
平成30年度　社会科　年間指導計画　第三学年　一学期 担当　髙　遼太郎

社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断・表現 資料活用の技能 社会的事象への知識・理解
・自然環境、歴史的背景、産業、環境問題や
環境保全、人口や都市・村落、生活・文化、他
地域との結び付きのいずれかを中核とした考
察の仕方を基に、日本の諸地域の地域的特
色に対する関心を高め、それを意欲的に追究
し、捉えようとしている。

・北海道地方の地域の地域的特色を、自然環
境、歴史的背景、産業、環境問題や環境保
全、人口や都市・村落、生活・文化、他地域と
の結び付きを中核とした考察の仕方を基に多
面的多角的に考察し、その結果や過程を適切
に表現している。

・北海道地方の地域の地域的特色に関する
様々な資料を収集している。
・収集した資料から、関東地方、東北地方、北
海道地方の地域の地域的特色について有用
な情報を適切に選択している。
・適切に選択した情報を基に、関東地方、東
北地方、北海道地方の地域の地域的特色に
読み取ったり図表などにまとめたりしている。

・北海道地方の地域の地域的特色を、自然環
境、歴史的背景、産業、環境問題や環境保
全、人口や都市・村落、生活・文化、他地域と
の結び付きを中核とした考察の仕方を基に地
域的特色を理解し、その知識を身に付けてい
る。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト・欧米諸国における近代社会の成立

とアジアへの進出、明治維新による近
代国家の形成と我が国の国際的地位
の向上、近代産業の発展と近代文化
の形成など、近代の歴史的事象に対
する関心を高め、意欲的に追究して
近代の特色を捉えようとし、国際協調
の大切さを考えようとする。

・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について
多面的・多角的に考察し、その過程や
結果を適切に表現している。
・開国とその影響、富国強兵・殖産興
業政策、文明開化や新政府による改
革の特色について多面的・多角的に
考察し、その過程や結果を適切に表
現している。
・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
について多面的・多角的に考察し、そ
の過程や結果を適切に表現してい
る。

・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に関する
様々な資料を収集し、有用な情報を
適切に選択して、読み取ったり図表な
どにまとめたりしている。
・開国とその影響、富国強兵・殖産興
業政策、文明開化などに関する様々
な資料を収集し、有用な情報を適切に
選択して、読み取ったり図表などにま
とめたりしている。
・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
に関する様々な資料を収集し、有用な
情報を適切に選択して、読み取ったり
図表などにまとめたりしている。

・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し、その
知識を身に付けている。
・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
化したことを理解し、その知識を身に
付けている。
・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し、その知識
を身に付けている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

・我が国の国際的地位の向上や国際
平和への努力と二度の世界大戦によ
る惨禍など、近代の特色を捉えようと
し、国際協調の大切さを考えようとす
る。

・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について
多面的・多角的に考察し、その過程や
結果を適切に表現している。
・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
までの我が国の政治・外交の動き、中
国などの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
どについて多面的・多角的に考察し、
その過程や結果を適切に表現してい
る。

・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に関する
様々な資料を収集し、有用な情報を
読み取ったり図表などにまとめたりし
ている。
・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
までの我が国の政治・外交の動き、中
国などの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
どに関する様々な資料を収集し、有用
な情報を読み取ったり図表などにまと
めたりしている。

・第一次世界大戦前後の国際情勢及
び我が国の動きと、対戦後に国際平
和への努力がなされたことを理解し、
その知識を身に付けている。

・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
とを理解し、その知識を身に付けてい
る。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・少子高齢化、情報化、グローバル化
などの現代社会の特色や、我が国の
伝統と文化に対する関心が高まって
いる。
・現代日本の特色や、我が国の伝統
と文化が自然や社会との関わりの中
でどのように受け継がれてきたのか
について意欲的に追究している。
・社会生活における物事の決定の仕
方、きまりの意義に対する関心を高
め、それらを意欲的に追究している。

・少子高齢化、情報化、グローバル化
などが政治、経済、国際関係に影響
を与えていることについて多面的・多
角的に考察し、その過程や結果を適
切に表現している。
・我が国の伝統と文化の意義や、そ
れらが現代社会に与えている影響な
どについて多面的・多角的に考察し、
その過程や結果を適切に表現してい
る。
・新しい文化の創造に努めることに
よって初めて普遍的で個性的な文化
が育ち得ることについて多面的・多角
的に考察し、その過程や結果を適切
に表現している。
・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多面的・多
角的に考察し、その過程や結果を適
切に表現している。

