
◆ 社 会

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨
（１）改善の基本方針

① 小学校、中学校及び高等学校を通じて、社会的事象に関心をもって多面的・多角的に考察
し、公正に判断する能力と態度を養い、社会的な見方や考え方を成長させることを一層重視
する。

② 各学校段階の特質に応じて、習得すべき知識、概念の明確化を図るとともに、各種の資料
から必要な情報を集めて読み取ること、社会的事象の意味、意義を解釈すること、事象の特
色や事象間の関連を説明すること、自分の考えを論述することを一層重視する。

③ 我が国の国土や歴史に対する愛情をはぐくみ、日本人としての自覚をもって国際社会で主
体的に生きるとともに、持続可能な社会の実現を目指すなど、公共的な事柄に自ら参画して
いく資質や能力を育成することを重視する。

(２) 改善の具体的事項 (小学校)
① ４７都道府県の名称と位置、世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置など、学習や生
活の基盤となる知識・技能についての学習の充実を図る。

② 我が国の代表的な文化遺産や縄文時代の生活など、我が国の伝統や文化についての学習の
充実を図る。

③ 環境や防災、情報化、法や経済の基礎となる内容など、よりよい社会の形成への参画にか
かわる学習の充実を図る。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善

① 社会生活を広い視野からとらえ、総合的に理解することを通して、公民的資質の基礎を養
うことをねらいとする目標の趣旨は現行どおりである。なお、教育基本法の改正を踏まえ、
現行の｢平和的、民主的な｣を「平和で民主的な」に表現を改めた。

② 学年目標として、理解・態度・能力を統一的に育成することを目指して、３つの側面から
目標を構成することは現行どおりとし、各学年の能力に関する目標については、新たに「考
えたことを表現する」ことを加えた。

（２）内容の改善
改訂の趣旨を反映して、以下のような｢◎内容｣及び｢○内容の取扱い｣を改善・充実させた。

① 第３学年及び第４学年について
○ 節水や節電など資源の有効な利用
◎ 地域の人々と協力した災害や事故の防止への努力
○ 社会生活を営む上で大切な法やきまり
○ 伝統や文化などの地域資源の保護・活用
◎ 我が国における自分たちの県の地理的位置や４７都道府県の名称と位置
○ 地形から見て特色ある地域の人々の生活を第５学年に移行し、気候条件と統合

② 第５学年
◎ 世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置、我が国の位置と領土
◎ 自然災害の防止
○ 食料生産、工業生産における価格や費用
◎ 放送、新聞などの産業に従事している人々の工夫や努力を、情報化した社会の様子と国
民生活とのかかわりへと改善

③ 第６学年
◎ 狩猟・採集の生活
○ 国宝、重要文化財、世界文化遺産などの我が国の代表的な文化遺産
○ 国民の司法参加
◎ 地球儀の活用

（３）言語活動の充実
① 各学年の能力に関する目標について、これまでの「調べたことを表現する」ことの他に、
「考えたことを表現する」ことが新たに加わった。このことにより、これまでの社会的事象
を具体的に調査したり、地図や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を効果的に活用したり
して調べたことを表現する力を育てる学習に加えて、社会的事象の特色や相互の関連、意味
について考えたことを図や文章、言葉などで表現する力を育てる学習の一層の充実を図るこ
ととした。

② 各学校が指導計画を作成する際に、観察や調査・見学などの体験的な活動やそれに基づく
表現活動の一層の充実に努めることを引き続き規定した。
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３ 具体的な改善事項 （別紙）

Ⅱ 移行措置
１ 移行期間中の特例

平成２１年度及び平成２２年度の第３学年から第６学年までの社会の指導に当たっては、
現行小学校学習指導要領第２章第２節の規定にかかわらず、その全部又は一部について新小
学校学習指導要領第２章第２節の規定によることができる。ただし、現行小学校学習指導要
領による場合には、次のとおりとする。
(１) 平成２１年度及び平成２２年度の第３学年及び第４学年の社会の指導に当たっては、

