
平成１７年度 地歴・公民科教材開発授業改善研究委員会

現代社会 「生徒の主体的な活動を重視した授業」

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、良識ある公民と目 標

して必要な能力と態度を育てる。

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。具体的な

現代社会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・民主社会の倫理・国際社会に取組み

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） 評価方法 評価のポイント

○地球温暖化・オゾン層破壊・森林消失・生物 授業観察 ○地球規模の環境破壊の、顕在化した現第１部

種の減少・酸性雨などのそれぞれの事象のメカ 象（温暖化・オゾン層破壊・森林消失・４ 現代に生きる

５ ニズムを理解し、それぞれに複雑な関連性があ 小テスト 生物種の減少・酸性雨）などを理解し、わたしたちの課題

①地球環境と ること、南北の経済格差も背景にあることを理 メカニズムを南北問題との関連も交えて月

わたしたちの未来 解する。さらに解決法について考察する。 ﾚﾎﾟｰﾄ提出 説明できる。

②資源・エネルギー問題 ○化石燃料中心のエネルギーからの転換の必要 ○化石燃料中心のエネルギー利用の限界

とわたしたちの生き方 性と、代替エネルギーの現状を知る。あわせて について、具体的に説明できる。代替エ

原子力発電の現状についても理解する。 授業観察 ネルギーの具体例をあげ、現状について

○エネルギーの効率利用の実践例や、リサイク 理解している。日本のリサイクルのため

ルの推進について日本の法整備や、我々の日常 の具体的な方法について概要を知ってい５

９ 生活について話し合う。 ノート確認 る。原子力発電の利点・欠点を把握し、

③科学技術の発達と生命 ○医療技術の発達・脳死と臓器移植・バイオテ 世界的な脱原発の流れを理解している。月

クノロジーとクローン技術・遺伝子組み換え植 ○生命技術の発達によってもたらされた

物など、生命技術の発達がわたしたちにどのよ 小テスト 医療・食糧生産などの新たな動きを説明

うな影響をもたらすかを考え、そのメリットや できる。あわせてそれによって生じた新

、 。問題点について考える。 たな問題点を理解し 自分の考えをもつ

前期中間考査

④日常生活と ○現代社会における宗教の意義 人間の有限性 ○産業革命以前と以後における宗教の役「 」

宗教や芸術とのかかわり を、産業革命以前の社会と比較することによっ 授業観察 割の変化と、変化しない役割について理

て確認する。今も過去も変わらない宗教の重み 解している。世界三大宗教の起源や教義６

１０ に気づかせる。あわせて、世界の多くの人々を ・現況などについて理解している。

導いてきた世界宗教の教えについて確認する。 ○「豊かな社会」を示す尺度として、国月

⑤豊かな社会と ○「豊かな社会」の尺度には様々な側面がある 民所得・社会資本の内容を理解してい

福祉社会の在り方 ことを知り、国民所得・社会資本といった観点 小テスト る。福祉の充実や、ノーマライゼーショ

と同時に福祉の充実という側面にも注目させる ンも豊かな社会の尺度と認識している。。

○ 大衆社会 の意味とその特色について知り ○「大衆社会」の概念について理解し、第２部 「 」 、

我々が心がけるべきことを確認する。 「大衆社会」の利点・欠点を確認し、そ現代の社会と人間

○情報化社会の現状について知り、新しい社会 の中に生きる一人としての自覚がある。

の仕組みとしての情報化社会に生きる我々の守 授業観察 ○「情報化社会」がもたらした新しい生第１章

るべきこと・心がけるべきことを確認する。 活を理解し、守るべき倫理について自覚７ 現代の社会生活と青年

８ ○ボーダーレス化の進む今日において、国際化 をもっている。

がもたらす経済や文化への影響と、その中で暮 ○国際化の量的・質的拡大について理解月 １ 現代社会の特質と

