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現代社会 生徒の主体的な活動を重視した単元計画・学習指導案

１ 年間指導計画例

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間についての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問
目 標 題について主体的に考え公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方について考える力の基礎を養い、良識ある公民としての必

要な能力と態度を育てる。

到達目標 ●現代に生きる私たちの課題について、現代社会の諸問題について自己とのかかわりに着目して課題を設け、倫理、社会、文化、政治、経
、 、 。に向けて 済など様々な観点から追究する学習を通して 現代社会に対する関心を高め いかに生きるかを主体的に考えることの大切さを自覚させる

の具体的 ●現代の社会と人間としての在り方生き方について、多様な角度から理解させるとともに、青年期の意義、経済活動の在り方、政治参加、
取り組み 民主社会の倫理、国際社会における日本の果たすべき役割などについて自己とのかかわりに着目して考えさせる。

月 単 元 ・ 項 目 予定 学習活動（指導内容・生徒） 評価方法 評価のポイント

第１編 現代に生きる私たちの課題 ５ ●地球の温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、森林 授業観察 ●地球規模の環境問題にはど
１ 環境と私たちの生活 の破壊と野生生物の種の減少、砂漠化などさまざ 行動観察 のようなものがあるか理解し
①かけがえのない地球 まな環境問題、環境問題への国際的な取り組みに ノート確認 ている。

４ ②むしばまれる地球の環境（１） ついて学習し、人間の生活と環境問題を関連させ プリント確認
③むしばまれる地球の環境（２） て追究する。
④私たちの地球を守るために

月 テーマ学習 ●温暖化の原因やこの影響を探り、今後自分たち ●温暖化の原因や影響を理解
地球の温暖化について考えよう で出来ることを、主体的に考察する。 レポート提出 し、対策を主体的に考える。

２ 資源・エネルギー問題と私たち ９ ●資源が限りあること、エネルギー利用の変化と 授業観察 ●資源の有限性について理解
の生活 石油の需給、原子力発電とその課題、新エネルギ 行動観察 を深め、資源を有効に利用す
①資源と私たちの生活 ーについて学習し、資源・エネルギーの問題と自 ノート確認 るためにどうしなければなら

５ ②原子力発電と新ｴﾈﾙｷﾞｰの開発 らの生活のあり方を追究する。 プリント確認 ないかを自分がかかわるべき
小テスト① こととしてとらえようとして

テーマ学習 ●原子力発電を例にエネルギー問題を多角的に捉 いる。
原子力発電は必要か え、原子力発電についての課題を追究する。 ●原子力発電のメリットとデ

レポート提出 ィメリットを把握し、考察の
５ 豊かな生活と福祉社会 ●豊かさの意味、日本の社会保障制度、少子高齢 結果、自分の意見をもつ。

、月 ①豊かな生活とは何か 化と福祉社会、豊かな社会とはなにかを学習し、 ●日本の社会保障制度の特徴
②福祉社会を実現するために 豊かな社会とはどのような社会かを追究する。 少子高齢社会の課題について

理解している。

前 期 中 間 考 査

６ 第２編 現代の社会と人間としての ７ ●家族の役割の変化、高齢化の影響、少子高齢社 授業観察 ●少子化の進行の原因や社会
あり方生き方 会への対応について学習する。 行動観察 的背景について理解し、少子

第１章 現代社会の特質と社会生活 ●国際化の進展と、国際化の進展にともなう異文 ノート確認 高齢化にともなう問題点の会
の変化 化理解・共生について学習する。 プリント確認 血について関心をもちその方
②少子高齢化社会 法を考察する。
④国際化社会 ●国際化社会はどのような社

月 テーマ学習 ●生徒がグループ毎に討議を行い、出生率低下の 小テスト② 会か理解している。
出生率低下について考えよう 原因やこれからの対策を 追究する。 レポート提出

第２章 現代に生きる青年 ６ ●青年期の意味 自我のめざめについて学習する 授業観察 ●青年期とはどのようなもの、 。
①青年期とは ●感情の起伏と劣等感、悩みと相談、悩みを乗り 行動観察 か理解している。

７ ②青年期を充実させるために こえて成長していくことを学習する。 ノート確認 ●一人前の人間として自立す
、 、 。③自立に向けて ●個性の形成 青年の生き方と文化とのかかわり プリント確認 るための手だてを理解している