現行小学校学習指導要領第２章第２節第２の〔第３学年及び第４学年〕の２(６)アに規
定する事項に、新小学校学習指導要領第２章第２節第２の〔第３学年及び第４学年〕の
２(６)アに規定する事項のうち「我が国における自分たちの県(都、道、府)の地理的位
置」及び「４７都道府県の名称と位置」の部分の規定に係る事項を加えること。

(２) 平成２１年度の第３学年又は平成２２年度の第３学年若しくは第４学年の社会の指導
に当たっては、現行小学校学習指導要領第２章第２節第２の〔第３学年及び第４学年〕
の２(６)ウの規定にかかわらず、新小学校学習指導要領第２章第２節第２の〔第３学年
及び第４学年〕の２(６)ウの規定によること。

(３) 平成２１年度及び平成２２年度の第５学年の社会の指導に当たっては、現行小学校学
習指導要領第２章第２節第２の〔第５学年〕の２(４)アのうち「国土の位置」の部分の
規定に係る事項を省略し、新小学校学習指導要領第２章第２節第２の〔第５学年〕の２(１)
アに規定する事項を加えること。

２ 移行措置の解説
（１）移行措置の内容(現行学習指導要領による場合について)
○第３学年第及び第４学年
・「我が国における自分たちの県(都、道、府)の地理的位置、４７都道府県の名称と位置」
を加えて指導すること。

・「産業や地形条件から見て県内の特色ある地域の人々の生活」ではなく、「県内の特色あ
る地域の人々の生活(地域の資源を保護・活用している地域)」を指導すること。

○第５学年
・「世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置、我が国の位置と領土」を加えて指導する
こと。

（２）学習指導上の留意事項
各学校では、平成２２年度開始までに、第３学年及び第４学年のそれぞれの学年の目標を

設定し、地域教材の開発を行うことを含めて指導計画の作成を完了しておくこと。
３ 移行期間中の指導計画
（１）指導計画の作成

①各学年の目標の見直し
・新学習指導要領の各学年の能力に関する目標では、これまでの｢調べたこと｣に｢考えたこ
と｣を加え、｢考えたことを表現する｣力を育てることを一層重視している。また、第５学
年と第６学年では｢地球儀｣の活用が加えられたことにも留意し、年間の指導計画の各学年
の目標を見直す必要がある。

②単元の設定・配列の工夫
・第３学年及び第４学年では、例えば第３学年では観察、調査を中心にした内容を、第４学
年では具体的資料を活用した学習にも力を入れていく内容を配列するといったように、そ
の単元がその学年に位置付いている理由を学校ごとに明らかにすることが必要。

・第５学年では、国土に関する内容が最初に示されたことに留意し、単元の設定や構成、指
導時期などについての十分な検討が必要。

・第６学年の歴史学習では、室町文化、町人の文化や新しい学問に関する内容がそれぞれ独
立して示されるなど、内容項目の示し方が改められたことに留意し、どんな内容のまとま
りで単元を設定するのかについて十分な検討が必要。

③単元の配当時数の検討
・改訂で増えた若干の授業時数については、例えば、言語活動の充実などの指導の工夫によ
り思考力・判断力・表現力等をはぐくむためにも活用する必要があることに留意する。

（２）授業時数
各学年とも、以下のとおりとする。

第３学年 第４学年 第５学年 第６学年
平成２１年度 ７０ ８５ ９０ １００
平成２２年度 ７０ ８５ ９０ １００

平成２３年度（完全実施） ７０ ９０ １００ １０５
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（別紙）

３ 具体的な改善事項

改訂の要点 補足点・強調点

Ⅰ 新学習指導要領の趣旨及び改善事項
１ 改訂の趣旨
（１）改善の基本方針
①小学校、中学校及び高等学校を通じて、社会
的事象に関心をもって多面的・多角的に考察
し、公正に判断する能力と態度を養い、社会
的な見方や考え方を成長させることを一層重
視する。