らす我々が自覚すべきことについて確認する。 しており、ボーダーレス社会の中の個人わたしたちの生活

①”大衆”の時代 ○少子・高齢化についての、日本や世界の状況 小テスト としての自覚をもっている。

②情報化の進展と生活 を把握する。とりわけ急激な少子・高齢社会と ○我が国や世界の少子・高齢化の現状に

③国際化の中の人間 なりつつある日本の国民として、どんなことに ついての理解と同時に、それらへの方策

④少子・高齢化を迎えて 取り組むべきかを考える。 と社会貢献の自覚をもっている。

○青年期の意義・特徴を理解し、生徒自らが青 授業観察 ○青年期の意義・特徴について理解して２ 現代社会と

年期をどのように生きるかを考えさせる。 いる。青年期の必要性が時代とともに変青年の生き方

①青年であること ○青年期の発達課題を正しく認識し、さまざま 化していること、現代における青年期の８

３ な試行錯誤や失敗を重ねながら社会人へと成長 小テスト 重要性について理解ができている。

②社会とのつながり する自覚をもたせる。 ○青年期の発達課題について正しく理解月

○生徒自らの興味・適性・能力は何かを考えさ し、みずからも一人前の社会人・職業人

③生きがいと進路の創造 せ 自分にふさわしい職業は何かを考えさせる ﾚﾎﾟｰﾄ提出 に成長する意欲をもっている。、 。



月 単元・項目 予定 学習活動（指導内容） 評価方法 評価のポイント

○「消費者主権 「消費者の権利」の考え方を法 ○消費者の４つの権利を理解している。３ 豊かな生活の実現 」

律と関連させて理解するとともに、消費者問題 安全性・販売方法についての厳しい観点

を販売方法や安全性の面から調べる。消費者に や、悪徳商法に乗せられない自覚、多重

①自立した消費者への道 も環境を守る責任があることを理解する。 授業観察 債務に陥らない自覚を身に付けている。

○労働者の権利を労働三法の内容から確認する ○労働三権・労働三法の内容を理解して。

②労働者の権利 ○日本の労働組合の課題と展望について考える いる。日本の雇用・労働問題や女子労働。

○最近の雇用問題・労働問題など、現在の労働 について理解し、問題意識がある。

③現代の雇用・労働問題 環境の変化を知り それに向き合う姿勢を促す ○社会保障について、世界の情勢（特に、 。

○世界と日本の社会保障制度について、成立過 北欧諸国）と比較した日本の現状を理解９

④社会保障の役割 ８ 程と現状を比較する。日本における少子・高齢 している。高福祉・高負担に対する自分

化の進展と社会保障制度の関わりを考える。 ノート確認 の考えをもち、豊かな社会の実現をめざ月

⑤公害の防止と環境保全 ○日本の公害対策の歩みを、政府の対策と関連 す志をもっている。

づけて調べる。新しい公害と従来の公害の違い ○日本における、公害対策の歩みと現状

について理解する。 を理解している。

○ よく生きる ことの意味を 先人の思想 ソ ○ソクラテス・プラトン・キリスト・孔４ よりよく生きること 「 」 、 （

クラテス・プラトン・キリスト・孔子・ブッダ 子・ブッダの思想を理解している。デカを求めて ）

①よく生きるということ をもとに考える。 小テスト ルト・ベーコンの「合理主義」と、それ

○ ベーコン・デカルトの示した近代科学の合理 が世界に及ぼした影響を理解している。

②近代科学の考え方 主義的考え方について理解する。 ○ロックやルソーの民主主義思想を合理

○合理主義から導かれたロックやルソーの人権 主義と関連させて理解できている。

③人間の尊厳 思想・民主主義の精神を学ぶ。

前期末考査

④日本人のものの考え方 ○日本人の伝統的な宗教観や倫理観について、 ○日本人の古来からの宗教観・倫理観

世界の他の地域と比較しながら学ぶ。 「清き明き心 「和 「正直 「誠」につ」 」 」

⑤外来文化の受容と ○日本で育まれた仏教思想・儒教思想や国学思 いて理解ができている。日本の古来の世

日本の伝統思想 想について理解し、西欧の文化と接した明治以 授業観察 界観に仏教・儒教・西洋合理主義が与え

降の思想についても日本文化の伝統との関係で た影響について、具体的人物や思想とと