④社会とのかかかわり アイデンティティの確立について学習する。 ●職業のもつ意味、社会に参
⑤私たちの生きがい ●職業生活の意義、私たち一人ひとりが社会の対 小テスト③ 加することの意義について考

等な構成員であることを学習する。 えることができた。
月 ●学び続けることと生きがい、ボランティア活動 ●生きがいを求める手段とし

について学習する。 て生涯学習の意味を理解し、
それについて高い関心をもっ
ている。

、第３章 （１）現代の経済社会 ６ ●技術革新と経済発展、産業構造の変化と日本の 授業観察 ●経済の発展による社会変化
①産業構造の変化 農業、経済のサービス化・ソフト化について学習 行動観察 産業構造の高度化を理解して

する。 ノート確認 いる。
②企業の役割と社会的責任 ●企業の活動、株式会社のしくみ、企業の社会に プリント確認 ●企業の活動内容、社会的責

対しての責任について学習する。 任を理解している。
③中小企業の現状と課題 ●中小企業の現状と特質、中小企業の役割と課題 ●中小企業のおかれている立

８ について学習する。 場、役割を理解している。
④政府の経済的役割 ●政府の経済的役割とその見直し、社会資本の整 ●政府の経済的役割を理解し

備について学習する。 ている。
・ ⑤財政のしくみと税金 ●財政のしくみ、財政政策、租税と公債について ●財政の機能と役割、日本の

学習する。 財政課題を理解している。
⑥金融機関のはたらき ●金融のしくみ、日本銀行の金融政策、金融の自 ●金融機関の役割、中央銀行

９ 由化とその課題について学習する。 小テスト④ の金融政策を理解している。
第３章 （２）私たちの生活 ●労働基本権の確立、雇用事情の変化について学 ●労働基本権、近年の雇用事

。習する。 情の変化について理解している
①雇用とこんにちの労働問題 ●労働条件の改善・整備について学習する。 ●公害の原因と国・企業の責
②労働環境の整備 ●日本の公害、公害防止と公害対策、環境の保全 任について理解し、公害防止

。月 ③公害の防止と環境保全 について学習する。 のための課題を理解している
④消費者問題と消費者主権 ●契約と消費者の自覚、消費者保護政策と企業の ●消費者問題について主体的

社会的責任について学習する。 に考察することができた。

前 期 期 末 考 査
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月 単 元 ・ 項 目 予定 学習活動（指導内容・生徒） 評価方法 評価のポイント

第４章 国際経済の動向と日本の役 ９ ●資本主義経済体制の動向と課題、社会主義経済 授業観察 ●経済体制の特徴と現状を理
割 の成立と変容について学習する。 行動観察 解できた。

１０ ①世界の経済体制の動向 ●国際分業、自由貿易と保護貿易政策、ガットの ノート確認 ●自由貿易における国際機関
。はたしてきた役割と の機能について学習す プリント確認 の機能と役割を理解しているWTO

②国際分業と貿易 る。 小テスト⑤ ●日本の国際収支の変化、為
●国際収支の動き、外国為替相場の動きとその影 替相場変動の影響を理解し、
響、円高・円安について学習する。 日本の貿易の特徴と今後の動

③国際収支と為替相場 ●日本の貿易の歴史的変化と、貿易の品目・相手 きについて考察することがで
月 国など現在の貿易の特徴について学習する。 きた。

④貿易と経済摩擦 小テスト⑥

⑤国際協力と国際組織の役割 ７ ●国際経済機構と日本、地域的経済統合について 授業観察 ●国際経済機構や地域的経済
学習する。 行動観察 統合について理解している。

⑥発展途上国の経済と南北問題 ●南北問題、発展途上国の現状と課題、アジア経 ノート確認 ●南北問題の原因、発展途上
１１ 済の現状と課題について学習する。 プリント確認 国のかかえている問題につい

第５章 現代の民主政治と私たちの て理解し、日本の果たすべき
生活 ●私たちと政治、国家成立の思想、私たちと国家 役割について理解している。
①個人と国家 について学習する。 ●基本的人権、法の支配につ