②各学校段階の特質に応じて、習得すべき知識、
概念の明確化を図るとともに、各種の資料か
ら必要な情報を集めて読み取ること、社会的
事象の意味、意義を解釈すること、事象の特
色や事象間の関連を説明すること、自分の考
えを論述することを一層重視する。

③我が国の国土や歴史に対する愛情をはぐくみ、
日本人としての自覚をもって国際社会で主体
的に生きるとともに、持続可能な社会の実現
を目指すなど、公共的な事柄に自ら参画して
いく資質や能力を育成することを重視する。

(２) 改善の具体的事項 (小学校)
①４７都道府県の名称と位置、世界の主な大陸
と海洋、主な国の名称と位置など、学習や生
活の基盤となる知識・技能についての学習の
充実を図る。

②我が国の代表的な文化遺産や縄文時代の生活
など、我が国の伝統や文化についての学習の
充実を図る。

③環境や防災、情報化、法や経済の基礎となる
内容など、よりよい社会の形成への参画にか
かわる学習の充実を図る。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善
① 社会生活を広い視野からとらえ、総合的に
理解することを通して、公民的資質の基礎を
養うことをねらいとする目標の趣旨は現行ど
おりである。なお、教育基本法の改正を踏ま
え、現行の｢平和的、民主的な｣を「平和で民
主的な」に表現を改めた。

② 学年目標として、理解・態度・能力を統一
的に育成することを目指して、３つの側面か
ら目標を構成することは現行どおりとし、各
学年の能力に関する目標については、新たに
「考えたことを表現する」ことを加えた。

［第３学年及び第４学年］

・児童生徒の発達の段階に応じて、社会的事象の意味や
働きを多面的・多角的に考え、公正に判断できるよう
にすること、社会的な見方や考え方が次第に養われる
ことを一層求めている。

○各学年の目標については、以下の２つの視点を重視し

て改善が図られた。

・児童が社会生活や我が国の国土に対する理解と自然災

害の防止の重要性についての関心を深めることができ

るようにすること。

・基礎的・基本的な知識・技能を活用し、学習問題を追

究・解決することができるようにするために、各学年

の段階に応じて、観察、調査したり、地図や地球儀、

統計、年表などの各種の基礎的資料を効果的に活用し

たり、社会的事象の意味や働きなどについて考え、表

現したりする力を育てること。

・各種の資料を効果的に活用し、社会的事象の意味など
を解釈したり事象の特色や事象間の関連を説明したり
するなど、言語活動を重視しているということ。

・改正教育基本法において、伝統や文化を尊重し、我が
国と郷土を愛するとともに、国際社会の平和と発展に
寄与する態度を養うことなどが、教育の目標として規
定されたことに基づく。

(２)については以下のことを重視する。
・作業的、体験的な学習や問題解決的な学習を一層充実
させることにより、学習や生活の基盤となる知識・技
能を習得させるとともに、それらを活用して観察・調
査したり、各種の資料から必要な情報を集めて読み取
ったりしたことを的確に記録し、比較・関連付け、総
合しながら再構成する学習や考えたことを自分の言葉
でまとめ伝え合うことによりお互いの考えを深めてい
く学習など言語活動の充実を図ること。

