
◆ 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 (中学校)

① 日本の諸地域及び世界の諸地域の地誌学習の充実を図る。

② 我が国の歴史の大きな流れの理解を重視するとともに、近現代に関する学習の充実を図る。

③ 法や政治、経済などの基本的な概念・基本的な考え方についての指導を充実するとともに、

それらの概念を活用して、課題を追究する学習の充実を図る。

④ 様々な伝統や文化、宗教に関する学習の充実を図る。

２ 改訂の要点

（１）目標の改善

① 中学校社会科の目標は、現行どおりの趣旨であるが、改正教育基本法第１条の「平和で民

主的な国家及び社会の形成者」という表現に合わせて、文言の一部を改めた。

② 地理的分野の目標については、目標の(１)で、世界の諸地域に関する地理的認識を養うこ

とを明確にする文言を新たに付加した。また、目標の(２)では、地域的特色や地域の課題を

とらえることをねらいとした趣旨に改めた。歴史的分野の目標については、目標の(１)で、

我が国の歴史の大きな流れの理解を重視する表現に改めた。公民的分野の目標については、

目標の(２)で、現代社会についての見方や考え方の基礎を養う文言を新たに付加した。

（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 地理的分野(１２０単位時間※１５単位時間増)

◎ 世界の諸地域の地域的特色について主題を設けて学習(現行は２～３カ国の調査学習)

◎ 日本の諸地域の地域的特色を学習(現行学習指導要領は２～３県の調査学習)

○ 生活と宗教とのかかわりや世界の宗教分布

② 歴史的分野(１３０単位時間※２５単位時間増)

◎ 個別の歴史的事象の学習を通して、歴史の大きな流れを理解させるよう内容を構造化

(○○、○○などを通して、ＡがＢであったことを理解させる)

◎ 近現代の項目を二つに分割して充実

◎ 宗教のおこり、かな文字の成立、冷戦の終結

○ 藩校や寺子屋、沖縄返還、日中国交正常化、石油危機など

③ 公民的分野(１００単位時間※１５単位時間増)

◎ 現代社会における文化の意義や影響

◎ 対立と合意、効率と公正などの基本的な概念・考え方、契約の重要性

○ 裁判員制度

○ 国際社会における文化や宗教の多様性

（３）言語活動の充実

① 言語活動の充実の観点から、社会的事象の意味、意義を解釈する学習や、事象の特色や事

象間の関連を説明する学習などを重視した。

○地図や資料の読み取り、解釈、論述、意見交換などの学習活動の重視

・地理的分野では、例えば日本の諸地域の学習で事象を関連付けて地域的特色をとらえること。

・歴史的分野では、各時代の特色やその転換について考察し、自分の言葉で表現すること。

・公民的分野では、自分の考えを論述したり議論などを通して互いの考えを深めたりすること。
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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

(１) 平成２１年度から平成２３年度までの第１学年から第３学年までの社会の指導に当た

っては、現行中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

について新中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、平成

２２年度の第１学年並びに平成２３年度の第１学年及び第２学年の社会の指導に当たっ

ては、現行中学校学習指導要領第２章第２節第３の１(２)の規定にかかわらず、新中学

校学習指導要領第２章第２節第３の１(２)の規定により、各学年において授業時数を各

分野に適切に配当するものとする。

(２) 現行中学校学習指導要領による場合には、平成２３年度の第１学年の社会の地理的分

野の指導に当たっては、現行中学校学習指導要領第２章第２節第２〔地理的分野〕のう

ち、２(１)、２(２)ア及びウ並びに２(３)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)の事項を指導す