・現代日本の特色や現代社会におけ
る文化の意義や影響、我が国の伝統
と文化に関する資料を様々な情報手
段を活用して収集している。
・収集した資料の中から、少子高齢
化、情報化、グローバル化などや文
化についての学習に役立つ情報を適
切に選択して、読み取ったり図表など
にまとめたりしている。
・社会生活における物事の決定の仕
方、きまりの意義に関する資料を様々
な情報手段を活用して収集し、情報を
適切に選択して、読み取ったり図表な
どにまとめたりしている。

・現代社会の日本の特色として少子
高齢化、情報化、グローバル化など
があることを理解し、その知識を身に
付けている。
・文化によって初めて豊かな生活を享
受できること、ものの見方や考え方、
判断、価値観などが文化によって影
響を受けていること、文化が現代社会
を規定する大きな要因の一つであるこ
とを理解し、その知識を身に付けてい
る。
・社会生活における物事の決定の仕
方、きまりの意義と、現代社会を捉え
る見方や考え方の基礎としての対立
と合意、効率と公平などについて理解
し、その知識を身に付けている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断・表現 資料活用の技能 社会的事象への知識・理解

２

学

期

・新しい日本の建設、経済や科学技
術の急速な発展と国民生活の向上、
国際社会における我が国の役割の増
大など、現代の歴史的事象に対する
関心を高め、意欲的に追究して現代
の特色を捉えようとし、国際協調の大
切さを考えようとする。

・冷戦、我が国の民主化と再建の過
程、国際社会への復帰や第二次世界
大戦後の諸改革の特色について多面
的・多角的に考察し、その過程や結果
を適切に表現している。
・高度経済成長、国際社会との関わ
り、冷戦の終結などについて多面的・
多角的に考察し、その過程や結果を
適切に表現している。

・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に関する
様々な資料を収集し、有用な情報を
読み取ったり図表などにまとめたりし
ている。
・高度経済成長、国際社会との関わ
り、冷戦の終結などに関する様々な資
料を収集し、有用な情報を読み取った
り図表などにまとめたりしている。

・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し、その知
識を身に付けている。
・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し、その知識を
身に付けている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

・人間の尊重と,法の意義および法に
もとづく政治の大切さについて意欲的
に追究し,人間の尊重についての考え
方から,民主的な社会生活について考
えようとしている。
・基本的人権を中心とした人間の尊重
についての考え方と,日本国憲法をは
じめとした法に対する関心が高まって
いる。
・国における現実の政治に対する関
心を高め,将来国政に参加する公民と
して,民主的な政治と政治参加の方法
について考えようとしている。
・地方公共団体の政治に対する関心
を高め,みずからがみずからを治める
という民主政治の基本的な考え方と,
その考え方にもとづく国や地方公共
団体の政治のしくみについて意欲的
に追究している。

・基本的人権の尊重を中心とした人間
の尊重についての考え方と,日本国憲
法をはじめとした法との関連から課題
を見いだし,対立と合意,効率と公正な
どの視点から多面的・多角的に考察
し,その過程や結果を適切に表現して
いる。
・日本国憲法にもとづく政治により,国
民の自由と権利が守られ民主政治が
行われるということについて多面的・
多角的に考察し,その過程や結果を適
切に表現している。
・国民の代表者によって構成される議
会で国民の意思を決定する議会制民
主主義がわが国の政治の原則となっ
ていること,選挙は,主権をもつ国民の
意思を政治に反映させるための主要
な方法であって,議会制民主主義を支
えるものであることをふまえ,良識ある
主権者として主体的に政治に参加す
ることの意義について多面的・多角的
に考察し,その過程や結果を適切に表
現している。
・民主的な政治と政治参加にかかわ
る課題を見いだし,対立と合意,効率と
公正などの視点から多面的・多角的
に考察し,その過程や結果を適切に表
現している。