どのように発展したか学ぶ。 もに理解している。

○技術革新が社会に及ぼす影響の大きさについ ○社会生活に変化をもたらした技術革新第２章

１１ て、時代の変遷やエレクトロニクス・バイオテ を具体的に列記できる。10 現代の経済と国民福祉

クノロジー・情報技術等、各分野で確認する。 ○株式会社・合名会社・合資会社の仕組

○企業の経営形態の種類と企業の社会的責任に みを説明できる。月 １ 経済のしくみ

①技術革新 産業社会の変化 ついて理解する。 ○市場経済での「価格の自動調節機能」と

②現代の企業 ○市場経済における価格決定のしくみについて や「需要と供給の関係」について説明で

③市場経済のしくみ 理解する。あわせて独占・寡占といった市場機 きる。また市場機構が機能しない独占・

④国民経済の活動水準 構がはたらかないケースについても理解し、そ 小テスト 寡占についても理解している。

れによって起こる不具合について知る。 ○ＧＮＰよりもＧＤＰが主要な尺度にな

○ＧＮＰやＧＤＰの意味について理解し、景気 ってきた背景が理解できている。

変動のメカニズムについても確認する。 ○景気の波の仕組みを説明できる。

○豊かな社会と社会的共通資本との関係につい ○市場経済に対する「自由放任」と「有２ 政府の経済的役割

①市場と政府 て考える。アダム スミスとケインズの資本主義 効需要の創出」のそれぞれの考えについ＝

に対する考えを比較し、政府の経済政策の必要 て、根拠と時代背景を述べられる。財政

②財政と財政制度 性について考える。 授業観察 政策の役割について、景気の調節という

○予算と租税の制度を調べ財政活動を理解する 観点から説明できる。。

③金融の役割 財政政策の三つの役割について理解する。 ○中央銀行の三つの金融政策（公定歩合

１０ ○金融の役割を理解し、さらに中央銀行の役割 操作・預金準備率操作・公開市場操作）

を三つの金融政策を手がかりに調べる。 ノート確認 についてそれぞれ説明できる。11

○戦後日本経済の成長の経過を確認する。 ○戦後復興のためのアメリカによる援助３ 変化する日本経済

①高度経済成長と ○貿易摩擦の問題化とプラザ合意、バブル経済 の過程、朝鮮戦争を契機とする高度経済月

産業構造の転換 の前と後とを比較して確認する。 成長の始まりと公害問題などの負の側面

②経済のバブル化 ○金融の自由化と国際化について学び、日本版 について知っている。

とその崩壊 金融ビッグバンの意義について考える。 小テスト ○日本経済の世界的優勢に会わせて決ま

③日本の財政問題 ○中小企業問題や、農業問題などから、日本経 ったプラザ合意の意図を理解している。

④金融の自由化と国際化 済の抱える問題点について確認し、今後の日本 ○日本経済の二重構造について理解し、

⑤中小企業と農業 経済のとるべき道を考える。 自分としての考えをもっている。

後期中間考査



月 単元・項目 予定 学習活動（指導内容） 評価方法 評価のポイント

○近代民主政治の基本原理の内容を明らかにす ○絶対王政と市民革命について、思想・第３章

ると共に それ以前の政治との違いを確認する 経過を説明できる。日本国憲法と民主政治 、 。

○直接民主制の意義を考え、日本における運用 ○日本の地方自治に見られる直接民主制１ 民主政治とは

①民主政治の原理 のされ方を確認する。 授業観察 を説明できる。多数決が少数意見をくみ

②民主政治のしくみ ○多数決の決定の利点と問題点について考える 上げられない問題点を自覚している。。

③世界のおもな政治体制 ○議院内閣制と大統領制の違いを確認する。 ○議院内閣制と大統領制の仕組みと、そ12

８ ○社会主義の政治体制のしくみを理解し、現在 の導入されている国を列記できる。

起こっている変化について確認する。 ○社会主義とその歩みを説明できる。月

○大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを学ぶ。 ○大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを２ 日本国憲法 基本的人権と