るものとする。

２ 移行措置の解説

（１）移行措置の内容

社会科の平成２１年度から２３年度までの移行措置の内容は次のとおりである。

① 新中学校学習指導要領によることができるものとする。

② 平成２２年度の第１学年並びに平成２３年度の第１学年及び第２学年における地理的分

野及び歴史的分野の指導に当たっては、新中学校学習指導要領第２章第３の１(２)の規定

により、各学年において授業時数を各分野に適切に配当するものとする。

③ 平成２３年度の第１学年の地理的分野の指導に当たっては、現行学習指導要領の第２章

第２節第２〔地理的分野〕のうち次の事項を指導するものとする。

２(１) 世界と日本の地域構成

(２)ア 身近な地域

ウ 世界の国々

(３)ア(ア) 自然環境から見た日本の地域的特色

(イ) 人口から見た日本の地域的特色

(ウ) 資源や産業から見た日本の地域的特色

(オ) 地域間の結び付きから見た日本の地域的特色

※③については、平成２３年度の入学生が現行の学習指導要領の内容で学習する場合、新学習指導要領で充

実された世界並びに日本の諸地域学習を平成２４年度(つまり第２学年)に行うこととして、第１学年で学

習する現行学習指導要領の内容を具体的に示したものである。

（２）学習指導上の留意事項

・今回の改訂では、内容的に地理的分野が現行学習指導要領や他分野と比べて異同が大きい。

新学習指導要領による学習の指導に当たっては、世界や日本の諸地域に関する教材を準備

し、地図帳や多様な資料を十分に活用しながら学習を進めることが必要。また、網羅的で

地誌的な知識を教え込むような学習にならないように留意することが大切。

３ 移行期間中の指導計画

（１）指導計画の作成

・平成２２年度以降の入学生は、地理的分野、歴史的分野及び公民的分野すべてが新学習指導

要領の授業時数となるため、移行期間中の第１学年、第２学年で学習する地理的分野並びに

歴史的分野の授業時数を適切に配当するとともに、３年間を見通した指導計画を作成すること。

・平成２１年度の入学生については、社会科の３年間の授業時数は現行どおりのままであり、

各学校で新学習指導要領による学習を取り入れようとする場合には、特に３年間を見通して

適切に指導計画を作成し、指導に当たる必要がある。

（２）授業時数

各学年とも、以下のとおりとする。

第１学年 第２学年 第３学年

平成２１年度 １０５ １０５ ８５

平成２２年度 １０５ １０５ ８５

平成２３年度 １０５ １０５ ８５

平成２４年度（完全実施） １０５ １０５ １４０
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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 (中学校)
① 日本の諸地域及び世界の諸地域の地誌学習
の充実を図る。

② 我が国の歴史の大きな流れの理解を重視す
るとともに、近現代に関する学習の充実を図
る。

③ 法や政治、経済などの基本的な概念・基本
的な考え方についての指導を充実するととも
に、それらの概念を活用して、課題を追究す
る学習の充実を図る。

④ 様々な伝統や文化、宗教に関する学習の充
実を図る。

２ 改訂の要点
（１）目標の改善
① 教科の目標

地理、歴史、公民の三分野のねらいの実現
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) 各分野の改定の要点
①［地理的分野］
ア 分野目標についての見直し
・目標の(１)で、世界の諸地域に関する地理
的認識を養うことを明確にする文言を新た
に付加した。
・目標の(２)で、地域的特色や地域の課題を
とらえることをねらいとした趣旨に改めた。

・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。

○中学校社会科改訂の基本方針

（１）基礎的・基本的な知識、概念や技能の習得

・学校教育法第３０条２項を踏まえたもの。

（２）言語活動の充実

・各分野の目標の（４）が該当する。

・社会的事象の意味、意義を解釈する学習や事象

の特色や事象間の関連を説明するなどの、言語

にかかわる学習を一層充実する。

（３）社会参画、伝統や文化、宗教に関する学習の充実

・改正教育基本法等の規定を踏まえたもの。

・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。
・我が国や世界の地理や歴史、法や政治、経済に関する
基礎的・基本的な知識、概念や技能を習得し、社会的
事象の意味、意義を解釈する学習や事象間の関連を説
明する学習など、言語活動の充実を図ることを通して、
社会的な見方や考え方を養うことを一層重視して改善
を図る。

・内容の全体を通して、地図の読図や作図などの地理的

技能を身に付けることを一層重視する。

・身近な地域の調査の学習においては、諸課題を解決し

地域の発展に貢献しようとする態度を養うようにする。

・各時代の特色や時代の転換にかかわる基本的な内容の

定着を図り、課題追究的な学習を重視する。

・我が国の歴史の背景にある世界の歴史の扱いを充実。

・習得した概念を活用して諸事象の意義を解釈させたり、

事象間の関連を説明させること、自分の考えを論述さ

せたり議論などを通してお互いの考えを深めさせたり

することなどの言語活動を重視する。
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イ 内容構成についての見直し
・「(１) 世界の様々な地域」と「(２)日本の
様々な地域」の二つの大項目で再構成した。
・各大項目において地域構成に関する学習を
行い、その後地域的特色について学び、最
後に調べ学習を行う構成となっている。