・人間の尊重と,法の意義および法に
もとづく政治の大切さに関する資料を
さまざまな情報手段を活用して収集し,
収集した資料のなかから,学習に役立
つ情報を適切に選択して,読み取った
り図表などにまとめたりしている。
・日本国憲法をはじめとした法に関す
る資料をさまざまな情報手段を活用し
て収集し,収集した資料のなかから,学
習に役だつ情報を適切に選択して,読
み取ったり図表などにまとめたりして
いる。
・国の政治のしくみに関する資料をさ
まざまな情報手段を活用して収集し,
収集した資料のなかから,国の政治の
しくみについての学習に役だつ情報を
適切に選択して,読み取ったり図表な
どにまとめたりしている。
・地方公共団体の政治のしくみに関す
る資料をさまざまな情報手段を活用し
て収集し,収集した資料のなかから,み
ずからがみずからを治めるという民主
政治の基本的な考え方と,その考え方
にもとづく地方公共団体の政治のしく
みについての学習に役だつ情報を適
切に選択して,読み取ったり図表など
にまとめたりしている。

・すべての人間に保障されるべき基本的人権
を中心にして,人間の尊重の考え方は法によっ
て保障されていること,法にもとづく政治が民主
政治の基礎となっていること,基本的人権の理
念は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の
成果であり価値あるものであることを理解し,そ
の知識を身に付けている。
・わが国では日本国憲法が最高法規であり,
日本国憲法にもとづく政治によって,国民の自
由と権利が守られていること,基本的人権の理
念は,現代の社会生活における人間の生き方
の指針となると考えられること,国民主権とは,
国の政治を最終的に決定する権限が国民に
あることを意味していること,間接民主制におい
ては,その権力が国民の代表者によって行使
されること,平和主義については,平和を愛する
諸国民の公正と信義に信頼して,国の安全と
生存を保持しようと決意し,国際紛争解決の手
段としての戦争を放棄し,陸海空軍その他の戦
力を保持しないこと,天皇が日本国および日本
国民統合の象徴であることおよび天皇の行う
国事行為の特色について理解し,その知識を
身に付けている。
・国会は,主権者である国民の代表者で構成さ
れていること,また国権の最高機関であり,国の
唯一の立法機関であること,内閣については,
わが国が議院内閣制を採用していること,政党
は,同じ政治上の主義・主張をもつ者により組
織され,政策を示し多数の合意を得て政権を獲
得しようとする団体であり,議会制民主主義の
運営上欠くことのできないものであること,多数
決が民主的な議決方法として用いられるには
十分な説得と討論が必要であり,そのため言
論の自由が保障されなければならないこと,多
数決が公正に運用されるためには,反対意見
や少数意見が十分に尊重される必要があるこ
と,法にもとづく公正な裁判によって国民の権
利が守られ,社会の秩序が維持されているこ
と,司法権の独立と法による裁判が憲法で保
障されていることを理解し,その知識を身に付
けている。
・地方自治は,住民参加による住民自治が基

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

・個人の消費生活に対する関心を高
め、それを意欲的に追究し、個人の消
費活動について考えようとしている。

・今日の経済活動に関する諸問題に
着目し、個人や企業の経済活動につ
いて考えようとしている。

・企業の生産活動や金融に対する関
心を高め、それらを意欲的に追究し、
企業の生産活動や金融について考え
ようとしている。

・今日の経済活動に関する諸問題に
着目し、個人や企業の経済活動につ
いて考えようとしている。

・身近な消費生活を中心に経済活動
の意義について多面的・多角的に考
察し、その過程や結果を適切に表現
している。

・企業には、市場において公正な経済
活動を行い、消費者、株主や従業員
の利益を増進させる役割があること
や社会における企業の役割と責任、
雇用と労働条件の改善が家計の維
持・向上につながること、職業には、
個人の個性を生かすとともに、社会的
分業の一部を担うことによって社会に
貢献し、社会生活を支える意義があ
ることについて多面的・多角的に考察
し、その過程や結果を適切に表現して
いる。
・金融の機能、意義について多面的・
多角的に考察し、その過程や結果を
適切に表現している。
・市場経済や金融に関わる課題を見
いだし、対立と合意、効率と公正など
の視点から多面的・多角的に考察し、
その過程や結果を適切に表現してい
る。

・個人の消費生活などに関する資料
を様々な情報手段を活用して収集し
ている。

・収集した資料の中から、経済活動の
意義や市場経済の基本的な考え方な
どについて学習に役立つ情報を適切
に選択して、読み取ったり図表などに
まとめたりしている。

・企業の生産活動や金融などに関す
る資料を様々な情報手段を活用して
収集している。

・収集した資料の中から、現代の生産
や金融などについてのい学習に役立
つ情報を適切に選択して、読み取った
り図表などにまとめたりしている。

・経済活動の意義が人間の生活の維
持・向上にあり、経済は生活のための
手段にほかならないことを理解し、そ
の知識を身に付けている。
・市場経済においては、企業や個人
は価格を考慮しつつ、何をどれだけ生
産・消費するか選択していることを理
解し、その知識を身に付けている。
・市場経済においては、価格には人
的・物的資源効率よく配分する働きが
あることを理解し、その知識を身に付
けている。