・地図帳や地球儀の活用を一層重視する。

・自分たちの住む県の位置、世界の中での我が国の位置

及び領土をとらえることができるようにする。

・縄文土器が使われていたころの人々のくらしを付加。

・歴史事象との関連で取り上げる文化遺産を例示。

・情報通信に関する内容について改善が図られた。

・国土や地域に関する内容については、地域資源の保護

や活用などの観点を重視し再構成された。

小学校 社会



・地域の人々の健康な生活を守るための諸活動
の理解に関する目標について、新たに「良好
な生活環境」を加えた。
・能力に関する目標について、これまでの「調
べたこと」に「考えたこと」を加えた。
［第５学年］
・理解と態度に関する目標について、これまで
の目標(２)を(１)に目標の(１)を(２)にそれ
ぞれ改めた。
・我が国の国土の様子と国民生活との関連の理
解と態度に関する目標について、新たに「国
土の環境と国民生活との関連」と「自然災害
の防止」を加えた。
・我が国の産業の様子と国民生活との関連の理
解と態度に関する目標については、新たに「社
会の情報化の進展」を加えた。
・能力に関する目標について、新たに「地球儀(を
効果的に活用し)」を加えるとともに、これま
での「調べたこと」に「考えたこと」を加え
た。
［第６学年］
・能力に関する目標について、新たに「地球儀(を
効果的に活用し)」を加えるとともに、これま
での「調べたこと」に「考えたこと」を加え
た。

（２）内容の改善
① 第３学年及び第４学年について
<地域社会に関する学習の改善>
☆各学校が２年間を見通して地域の実態に応じ
て内容の順序や教材の選定等を工夫するなど、
地域に密着した学習が弾力的に展開できるよ
う、２学年分の内容をまとめて示すことは従
来どおりとし、主に次のような点で改善を図
った。

・節水や節電など資源の有効な利用

・地域の人々と協力した災害や事故の防止への
努力

・社会生活を営む上で大切な法やきまり

・伝統や文化などの地域資源の保護・活用

・我が国における自分たちの県の地理的位置や
４７都道府県の名称と位置

・地形から見て特色ある地域の人々の生活を第
５学年に移行し、気候条件と統合

・言語活動の充実を図る観点から、各学年の能力に関す
る目標に、共通に設定され、「考えたことを表現する」
ことを一層重視した。

・よりよい社会の形成への参画にかかわる学習の充実を

図る観点から付加された。

・学習や生活の基盤となる知識・技能についての学習の

充実を図るため、各学年の段階に応じて、地図や地球

儀、統計、年表などの各種の基礎的資料を効果的に活

用することの観点から付加された。

①第３学年及び第４学年について
○身近な地域や市の地形、土地利用、公共施設などに
関する内容及び内容の取扱いについて
・「古くから残る建造物」を付加。(※伝統文化の重
視)
・「方位や主な地図記号について扱う」を付加。
(※特定の課題の調査結果を受けて)

○地域の生産や販売に携わっている人々の働きに関す
る内容の取扱いについて
・『生産』については農家、工場などの中から選択し
て取り上げること。
・『販売』については商店を取り上げること。
・『販売』については商店を取り上げ、販売者の側の
工夫を消費者の側の工夫と関連付けて扱うように
する。(※『生産』も『販売』も両方行う)

○地域の人々の健康を守るための諸活動に関する内容
及び内容の取扱いについて
・「資料を活用したり(して調べること)」や「良好な
生活環境(の維持と向上に役立っていることを考え
るようにする)」を付加。
・「節水や節電などの資源の有効な利用についても扱
うこと」や「社会生活を営む上で大切な法やきま
りについて扱うものとする」を付加。

○地域の人々の安全を守るための諸活動に関する内容
及び内容の取扱いについて
・「災害及び事故から人々の安全を守る工夫」を「災
害及び事故の防止」と改めた。
・「関係機関は地域の人々と協力して、災害や事故の
防止に努めていること」を付加。
・「社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱
うものとする」を付加。(※法教育の重視)

○地域の文化財や年中行事に関する内容について
・「地域に残る(文化財や年中行事)」を「地域の人々
が受け継いできた(文化財や年中行事)」と改めた。

○県の地形や産業、県内の特色ある地域に関する内容
及び内容の取扱いについて
・「我が国における自分たちの県の地理的位置」や「47
都道府県の名称と位置」を付加。
・「地形から見て特色ある地域」を第５学年に移行統
合し、新たに「自然環境、伝統や文化などの地域
の資源を保護・活用している地域」を付加。
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② 第５学年
<我が国の国土と産業に関する学習の改善>
☆第３学年及び第４学年で学習する内容との円
滑な接続や第５学年で学習する内容相互の関
連を考慮し、内容の(４)を(１)とするなど、
内容の順序を改めるとともに、主に次のよう
な点で改善を図った。

