サウジアラビアの人々の生活，文化や習
慣，国土の特徴，日本とのつながり，異なる
文化や習慣をもつ人々と協調し合っていくこ
との大切さ。
①サウジアラビアについての基本的事項を
地図帳などの資料から確認する。
②地図帳や統計資料などからサウジアラビ
アの産業や国土の様子について調べる。
③大使館のホームページなどから，サウジ
アラビアの人々の暮らしや宗教について調
べる。
④調べたことをまとめ，サウジアラビアと日
本のつながりやこれからの関係のあり方に
ついて考える。

○ ○

【技】必要な資料や情報を集
め，日本との共通点や相違
点，つながりについて意識し
ながら，調べたことを効果的
にまとめている。

【知】調査活動を通して，サウ
ジアラビアの特色や文化，日
本とのつながりについて理解
しノートに記述している。

2

6

1



1

○調べたことをもとに発表したり話し
合ったりすることを通して，学習の成
果を共有するとともに，互いの見方・
考え方を広げ、深めることができる
ようにする。

つながりの深い国々について話し合おう
○それぞれが調べたことを発表し合って，
学習の成果を共有し，日本との相違点や共
通点，日本と外国とのつながりについて理
解を深める。
◆日本とつながりの深い国々の人々の生
活，文化や習慣，国土の特徴，日本とのつ
ながり，異なる文化や習慣をもつ人々と協
調し合っていくことの大切さ。
①調べたことをポスターセッション形式で発
表し、学習成果を共有する。
②感想や疑問，意見を出し合いながら，世
界の国々と日本とのつながりについて考え
る。
③「まとめる」（P59）も活用しながら，本単元
の学習をまとめる。

○ ○

【関】日本とつながりの深い
国について自分が調べたこ
とを，わかりやすく正確に発
表しようとしたり，感想や疑
問、意見を述べたりしてい
る。

【思】互いの学習成果を交流
し合い，異なる文化や生活習
慣を尊重し合うことの大切さ
を考え，ノートなどに表現して
いる。

10

月 時数 本時のねらい
学習内容・学習活動

関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

2

○世界で活躍する日本人の活動を
通して，世界の平和や環境を守るた
めに日本がどのような取り組みをし
ているのかということについて，学習
問題を設定することができるように
する。

世界で活躍する日本人
○世界各地で，平和や環境を守るために日
本人がどのような活動をしているのかを調
べ，日本の国際貢献について学習問題をつ
くる。◆人々の健康や生命を守ったり，暮ら
しを向上させたりするために，日本をはじめ
世界各国が協力し合っていること。
①世界で活躍する日本人の活動を調べ，感
想を話し合う。
②世界でどのような問題が起きているのか
調べる。
③世界の平和や環境を守るために，どのよ
うな取り組みが行われているのかについて
学習問題をつくり，学習計画を立てる。

○ ○

【関】世界で起きている問題
の解決に向けて取り組んで
いる人々の活動に関心をも
ち，調べようとしている。

【思】人々が，世界で起きて
いる問題の解決に取り組ん
でいることの社会的意味にも
とに，学習問題を考え，ノート
に表している。

1

○ユニセフの活動を調べることを通
して，すべての子どもの命や権利を
守るための取り組みの重要性や，国
際協力の必要性をつかむことができ
るようにする。

ユニセフのはたらき
○世界の子どもたちの健康や安全を守るユ
ニセフのはたらきについて調べる。
◆ユニセフが，世界の子どもたちの健康や
安全を守る活動を行っていることと。子ども
たちの健康や安全を守るためには，国際協
力が必要であること。
①資料から，世界の子どもたちがおかれて
いる状況について調べる。
②子どもたちの健康と安全を守るユニセフ
の活動について調べる。
③ユニセフの役割と自分たちとのつながり
について話し合い，自分たちが協力できるこ
とについて考える。

○

【技】資料やインター
ネットなどを活用して，
ユニセフが行っている活
動を調べ，わかりやすく
まとめている。

1

○国際連合のはたらきを調べること
を通して，紛争の防止・解決のため
の取り組みの重要性や，国際協力
の必要性をつかむことができるよう
にする。

国際連合のはたらき
○世界の人々の平和と安全を守る国際連
合のはたらきについて調べる。
◆世界の平和と安全を守るためには国際
的な協力が必要であり，その中で日本も重
要な役割を果たしていること。
①世界で起きている紛争・戦争について調
べる。
②世界の平和を守るための国際連合の活
動について調べる。
③国際連合のはたらきと日本が果たしてい
る役割について話し合う。

