
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目
標 

小３年生 小４年生 小５年生 小６年生 中１年生（７年生） 中２年生（８年生） 中３年生（９年生） 

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・能力の基礎を育成する  

地
理
的
環
境 

〇身近な地域や市の様子 

・市の位置 

・市の地形や土地利用 

・交通の広がり 

・公共施設の場所と働き 

・古くから残る建造物の分布 

 

〇県の様子 

・県の位置 

・県全体の地形 

・主な産業の分布 

・交通網や主な都市 

・４７都道府県の名称と位置 

 

〇県内の特色ある地域の様子 

・特色ある地域の位置や自然環境 

・人々の活動や産業の歴史的背景 

・人々の協力関係 

〇我が国の国土の様子と国民生活  

・世界の大陸と主な海洋 

・国土の位置，構成 

・領土の範囲 

 

〇我が国の国土の自然環境と 

国民生活との関連 

・国土の地形，気候 

・特色ある地域の人々の生活 

・国土の自然環境の特色と 

国民生活との関連 

 

 〇日本の地域構成 

・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 

〇世界の地域構成 

・緯度と経度 

・大陸と海洋の分布 

・主な国々の名称と位置 

〇世界各地の人々の生活と環境 

・自然及び社会条件 

・生活の特色や変容 

・生活と環境の多様性 

・世界の主な宗教の分布 

〇世界の諸地域 

・世界各地の地球的課題 

・各州の地域的特色 

〇地域調査の手法 

・観察，野外調査，文献調査の方法 

・地理的なまとめ方の基礎 

・地形図や主題図の読図 

・目的や用途に適した地図の作成 

〇地域の在り方 

・地域の実態や課題解決のための取組  

〇日本の地域的特色と地域区分 

・日本の自然環境に関する特色 

・日本の人口に関する特色 

・日本の資源・エネルギーに関する特色 

・日本と世界との結び付きの特色 

〇日本の諸地域 

・地域的特色や地域の課題 

 

 

歴
史 

〇市の様子の移り変わり 

・交通や公共施設 

・土地利用や人口 

・生活の道具 

・生活の様子の変化 

 

 

 

 

 

 

〇県内の伝統や文化，先人の働き 

・県内の文化財や年中行事の様子 

・歴史的背景や現在に至る経緯 

・保存や継承のための取組 

・人々の願いや努力 

・地域の発展に尽くした先人の 

苦心や努力 

 

 

 

 

 

 

 〇我が国の歴史上の主な事象 

・縄文のむらから古墳のくにへ 

・天皇を中心とした政治 

・日本風の文化 

・武士による政治 

・今日の生活文化につながる室町文化 

・戦国の世から天下統一へ 

・江戸幕府と武士による政治の安定  

・町人の文化と新しい学問 

・明治維新と近代化 

・国際的地位の向上 

・長く続いた戦争と戦後の民主的な国家 

・歴史を学ぶ意味 

〇歴史との対話 

・年代の表し方や時代区分 

・歴史上の人物や文化財，出来事 

・身近な地域の歴史 

〇近世までの日本とアジア 

・世界の古代文明や宗教のおこり 

・日本列島における国家形成 

・律令国家の形成 

・古代文化と東アジアとの関わり 

・武家政治の成立とユーラシアの交流  

・武家政治の展開と東アジアの動き  

・民衆の成長と新たな文化の形成 

 

〇近世までの日本とアジア 

・世界の動きと統一事業 

・江戸幕府の成立と対外関係 

・産業の発達と町人文化 

・幕府の政治の展開 

〇近現代の日本と世界 

・近代社会の成立とアジア諸国の動き  

・明治維新と近代国家の形成 

・議会政治の始まりと国際社会との

関わり 

・近代産業の発展と近代文化の形成 

 

〇近現代の日本と世界 

・第一次世界大戦前後の国際情勢

と大衆の出現 

・第二次世界大戦と人類への惨禍 

・日本の民主化と冷戦下の国際社会 

・日本の経済の発展とグローバル

化する世界 

現
代
社
会
の
仕
組
み
や
働
き 

〇地域に見られる生産や販売の仕事  

・仕事の種類や産地の分布 

・仕事の工程 

・生産に関わる人の仕事の様子 

・消費者の願い 

・販売の仕方 

・販売に関わる人の仕事の様子 

・販売の仕事の工夫 

・地域の人々の生活との関連 

 

〇地域の安全を守る働き 

・消防署や警察署 

・火災や事故の防止 

・施設，設備などの配置 

・緊急時の備えや対応 

・関係機関や地域の人々の諸活動 

・従事する人々の働き 

 