ウ 世界に関する地理的認識の重視
・世界の諸地域の地域的特色を学ぶ項目を設
けて、従前から中学校地理的分野で重点を
置いてきた我が国の国土認識と併せて、世
界に関する地理的認識を重視。

エ 動態地誌的な学習による国土認識の充実
・日本の諸地域学習を再び行うこととし、日
本全体について任意に地域区分した上で、
それぞれの地域の特色ある事象を中核とし
て、それを他の事象と有機的に関連付けて
地域的特色を動態的にとらえさせることと
した。

オ 地理的技能の育成の一層の充実
・地図の読図や作図は、地理的事象の理解だ
けでなく、地理的な見方や考え方をはぐく
む上で必要不可欠な能力。

カ 社会参画の視点を取り入れた身近な地域の
調査
・社会参画の態度を養うことは、社会科の究
極の目標である公民的資質の基礎を養う意
味からも大切であり、地理的分野の学習に
おいて生徒が生活している地域に対する理
解と関心を深め、その発展に努力しようと
する態度を育てることを重視する必要があ
る。

地理的分野の内容の主な改善点

・世界の諸地域の地域的特色について主題を
設けて学習(現行は２～３カ国の調査学習)

・生活と宗教とのかかわりや世界の宗教分布
・日本の諸地域の地域的特色を学習(現行は
２～３県の調査学習)

②［歴史的分野］
ア 「我が国の歴史の大きな流れ」を理解する
学習の一層の重視
(ア)「我が国の歴史の大きな流れ」の理解と
いう目標の一層の明確化
・目標の(１)で、我が国の歴史の大きな流れ
の理解を重視する表現に改めた。

(イ) 学習内容の構造化と焦点化
・内容のすべての中項目で共通に「○○、○
○などを通して、ＡがＢであったことを理
解させる」という表現を用いた。

(ウ) 各時代の特色をとらえる学習の新設
・内容の「(１)歴史のとらえ方」のウとして、
各時代の特色をとらえる学習を新設。学習
した内容を活用して大観し、表現する活動
を通して、その時代の特色をとらえる。

(エ) 古代までの学習の大観化
・小学校までの学習の繰り返しにならないよ
う留意し、その内容を有効に活用する。

・習得－活用－探究の考え方を基にしながら学習内容や
学習活動を段階的に発展、深化できるように配慮した
ため。

・改正学校教育法の義務教育の目標の中に「進んで外国

の文化の理解を通して他国を尊重し、国際社会の平和

と発展に寄与する態度を養うこと」についての言及が

なされている。

・今回の改訂で強く求められている、思考力・判断力・

表現力等の基盤となる言語力を育成するための言語活

動の充実に資するもの。

地理的分野の内容の取扱いについて
○内容として、世界の様々な地域と日本の様々な地域
については、この順序で取り扱うものとする。

○内容の取扱いとしての配慮事項
・教科用図書「地図」を十分活用すること。
・地域に関する情報の収集・処理に当たってはコン
ピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用
すること。
・学習で取り上げる地域や国については、各項目間
の調整を図り一部の地域に偏ることのないように
すること。
・地域の特色や変化をとらえるに当たっては、歴史
的背景に留意したり、公民的分野との関連にも配
慮したりすること。

○世界の様々な地域に関する内容の取扱いについて
・学習全体を通して大まかに世界地図を描けるよう
にすること。
・世界各地の人々の生活の様子について、衣食住の
特色や生活と宗教とのかかわりに着目させること。
(※世界の主な宗教の分布について理解させる。)

・世界の諸地域について、州ごとに主題を設けて地
域的特色が明確に理解できるようにすること。
・地図を有効に活用して事象を説明するなど、作業
的な学習を取り入れたり、自分の解釈を加えて論
述したり意見交換したりする。(言語活動の充実)