①日本国憲法と三つの原理 ○日本国憲法の三大原理を理解する。 説明できる。基本的人権の概要と、裁判

②基本的人権の保障（１） ○基本的人権について、平等権・自由権・社会 小テスト で争われた事例を列記できる。

③基本的人権の保障（２） 権の内容について学ぶ。あわせて、裁判で争わ ○知る権利・プライバシーの権利・環境

④新しい人権と人権の国際 れた基本的人権の事例を知る。 権等について、基本的人権の条項と符合

的広がり ○新しい人権の内容を 社会的背景と共に学ぶ する部分と共に説明できる。、 。

「 」 、３ 国会・内閣・裁判所 ○国権の最高機関である国会の権限と、二院制 ○ 憲法第 条の 国会の地位 を知り41

①国会と政党 の意義およびその課題を考える。 憲法から国会の権限を列挙できる。

○日本の政党政治の概略と近年の変化を学ぶ。 ○採決の流れを二院制や国会と内閣の関

○日本の議院内閣制の仕組みを確認する。 授業観察 係（議院内閣制）から説明できる。

②内閣と行政 ○内閣の権限をまとめ、行政の民主的統制をは ○内閣の権限を理解し官僚の権限の大き

かるために何が必要か、また日本の行政にどん さとスリム化の必要性を理解している。

な改革が必要か考える。 ○司法権に関する憲法の条文と合わせて

○公正な裁判を保障するための日本国憲法の規 裁判制度の新しい動きを理解している。

③裁判所と法の支配 定を確認し、司法制度の新しい動きも知る。 ○マスメディアの影響力を承知し「メデ１

８ ○私たちが世論形成のために、マスメディアの 小テスト ィアリテラシー」の能力をもっている。

情報に接していくべき姿勢を考える。 ○選挙区・比例代表・並立制の長所・短月 ４ 政治参加と民主政治

①世論と政治参加 ○戦後日本の選挙制度の変遷をまとめ、利益集 所を指摘でき、無党派層の増加と投票率

②選挙と政治参加 団が政治に及ぼす影響と投票率の低下がもたら 低下の弊害を理解し、問題意識がある。

す影響を考える。 ○「地方自治の本旨」と日本の直接民主

③地方政治と地域社会 ○地方自治の民主主義における意義を確認し、 制の概要を説明できる 「３割自治」と。

日本の地方自治の問題点を知る。また、地方自 ﾚﾎﾟｰﾄ提出 言われる地方自治の問題や住民運動・市

治への住民参加の現状を知る。 町村合併の動きを理解している。

④平和主義と安全保障 ○日本国憲法と、自衛隊・日米安全保障条約の ○憲法第９条と日米安保・自衛隊の関連

関係をまとめる。 を理解している。自衛隊の海外派遣につ

いても問題意識をもって議論できる。

○身近な生活で、海外製品が多数使われている ○ボーダーレス経済を理解し、背景の多第４章

現状、経済のボーダーレス化について知る。 国籍企業と国際分業を説明できる。国際社会と人類の課題

○自由貿易と保護貿易の主張される立場を知る ○自由貿易・保護貿易の利点・欠点を先１ 国境をこえる経済 。

①企業活動のグローバル化 ○国際収支と為替の仕組みについて学ぶ。 授業観察 進国と途上国の格差から説明できる。

②国際経済のしくみ ○ＩＭＦ・ＧＡＴＴ体制の概要と、戦後の国際 ○為替の仕組みを理解し、円高・円安の

③戦後国際経済の 経済への影響を学ぶ。 国内経済への影響を説明できる。

枠組みとその変化 ○ＥＵ・ＮＡＦＴＡ・ＡＳＥＡＮ・ＡＰＥＣな ○ＩＭＦ・ＧＡＴＴ体制が生まれた流れ

④地域経済統合の進展 ど地域経済の統合が進展している現状を知る。 を説明できる。ドル中心の世界経済が、２

１０ ○第二次世界大戦後の軍縮交渉の経緯を知る。 ベトナム戦争を機に変動為替相場制に移

○環境・人口・食糧問題共に先進工業国と発展 行した流れを理解している。月 ２ 国際社会の課題

①核兵器と軍縮 途上国の経済格差が背景にあることを確認する ○ヨーロッパ・北米・アジアの地域経済。

②環境・人口・食糧問題 ○世界の民族紛争や難民問題の現状について調 の統合の過程を理解している。

③民族問題と紛争 べ、それに対する国連や日本の対応を調べる。 小テスト ○戦後の軍縮の流れを理解している。

④国際社会と人権 ○世界の人権抑圧の事例と、人権保障に向けた ○環境問題・人口問題・民族問題等の起

⑤地球人として 国際的な取り組み及びＮＧＯの存在意義を知る こる経緯を理解し、日本国や日本人さら。

日本の役割 ○日本の国際貢献の現状と課題について学ぶ にはＮＧＯの役割を自覚する。（ ）

○国際連合の安全保障に果たす役割を知る。 授業観察 ○国際連合の組織・役割・活動内容を理３ 国際社会 成立 戦後 動の と の き

①国際連合の現状と課題 ２ ○国際連合の課題をまとめる。 ノート確認 解している。３

②東西対立とその後の世界 ○東西対立の時代の出来事を学ぶ。 小テスト ○戦後の東西対立の経緯と、冷戦後の国

○第三世界の国際的地位について学ぶ。 際紛争を理解している。月

学年末考査