〇人々の健康や生活環境を支える事業  

・飲料水，電気，ガスを供給する事業  

・安全で安定的な供給の仕組み 

・廃棄物を処理する事業 

・衛生的な処理の仕組みや資源の

有効利用 

・生活環境の維持と向上 

・県内外の人々の協力 

 

〇自然災害から人々を守る活動 

・過去に発生した地域の自然災害 

・関係機関の協力 

〇我が国の農業や水産業における食料生産  

・我が国の食料生産 

・食料生産に関わる人々の工夫や努力  

・食料生産が国民生活に果たす役割 

 

〇我が国の工業生産 

・我が国の工業生産 

・工業生産に関わる人々の工夫や努力  

・工業生産が国民生活に果たす役割 

・工業生産を支える貿易や運輸 

 

〇我が国の産業と情報との関わり 

・放送，新聞などの産業 

・産業における情報活用の現状 

・産業が国民生活に果たす役割 

 

〇我が国の国土の自然環境と 

国民生活の関連 

・自然災害から国民生活を守る 

ための対策や事業 

・森林資源が果たす役割 

・公害の防止や生活環境の改善 

〇我が国の政治の考え方と仕組みや働き 

・日本国憲法の基本的な考え方 

・我が国の民主政治 

・日本国憲法が国民生活に果たす役割 

・国会，内閣，裁判所と国民との関わり 

・国や地方公共団体の政治 

・国民生活における政治の働き 

 

〇グローバル化するする世界と 

日本の役割 

・日本とつながりの深い国々 

・異文化や習慣の尊重 

・国際交流の果たす役割 

・国際連合の働き 

・我が国の国際協力の様子 

・国際社会において我が国が 

果たす役割 

 

 

  〇私たちが生きる現代社会と文化の特色  

・少子高齢化，情報化，グルーバル化 

・文化の意義や影響 

〇現代社会を捉える枠組み 

・対立と合意，効率と公正 

・個人の尊厳と両性の本質的平等 

・契約の重要性 

〇私たちと経済 

・市場の働きと経済 

・国民の生活と政府の役割 

〇私たちと政治 

・人間の尊厳と日本国憲法の基本

的人権 

・民主政治と政治参加 

〇私たちと国際社会の諸課題 

・世界平和と人類の福祉の増大 

・よりよい社会を目指して 

 

 

社会科カリキュラム  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目
標 

小３年生 小４年生 小５年生 小６年生 中１年生（７年生） 中２年生（８年生） 中３年生（９年生） 

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・能力の基礎を育成する  

地
理
的
環
境 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

歴
史 

       

現
代
社
会
の
仕
組
み
や
働
き 

       

 

 

 

 

社会科カリキュラム  

 

                       

 

 
 

〇身近な地域や市の様子 

・市の位置 

・市の地形や土地利用 

・交通の広がり 

・公共施設の場所と働き 

・古くから残る建造物の分布 

 

 

 

 

 

〇市の様子の移り変わり 

・交通や公共施設 

・土地利用や人口 

・生活の道具 

・生活の様子の変化 

 
 

〇県の様子 

・県の位置 

・県全体の地形 

・主な産業の分布 

・交通網や主な都市 

・４７都道府県の名称と位置 

〇県内の特色ある地域の様子 

・特色ある地域の位置や自然環境 

・人々の活動や産業の歴史的背景 

・人々の協力関係 

 

〇県内の伝統や文化，先人の働き 

・県内の文化財や年中行事の様子 

・歴史的背景や現在に至る経緯 

・保存や継承のための取組 

・人々の願いや努力 

・地域の発展に尽くした先人の苦心や努力 

 

 

【地域】 

〇我が国の歴史上の主な事象 

・縄文のむらから古墳のくにへ 

・天皇を中心とした政治 

・日本風の文化  ・武士による政治 

・今日の生活文化につながる室町文化 

・戦国の世から天下統一へ 

・江戸幕府と武士による政治の安定 

・町人の文化と新しい学問 

・明治維新と近代化 

・国際的地位の向上 

・長く続いた戦争と戦後の民主的な国家 

・歴史を学ぶ意味 

【日本・世界の歴史】 
〇歴史との対話 

・年代の表し方や時代区分 

・歴史上の人物や文化財，出来事 

・身近な地域の歴史 

〇近世までの日本とアジア 

・世界の古代文明や宗教のおこり 

・日本列島における国家形成 

・律令国家の形成 

・古代文化と東アジアとの関わり 

・武家政治の成立とユーラシアの交流 

・武家政治の展開と東アジアの動き 

・民衆の成長と新たな文化の形成 

 