・世界の主な大陸と海洋、主な国の名称と位置、
我が国の位置と領土

・自然災害の防止

・食料生産、工業生産における価格や費用

・放送、新聞などの産業に従事している人々の
工夫や努力を、情報化した社会の様子と国民
生活とのかかわりへと改善

③ 第６学年
<我が国の歴史に関する学習の改善>
☆我が国の伝統や文化についての理解を深め、
尊重する態度を育てることを一層重視して、
室町文化、町人の文化や新しい学問に関する
内容をそれぞれ独立した項目とするなど、内
容の示し方を再構成するとともに、主に次の
ような点で改善を図った。

・狩猟・採集の生活

・国宝、重要文化財、世界文化遺産などの我が
国の代表的な文化遺産

<我が国の政治の働きに関する学習の改善>

・国民の司法参加

<国際理解に関する学習の改善>

・地球儀の活用

②第５学年について
○我が国の国土の様子と国民生活との関連に関する内
容及び内容の取扱いについて
・「地球儀(を活用して調べ)」、「世界の主な大陸と海
洋、主な国の名称と位置」、「自然災害の防止」を
付加。
・「国土の位置」については、「領土」を内容に位置
付け、「我が国の位置と領土」と改めた。
・「気候条件」については、第３学年及び第４学年か
ら移行した「地形条件」を含めて「自然条件」と
改めた。
・「主な国」については、近隣の諸国を含めて取り上
げるものとする。

○我が国の情報産業などの様子と国民生活との関連に
関する内容及び内容の取扱いについて
・「我が国の通信などの産業」を「我が国の情報産業
や情報化した社会の様子」と改めた。
・「これらの産業(は国民の生活に大きな影響を及ぼ
している)」を「情報化の進展(は国民の生活に大
きな影響を及ぼしている)」と改めた。
・「これらの産業に従事している人々の工夫や努力」
を「情報化した社会の様子と国民生活とのかかわ
り」と改めた。
・「放送、新聞などの中から選択して取り上げること」
とした。
・「情報ネットワークを有効に活用して公共サービス
の向上に努めている教育、福祉、医療、防災など
の中から選択して取り上げること」を付加。

③第６学年について
○我が国の歴史学習の内容及び内容の取扱いについて
・「例えば、国宝、重要文化財に指定されているもの
や、そのうち世界文化遺産に登録されているもの
などを取り上げ、我が国の代表的な文化遺産を通
して学習できるように配慮すること」を付加。

・大和朝廷による国土の統一に関する内容について、
新たに「狩猟・採集」を加え、これまでの「農耕
の始まり」を「狩猟・採集や農耕の生活」と改め
た。
・室町文化、町人文化や新しい学問に関する内容に
ついて、「『建造物や絵画』、『歌舞伎や浮世絵』及
び『国学や蘭学』については、それぞれいずれか
を選択して取り上げることができる」という内容
の取扱いが削除された。

○我が国の政治の働きに関する内容について
・「政治の制度や機構に深入りしないように配慮する
こと」という内容の取扱いを削除(※はどめ条項の
削除)
・「国会と内閣と裁判所の三権相互の関連、国民の司
法参加」を付加。(※Ｈ２１年５月より裁判員制度
のスタート)
・地方公共団体や国の政治の働きに関する事例につ
いての内容の取扱いを、「社会保障、災害復旧の取
組、地域の開発(などの中から選択して取り上げ)」
と改めた。

○我が国とつながりの深い国の人々の生活の様子、国
際社会における我が国の役割に関する内容について
・「地球儀(を活用したりして調べ)」を付加した。
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Ⅱ 目標及び内容
１ 教科の目標

社会生活についての理解を図り、我が国
の国土と歴史に対する理解と愛情を育て、
国際社会に生きる平和で民主的な国家・社
会の形成者として必要な公民的資質の基礎
を養う。