・人々が求める財やサービスを作り出
す生産が、企業を中心に行われてい
ることや企業は、市場において生産活
動以外に社会的に貢献していることを
理解し、その知識を身に付けている。

・金融には、家計の貯蓄などを企業の
生産活動や人々の生活の資金などと
して円滑に循環させる働きがあること
を理解し、その知識を身に付けてい
る。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断・表現 資料活用の技能 社会的事象への知識・理解

３

学

期

・国際社会の活動に対する関心を高
め,それを意欲的に追究し,世界平和
の実現と人類の福祉の増大について
考えようとしている。
・地球環境,資源・エネルギー,貧困な
どの課題に関心を高め,意欲的に追究
している。

・国際社会およびわが国の果たす役
割について,国際社会の活動にかか
わるさまざまな事象から課題を見いだ
し,対立と合意,効率と公正などの視点
から多面的・多角的に考察し,その過
程や結果を適切に表現している。
・地球環境,資源・エネルギー,貧困な
どの課題について,対立と合意,効率と
公正などの視点から多面的・多角的
に考察し,その過程や結果を適切に表
現している。

・国際社会の活動に関するさまざまな
資料を収集し,有用な情報を適切に選
択して,読み取ったり図表などにまとめ
たりしている。
・地球環境,資源・エネルギー,貧困な
どの課題についての学習に役だつさ
まざまな資料を収集し,有用な情報を
適切に選択して,読み取ったり図表な
どにまとめたりしている。

・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および国際
機構などの役割の大切さについて認
識し,日本国憲法の平和主義について
理解を深めるとともに,国際社会にお
ける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につ
いて理解し,その知識を身につけてい
る。
・地球環境,資源・エネルギー,貧困な
どの課題に対しては,経済的,技術的な
協力などが大切であることについて理
解し,その知識を身につけている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

・持続可能な社会の形成に対する関
心を高め、よりよい社会を築いていく
ために解決するべき課題を意欲的に
追究している。

・地球環境や資源・エネルギー、貧困
などに関わる課題を見出いだし、対立
と合意、効率と公正等の視点から多
面的・多角的に考察し、その過程や結
果を適切に表現している。

・地球環境や資源・エネルギー、貧困
などの課題についての学習に役立つ
情報を適切に選択して、読み取ったり
図表などにまとめたりしている。

・地球環境や資源・エネルギー、貧困
などの課題に対しては、経済的、技術
的な協力が大切であることを理解し、
その知識を身に付けている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

・よりよい社会を築いていくために解
決すべき課題に関する自分の考えを
まとめようとしている。

・身近な地位の生活や我が国の取組
との関係性に着目し、持続可能な社
会を形成するために解決すべき課題
を見いだしている。
・社会科で習得した知識や技能に基
づいて、解決すべき課題について、対
立合意、効率と公正などの視点から
多面的・多角的に考察し、判断して、
課題の探究の過程、思考の過程及び
結果を適切に説明したり、論述したり
している。

・持続可能な社会を形成するために
解決すべき課題に関する資料を様々
な情報手段を活用して収集している。
・収集した資料の中から、課題の探究
に役立つ情報を適切に選択して、読
み取ったり図表などにまとめたりして
いる。

・世代間の公平、地域間の公平、男女
間の平等、社会的寛容、貧困削減、
環境の保全と回復、天然資源の保
全、公正で平和な社会などが、持続
可能な社会の形成の基礎となることを
理解し、その知識を身に付けている。

・課題の探究については、課題の設
定、資料の収集と読み取り、考察とま
とめ、といった方法があることを理解
し、その知識を身に付けている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

・学習活動の観察
・ノートやワークシート等

・定期考査　・小テスト
・ノートやワークシート等

・定期考査
・小テスト

・定期考査
・小テスト

１

学

期

公民　第２部　私たちと民主政治
　第１章　民主主義について考えよう
　第２章　日本国憲法について考えよう
　第３章　国民として国の政治を考えよう
　第４章　住民として地方自治について
考えよう