〇近世までの日本とアジア 

・世界の動きと統一事業 

・江戸幕府の成立と対外関係 

・産業の発達と町人文化 

・幕府の政治の展開 

〇近現代の日本と世界 

・近代社会の成立とアジア諸国の動き 

・明治維新と近代国家の形成 

〇近現代の日本と世界 

・議会政治の始まりと国際社会との 

関わり 

・近代産業の発展と近代文化の形成 

・第一次世界大戦前後の国際情勢 

と大衆の出現 

・第二次世界大戦と人類への惨禍 

・日本の民主化と冷戦下の国際社会 

・日本の経済の発展とグローバル化 

する世界 

 
〇我が国の国土の様子と国民生活 

・世界の大陸と主な海洋 

・国土の位置，構成 

・領土の範囲 

〇我が国の国土の自然環境と国民生活との関連 

・国土の地形，気候 

・特色ある地域の人々の生活 

・国土の自然環境の特色と国民生活との関連 

【日本】 
〇日本の地域構成 

・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 

 

〇地域調査の手法 

・観察，野外調査，文献調査の方法 

・地理的なまとめ方の基礎 

・地形図や主題図の読図 

・地図の作成 

〇地域の在り方 

 

〇日本の地域的特色と地域区分 

・自然環境，人口に関する特色 

・日本と世界との結び付きの特色 

〇日本の諸地域 

・地域的特色や地域の課題 

〇世界の地域構成 

・緯度と経度・大陸と海洋の分布 

・主な国々の名称と位置 

〇世界各地の人々の生活と環境 

・自然及び社会条件 

・生活の特色や変容 

・生活と環境の多様性 

・世界の主な宗教の分布 

〇世界の諸地域 

・世界各地の地球的課題 

・各州の地域的特色 

【世界】 

 

【経済・産業】 
〇地域に見られる生産や 

販売の仕事 

・仕事の種類や産地の分布 

・仕事の工程 

・生産に関わる人の仕事の様子 

・消費者の願い 

・販売の仕方 

・販売に関わる人の仕事の様子 

・販売の仕事の工夫 

・地域の人々の生活との関連 

 

 

 

〇人々の健康や生活環境を 

支える事業 

・飲料水，電気，ガスを供給する事業  

・安全で安定的な供給の仕組み 

・廃棄物を処理する事業 

・衛生的な処理の仕組み 

・資源の有効利用 

・生活環境の維持と向上 

・県内外の人々の協力 

〇我が国の農業や水産業に 

おける食料生産 

・食料生産に関わる人々の工夫や努力 

・食料生産が国民生活に果たす役割 

〇我が国の工業生産 

・工業生産に関わる人々の工夫や努力 

・工業生産が国民生活に果たす役割 

・工業生産を支える貿易や運輸 

〇我が国の産業と情報との関わり 

・放送，新聞などの産業 

・産業における情報活用の現状 

・産業が国民生活に果たす役割 

 

〇地域の安全を守る働き          〇自然災害から人々を守る活動   〇我が国の国土の自然環境と  〇我が国の政治の考え方と仕組みや働き 

                                                      国民生活の関連 ・消防署や警察署 

・火災や事故の防止 

・施設，設備などの配置 

・緊急時の備えや対応 

・関係機関や地域の人々の諸活動 

・従事する人々の働き 

・過去に発生した地域の自然災害 

・関係機関の協力 

 

・自然災害から国民生活を 

守るための対策や事業 

・森林資源が果たす役割 

・公害の防止や生活環境の 

改善 

 

・日本国憲法の基本的な考え方 

・我が国の民主政治 

・日本国憲法が国民生活に果たす役割 

・国会，内閣，裁判所と国民との関わり 

・国や地方公共団体の政治 

・国民生活における政治の働き 

 

 

〇私たちと政治 

・人間の尊厳と日本国憲法の 

基本的人権 

・民主政治と政治参加 

 

〇グローバル化するする世界と日本の役割 

・日本とつながりの深い国々 

・異文化や習慣の尊重 

・国際交流の果たす役割 

・国際連合の働き 

・我が国の国際協力の様子 

・国際社会において我が国が果たす役割 

〇私たちと国際社会の諸課題 

・世界平和と人類の福祉の増大 

・よりよい社会を目指して 

〇私たちが生きる現代社会と 

文化の特色 

・少子高齢化，情報化，グルーバル化 

・文化の意義や影響 

〇現代社会を捉える枠組み 

・対立と合意，効率と公正 

・個人の尊厳と両性の本質的平等 

・契約の重要性 

【政治】 

【国際関係・現代社会】 

〇私たちと経済 

・市場の働きと経済 

・国民の生活と政府の役割 