（１）社会生活についての理解
・人々が相互に様々なかかわりをもちながら生
活を営んでいることを理解すること。
・自らが社会生活に適応し、地域社会や国家の
発展に貢献しようとする態度を育てること。

（２）我が国の国土と歴史に対する理解と愛情
・身近な地域や市(区、町、村)、県(都、道、府)
の様子についての指導を踏まえて、我が国の
国土の地理的環境と、そこで営まれている産
業の様子などの理解を図る。
・市を中心とした地域の人々の生活の変化や地
域の発展に尽くした先人の働きの指導を踏ま
える。

（３）公民的資質の基礎
・公民的資質は、平和で民主的な国家・社会の
形成者としての自覚をもち、
①自他の人格を互いに尊重しあうこと
②社会的義務や責任を果たそうとすること
③社会生活の様々な場面で多面的に考えた
り、公正に判断したりすること

などの態度や能力である。

２ 学年の目標
（１）学年の目標の構造
・指導内容と児童の発達の段階を考慮し、理解、
態度、能力の統一的な育成を目指してそれぞ
れに関する目標から構成されている。

（２）各学年の目標の系統
①理解に関する目標について
［第３学年及び第４学年］
・自分たちの住んでいる市や県を中心とした地
域の人々の生活や諸活動、地域の地理的環境
と地域の人々の生活の変化や地域の発展に尽
くした先人の働きについての理解
［第５学年］
・国民生活の舞台である国土とそこで営まれて
いる産業の様子についての理解
［第６学年］
・我が国の国家・社会の発展に大きな働きをし
た先人の業績や優れた文化遺産についての理
解と、国民生活の向上・発展にかかわりをも
つ政治の働きと我が国の政治の考え方や、我
が国と関係の深い国の生活や国際社会におけ
る我が国の役割の理解
②態度に関する目標について
［第３学年及び第４学年］
・地域社会の一員としての自覚をもつことや、
地域社会に対する誇りと愛情を育てること
［第５学年］
・環境の保全や自然災害の防止の重要性、我が
国の産業の発展や社会の情報化の進展に関心
をもつことや国土に対する愛情を育てること
［第６学年］
・我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する
心情を育てるとともに、平和を願う日本人と
して世界の国々の人々と共に生きていくこと
が大切であることを自覚できるようにすること

○小学校社会科のねらいの特色を示す。
・地域社会や我が国における人々の社会生活の様子
や特色などについて総合的な理解を深めること
・我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育てる
こと

○小学校及び中学校社会科の共通のねらいであり、小
学校及び中学校における社会科の指導を通して、そ
の実現を目指す究極的なねらい。

○第３学年からの４年間を通して社会生活について総
合的に理解をすることを通して、公民的資質の基礎
を養うことをねらいとする。

○身近な地域や市や県についての理解を深め、地域社
会に対する誇りと愛情を育てるとともに、我が国の
国土と歴史に対する理解と愛情を育てることをねら
いとする。

○児童一人一人に公民的資質の基礎を養うためには、
・社会科の学習指導において、地域社会や我が国の
国土、産業、歴史などに対する理解と愛情を育て、
社会的な見方や考え方を養うこと。
・問題解決的な学習を一層充実させ、よりよい社会
の形成に参画する資質や能力の基礎を培うことを
一層重視すること。

○第３学年及び第４学年においては目標が２学年まと
めて示してある。これは、学校や地域の実態により
密着した特色のある社会科の学習を弾力的に進める
ことができるようにするためである。各学校では、
第３学年、第４学年のそれぞれの目標を設定する必
要がある。(※Ｈ元年度のように各学校で設定すること)