３
１
２
１
３
５

・民主政治のしくみのあらましを理解し、議会
制民主主義の意義について考えるとともに、
多数決の原理とその運用のあり方について
理解を深める。
・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、法の意義を理解する。
・民主的な社会生活を営むためには,法にも
とづく政治が大切であることを理解し、わが
国の政治が日本国憲法にもとづいて行われ
ていることの意義について考える。また、日
本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権お
よ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、日本国および日本国
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。
・国会を中心とするわが国の政治のしくみや
政党の役割について理解を深める。さらに,
国民の権利を守り,社会の秩序を維持するた
めに,法にもとづく公正な裁判の保障がある
ことについて理解するとともに、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る。その際,選挙の
意義について考える。
・地方自治の基本的な考え方について理解
する。その際、地方公共団体の政治のしくみ
について理解するとともに、住民の権利や義
務に関連して、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学ぶ。

１

公民　第３部　私たちと国際社会
　第１章　正解平和をめざして
　第２章　環境問題について考えよう

１
２
６

・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
協力およ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し,国
際社会におけるわが国の役割について考え
る。そのさい,日本国憲法の平和主義につい
て理解を深め,わが国の安全と防衛および国
際貢献について考えさせるとともに,核兵器
などの脅威に着目し、戦争を防止、,世界平
和を確立するための熱意と協力の態度を学
ぶ。
・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。

単元名

5
6

歴史　第５部　近代(前半)　近代国家の
歩み
と国際社会
　第１章　欧米諸国における「近代化」
　第２章　開国と幕府の終わり
　第３章　新しい価値観の下で
　第４章　近代国家への歩み
　第５章　帝国主義と日本
　第６章　アジアの強国の光と影
　
　
　
　

4
4
3
4
4
3

・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
を理解する。
・開国とその影響、富国強兵・殖産興業政
策、文明開化など通して、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、人々の生活が大き
く変化したことを理解する。
・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
を理解する。

7

公民　第１部　私たちと現代社会
　第１章　私たちの生きる現代社会につ
いて考えよう
　第２章　私たちの生活と文化について
考えよう
　第３章　私たちの生きる現代社会の見
方・考え方

４

３

５

評価の観点と評価規準
評価資料・評価方法等

4

地理　第２部　日本の様々な地域
　３章　日本の諸地域
　 　７節　北海道地方

3
北海道地方の地域について、他地域との結
び付きを中核とした考察を基にし、地域的特
色をとらえる。

・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
するとともに、それらがわが国の政治、経
済、国際関係に影響を与えていることに気づ
く。
・現代社会における文化の意義や影響を理
解し、わが国の伝統と文化に関心をももつと
ともに、文化の継承と創造の意義に気づく。
・人間は本来社会的存在であることに着目
し、社会生活におけるものごとの決定の仕
方、きまりの意義について考え、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、効率と公平などについて理解する。そ
の際、個人の尊重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および
個人の責任などに気づく。

歴史　第６部　現代に続く日本と世界
　１章　敗戦から立ち直る日本
  ２章　経済大国日本
  ３章　これからの日本と世界

3
4
3

・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
とを理解する。

・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する。

学

期
月 単元名

時

数
学習内容

7

歴史　第５部　近代国家の歩みと国際社
会
　６章　高まるデモクラシーの意識
  ７章　軍国主義と日本の行方
  ８章　アジアと太平洋に広がる戦線

6
4
5

・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する。

・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する。

学

期
月

時

数

公民　第４部　私たちと国際社会
　第２章　環境問題について考えよう 5 ・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。

2

公民　第５部　より良い社会をめざして
　第１章　持続可能な社会について考え
よう

5 ・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
をまとめる。

３

学

期

2

11
１２

9

９
１０

学習内容

評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

学

期
月 単元名

時

数
学習内容

評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

公民　第３部　私たちと経済活動
　第１章　私たちの生活と
　　　　　　経済について考えよう

　第２章　消費者として経済を考えよう

　第３章　企業と通して経済を考えよう

　第４章　納税者として経済を考えよう

4

5

12

6

・身近な消費生活を中心に経済活動の意義
を理解するとともに、価格の働きに着目し市
場経済の基本的な考え方について理解す
る。また、現代の生産や金融などの仕組み
や働きを理解する。

・社会における企業の役割と責任について
考える。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
る。

・社会における企業の役割と責任について
考える。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
る。

・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
える。その際、租税の意義と役割について考
えるとともに、国民の納税の義務について理
解する。