●基本的人権の保障、人権の国際的保障、法の支 いて理解している。
②基本的人権と法の支配 配について学習する。 ●日本国憲法の基本原則を明

。●日本国憲法の制定と三つの基本原則について学 治憲法と比較し理解している
月 ③日本国憲法の基本原理 習する。 ●平和主義、自衛隊をめぐる

●憲法と自衛隊、非核三原則、自衛隊をめぐる問 問題を理解している。
④憲法第９条と自衛隊 題について学習する。 小テスト⑦ ●自由権について理解してい

●日米安全保障体制と日本の安全保障について学 る。
⑤日本の安全保障 習する。

●偏見・差別の解消が国民一人ひとりの課題であ
⑥平等に生きる権利と自由に生き ること、人間が生まれながらにもっている自由権
る権利 ついて学習する。

後 期 中 間 考 査

⑦豊かに生きる権利 ６ ●社会権、基本的人権を確保するための権利につ 授業観察 ●社会権、新しい人権につい
⑧新しい人権 いて、新しい人権の確立、環境権・プライバシー 行動観察 て理解している。

１２ の権利・知る権利などの新しい人権について学習 ノート確認 ●基本的人権と公共の福祉の
する。 プリント確認 関係について理解している。

⑨基本的人権と公共の福祉 ●公共の福祉について学習する。 小テスト⑧ ●裁判制度と、裁判所の権限
⑩裁判所と人権保障 ●司法権の独立、憲法の番人といわれる最高裁判 を理解している。

所について学習する。 ●議会制民主主義、国会の権
月 ⑪国会の運営と権限 ●国民主権と議会制民主主義 国会の地位と構成 限について理解している。、 、

国会の運営と権限、衆議院の優越について学習す
る。

⑫内閣の行政の民主化 ７ ●内閣の組織と権限、行政機能の拡大と民主化に 授業観察 ●議院内閣制のしくみ、内閣
。ついて学習する。 行動観察 の権限について理解している

⑬地方自治と住民の福祉 ●民主主義の学校、地方自治の課題、地域社会の ノート確認 ●地方自治の意味と課題につ
１ 一員として何をすべきかについて学習する。 プリント確認 いて理解している。

●日本の選挙制度、選挙制度の課題について学習 小テスト⑨ ●国会議員の選挙制度のしく
⑭選挙制度の現状と課題 する。 みと課題について理解してい

●政党と圧力団体、世論と現代の政治について学 る。
⑮世論の形成と政治参加 習する。 ●政党の役割について理解し

ている。
第６章 国際政治の動向と日本の役 ●第二次世界大戦後の国際社会、第三世界の台頭 ●第二次大戦後の東西冷戦と

月 割 と南北問題、こんにちの国際社会について学習す その終結について理解し、そ
①第二次世界大戦後の国際社会 る。 れが日本の政治や社会にどの

●国際社会の成立 主権国家をめぐる新しい動き ような影響を与えてかを考察、 、
②国家主権と国際法 国際法の意義と役割を学習する。 できた。

●主権国家、国際法の役割を
理解している。

③国境と領土問題 ８ ●国境線、未解決の領土問題、日本の領土問題に 授業観察 ●国境と領土問題について理
ついて学習する。 行動観察 解し、日本の領土問題につい

２ ④地域紛争と人種・民族問題 ●おもな地域紛争、難民問題、人類共通の課題で ノート確認 ても理解している。
ある人権、について学習する。 プリント確認 ●民族や宗教紛争、難民問題

⑤国際連合の役割 ●勢力均衡政策と集団安全保障、国連の成立と目 を理解している。
的・役割・課題について学習する。 ●国連の成立、役割と課題を

⑥核兵器の廃絶と国際平和 ●核兵器の開発と軍拡 軍縮と核兵器廃絶への道 理解している。、 、
国際平和にむけての取り組みについて学習する。 小テスト⑩ ●核兵器についての理解を深

月 ⑦日本の外交 ●日本の外交政策・基本方針、アジアの中の日本 めた。
の役割について学習する。 ●日本の外交の基本方針を理

⑧日本の役割と日本人の生き方 ●国際平和のために何ができるか、国際社会にお 解し、アジアの一員としての
ける一人ひとりの課題について学習する。 日本の役割について理解でき

た。

後 期 期 末 考 査３

月