○理解に関する目標については、各学年の目標の(１)
及び(２)のそれぞれ前半に示されている事項が該当
する。

○理解に関する目標については、理解する内容が系統
的、段階的に示されている。

○態度に関する目標については、理解する目標におい
て示される事項と密接に関連しているものであり、
系統的、段階的に示されている。

○態度に関する目標については、各学年の目標の(１)
及び(２)のそれぞれ後半に示されている事項が該当
する。
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③能力に関する目標について
<観察力や資料活用力>
［第３学年及び第４学年］
・地域における社会的事象を観察、調査すると
ともに、地図(絵地図を含む)や各種の具体的
資料を効果的に活用することができるように
すること
［第５学年］
・社会的事象を具体的に調査するとともに、地
図や地球儀、統計などの各種の基礎的資料を
効果的に活用することができるようにすること
［第６学年］
・社会的事象を具体的に調査するとともに、地
図や地球儀、年表などの各種基礎的資料を効
果的に活用することができるようにすること
<社会的な思考力や判断力>
［第３学年及び第４学年］
・地域社会の社会的事象の特色や相互の関連な
どについて考える力
［第５学年］
・社会的事象の意味について考える力
［第６学年］
・社会的事象の意味をより広い視野から考える
力
<表現力>
［全学年］
・調べたことや考えたことを表現する力を育て
ること

３ 社会科の内容
(１）第３学年及び第４学年の内容
ア 身近な地域や市の地形、土地利用、公共施設
などの様子

イ 地域の生産や販売に携わっている人々の働き
ウ 地域の人々の健康な生活や良好な生活環境を
守るための諸活動

エ 地域の人々の安全を守るための諸活動
オ 地域の古い道具、文化財や年中行事、地域の
発展に尽くした先人の具体的事例

カ 県の地形や産業、県内の特色ある地域
（２）第５学年の内容
ア 我が国の国土の様子と国民生活との関連
イ 我が国の農業や水産業(食料生産)の様子と国
民生活との関連

ウ 我が国の工業の様子と国民生活との関連
エ 我が国の情報産業などの様子と国民生活との
関連

(３) 第６学年の内容
ア 我が国の歴史上の主な事象
イ 我が国の政治の働き、日本国憲法の考え方
ウ 我が国とつながりの深い国の人々の生活の様
子、国際社会における我が国の役割

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画作成上の留意点
(１）各学校においては、地域の実態を生かし、児
童が興味・関心をもって学習に取り組めるよう
にするとともに、観察や調査・見学などの体験
的な活動やそれに基づく表現活動の一層の充実
を図ること。

○能力に関する目標については、各学年の目標の(３)
に示されている事項が該当する。

○能力に関する目標については、各学年のすべての内
容とかかわっており、理解や態度に関する目標と相
互に関連をもちながら育成されるものである。また、
児童の発達の段階や学習経験に応じて系統的、段階
的に育成されるものである。

○表現力については、言語活動の充実を図る観点から、
各学年の能力に関する目標に、「考えたことを表現す
る」が共通に設定されている。

○第３学年及び第４学年では、自分たちの住んでいる
地域の社会生活を総合的に理解できるようにすると
ともに、地域社会の一員としての自覚をもち、地域
社会に対する誇りと愛情を育てるようにする。
※各学校において、地域の実態を踏まえ、２年間を見
通して、それぞれの学年でどの内容を取り上げ、ど
のように配列するのかを工夫すること。

○第５学年では、我が国の国土と産業の様子や特色を
総合的に理解できるようにするとともに、国土の環
境保全や自然災害の防止の重要性、我が国の産業の
発展と社会の情報化の進展についての関心と国土に
対する愛情を育てるようにする。

○第６学年では、我が国の歴史や政治の働き、我が国
と関係の深い国の生活や国際社会における我が国の
役割について理解できるようにするとともに、我が
国の歴史や伝統を大切にし国を愛する心情や、平和
を願う日本人として世界の国々の人々と共に生きて
いこうとする自覚を育てるようにする。

○「地域の実態を生かし、児童が興味・関心をもって
学習に取り組めるようにする」ために
①地域にある素材を教材化すること
②地域に学習活動の場を設けること
③地域の人材を積極的に活用すること
に配慮した指導計画を作成すること。