○

【知】世界の平和と安全
を守るために，国際連合
がさまざまな活動に取り
組んでいることや，日本
が果たしている役割を理
解しノートにまとめてい
る。

1

○地球環境をめぐるさまざまな問題
を調べ，その解決に向けての国際
協力の必要性や，持続可能な社会
を目ざすことの重要性をつかむこと
ができるようにする。

地球の環境とともに生きる
○地球環境を守りながら，持続可能な社会
を目ざしていくために，世界の人々が協力し
て取り組んでいる事例について調べる。
◆地球環境を守るためには，世界各国が協
力して取り組まなければならないことや，持
続可能な社会を目ざしていくことが必要であ
ること。
①世界で起きている環境問題について調べ
る。
②さまざまな環境問題を解決するための取
り組みについて調べる。
③地球環境を守ることの大切さや，自分た
ちの暮らしとのかかわりについて話し合う。

○

【知】地球規模の環境問
題を解決するために，国
際協力が必要であること
や，必要性や持続可能な
社会を目ざしていくこと
が重要であることを理解
しノートにまとめてい
る。

1

○伝統文化やスポーツなどを通した
世界各国の交流の様子を調べ、相
互理解の必要性を理解し，これから
の交流のあり方について主体的に
考えることができるようにする。

交流の輪を広げる
○伝統文化やスポーツなどを通して，異な
る文化や伝統をもつ人々が交流し，互いの
理解を深めている事例について調べる。
◆伝統文化やスポーツなどを通して，日本
と世界の人々とが，お互いに親善や理解を
深めていること。
①日本の伝統文化やスポーツが広く世界で
受け入れられていることを調べる。
②ほかにはどのような国際交流の例がある
かや，国旗・国歌の意義について調べる。
③国際社会の中で，互いを尊重し協力して
生きていくためにはどうすればよいのか話し
合う。

○

【知】伝統文化や国旗・
国歌には，各国の歴史的
な意義や理想がこめられ
ていることを理解しノー
トにまとめている。

2

2

3

単元名 ３　世界の中の日本（第２小単元　世界の人々とともに生きる：１０時間）



2

○すべての人の人権が尊重され，
だれもが安心して生き生きと暮らす
ことのできる社会の実現に向けて，
何を大切にしていけばよいのか主体
的に考えることができるようにする。

よりよい社会をともにひらく
○現代に残されている問題に目を向けなが
ら，国際社会の一員として何を大切にしてい
くべきか話し合う。
◆地球規模の諸問題を解決するために，異
なる文化をもつ人々と国境をこえてともに助
け合う必要があること。
①水不足の問題をはじめとして世界各地で
起きている問題について調べる。
②異なる文化をもつ人々と国境をこえてとも
に助け合う必要があることをつかむ。
③国際社会の中で，互いを尊重し合いなが
ら，だれもが安心して生き生きと暮らすこと
ができる社会を実現するためには，何が大
切なのか考える。
④「まとめる」（P77）も活用して，本単元の学
習をまとめる。

○

【思】すべての人の人権が尊
重され，だれもが安心して生
き生きと暮らすことのできる
社会の実現に向けて，何を
大切にしていけばよいのか，
自分なりに考え，ノートなど
に表現することができる。

2

○だれもが安心して生き生きと暮ら
せる社会の実現に向けて，これから
実行したいことや学びたいことを宣
言文にまとめる活動を通して，自分
たちの学びの成果を確認し，今後の
学習に発展させていく意識をもつこ
とができるようにする。

〈深める〉
将来に向けて自分たちができることを考え
よう
○これまでの社会科学習をふり返り，だれ
もが安心して生き生きと暮らせる社会の実
現に向けて，これから実行したいことや学び
たいことを宣言文にまとめる。
◆国際社会の一員として，日本人が，経験
や知識・技術をよりよい社会づくりのために
役立てていることや，限りある資源を有効に
使いながら社会を発展させていくためにでき
ることが，自分たちの暮らしの中にもあるこ
と。
①これまで学習したことをふり返り，心に
残ったこと，今後さらに追究してみたことを
考えながら，宣言文のテーマを決める。
②選択したテーマについて，自分の意見や
感想，これから実行したいことなどを作文に
まとめる。
③それぞれの宣言文を読み合い，互いの学
びの成果を確認し合い，今後の学習につな
げる。

○ ○

【関】これまでの社会科学習
をふり返り，だれもが安心し
て生き生きと暮らせる社会の
実現に向けて，これから実行
したいことや学びたいことを，
意欲的に宣言文にまとめよう
としている。

【思】気になる問題について，
その原因は何か，これからど
のようにしていけばよいのか
ということについて多面的に
考え，文章に表現している。

10

total 106

標準 105

余剰 -1
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