・第５学年及び第６学年においては、地域教材を取り上

げた学習が、我が国の国土や産業、歴史、政治につい

ての理解につながるように指導計画への位置付け方を

工夫すること。



(２)博物館や郷土資料館等の施設の活用を図ると
ともに、身近な地域及び国土の遺跡や文化財な
どの観察や調査を取り入れるようにすること。

(３)学校図書館や公共図書館、コンピュータなど
を活用して、資料の収集・活用・整理などを行
うようにすること。また、第４学年以降におい
ては、教科用図書「地図」を活用すること。

(４)第１章総則の第１の２及び第３章道徳の第１
に示す道徳教育の目標に基づき、道徳の時間な
どとの関連を考慮しながら、第３章道徳の第２
に示す内容について、社会科の特質に応じて適
切な指導をすること。

２ 各学年にわたる内容の取扱いと指導上の留意
点

(１)各学年の指導については、児童の発達の段階
を考慮し社会的事象を公正に判断できるように
するとともに、個々の児童に社会的な見方や考
え方が養われるようにすること。

(２)各学年において、地図や統計資料などを効果
的に活用し、我が国の都道府県の名称と位置を
身に付けることができるように工夫して指導す
ること。

Ⅳ 移行期間中の留意事項

・平成２１年度及び平成２２年度の第３学年から
第６学年までの社会の指導に当たっては、現行
小学校学習指導要領第２章第２節の規定にかか
わらず、その全部又は一部について新小学校学
習指導要領第２章第２節の規定によることがで
きる。別に定める規定による。（資料本体参照）

・各学校では、平成２２年度開始までに、第３学
年及び第４学年のそれぞれの学年の目標を設定
し、地域教材の開発を行うことを含めて指導計
画の作成を完了しておくこと。

○「体験的な活動を指導計画に位置付けて効果的に指
導する」ために
①体験的な活動のねらいを明確にする。
②事前・事後や現地における指導を充実させる。
③分かったことや考えたことなどを適切に表現する
活動を位置付ける。

(※「考えたことを表現する力」を育てることを重視)

・事前に施設、遺跡や文化財などの実情を把握するとと

もに、関係機関や施設などとの連携を綿密にとること。

・特別活動の遠足・集団宿泊的行事や総合的な学習の時

間における伝統や文化に関する学習活動などとの関連

を指導計画に示すことも考えられる。

・地図帳については、日常の指導の中で、折にふれて、

地図の見方や地図帳の索引の引き方、統計資料などの

活用の仕方などについて指導し、地図帳を自由自在に

活用できる知識や能力を身に付けるようにすること。

・児童一人一人が図書館やコンピュータを利用する必要

性を感じることができるような教材や学習過程を工夫

・改善すること。

○社会科における道徳教育の指導
「社会科の目標と道徳教育との関連」
①伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国
と郷土を愛すること
②集団や社会とのかかわりに関する内容

「道徳の時間の指導との関連」
①社会科で扱った内容や教材の中で適切なものを、
道徳の時間に活用すること。
②道徳の時間で取り上げたことに関係のある内容や
教材を社会科で扱う。

※社会科の年間指導計画の作成に際して道徳教育の全
体計画との関連、指導内容及び時期に配慮すること。

※関連の例：第３学年「地域の伝統文化の継承」
第４学年「郷土の先人の具体的事例」
第５学年「国土の環境保全」
第６学年「社会貢献」

○社会的事象を公正に判断できるようにするために
①取り上げる内容や教材が一方的であったり一面的
であったりしないこと。
②教材の構成、事例の選定、教師の助言を適切に行
うこと。

○社会的な見方や考え方が養われるようにするために
①社会的事象を比較・関連付け・総合して見たり考
えたりすること。
②社会的事象を空間的、時間的に理解したり、公正
に判断したり多面的にとらえたりできるようにす
ること。

○４７都道府県の名称と位置について
・各学年の学習場面に登場してくるたびに、その都道

府県の位置を地図帳の日本地図で確認したり、学習

した事柄を日本地図(白地図)に整理したりすること。

・小学校終了までに４７都道府県の名称と位置を確実

に身に付け、活用できるようにすること。

小学校 社会