○日本の様々な地域に関する内容の取扱いについて
・我が国の海洋国家としての特色や北方領土が我が
国固有の領土であることなど、領域をめぐる問題
についても着目させる。
・都道府県の名称と位置のほかに、都道府県庁所在
地名も取り上げること。
・学習全体を通して大まかに日本地図を描けるよう
にすること。
・日本の地域的特色については、理解を深めるため
の基本的な事柄で構成すること。
・日本の地域区分については、指導の観点や学校の
所在地の事情を考慮して適切に決めること。
・日本の諸地域の考察の仕方は、学習する地域ごと
に一つ選択し、学習全体を通して全て取り扱うこと。
・身近な地域の調査については、縮尺の大きな地図
や統計に親しませ、それらの活用の技能を高める
ようにする。また、地図を有効に活用して事象を
説明したり、自分の解釈を加えて論述したり意見
交換したりする。(言語活動の充実)
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イ 歴史について考察する力や説明する力の育成
・言語活動の充実の趣旨による。
(ア) 政治面などの変革の特色を考えて時代の

転換の様子をとらえる学習
・内容の「(３)中世の日本」から「(６)現代
の日本と世界」の各大項目の前半に時代の
転換の様子をとらえる学習を設けた。

(イ) 時代の区分やその移り変わりに気付く学
習

・内容の(１)アに、歴史的分野全体の導入と
して、歴史上の人物や出来事などについて
調べたり考えたりして時代区分やその移り
変わりに気付く学習を設定した。

(ウ) 思考・判断・表現する学習と確かな理解
・歴史について考察する力や説明する力を育
てる学習は、学習内容についての理解や認
識を一層深める学習でもある。

ウ 近現代の学習の一層の重視
・従前において内容の(５)「近現代の日本と
世界」という単一の大項目であったものを
(５)「近代の日本と世界」と(６)「現代の
日本と世界」の二つの大項目として構成し
た。

エ 様々な伝統や文化の重視
・内容の(１)のイ「身近な地域の歴史を調べ
る活動」において、具体的な事柄を通して
受け継がれてきた伝統や文化への関心を高
めるようにした。

オ 我が国の歴史の背景となる世界の歴史の扱
いの充実
・内容(２)のアで世界の古代文明や宗教のお
こりに関する学習を充実させたり、(６)で
第二次世界大戦後の学習内容に冷戦やその
終結を位置付けたりした。

歴史的分野の内容の主な改善点

・個別の歴史的事象の学習を通して、歴史の
大きな流れを理解させるよう内容を構造化
(○○、○○などを通して、ＡがＢであっ
たことを理解させる)

・宗教のおこり、かな文字の成立、冷戦の終
結

・近現代の項目を二つに分割して充実
・藩校や寺子屋、沖縄返還、日中国交正常化
石油危機など

③［公民的分野］
ア 現代社会の特色や、現代社会における文化
の意義や影響に関する学習の重視
(ア)内容の(１)の「ア 私たちが生きる現代
社会と文化」を新たに設け、現代日本の社
会の特色をとらえるとともに、それらが政
治や経済、国際社会においてどのような影
響を与えているのかを学習する。
(イ)同じ中項目において現代社会における文
化の意義や影響について理解させるととも
に我が国の伝統や文化に関心をもたせるよ
うにした。
(ウ)内容の(４)の「ア 世界平和と人類の福
祉の増大」でも国際社会における文化や宗

②歴史的分野の内容の取扱いについて
○内容の取扱いとしての配慮事項
・各時代の特色や時代の転換にかかわる基礎的・基
本的な歴史事象を重点的に選んで指導内容を構成
すること。
・歴史的事象の意味・意義や特色、事象間の関連を
説明したり、課題を設けて追究したり、意見交換
したりするなどの学習を重視して思考力、判断力、
表現力等を養うとともに、学習内容の確かな理解
と定着を図ること。(言語活動の充実)
・各時代の文化については代表的な例を取り上げて
その特色を考えさせるようにすること。
・地理的分野との連携を踏まえ地理的条件にも着目
して扱うよう工夫するとともに、公民的分野との
関連にも配慮すること。
・歴史上の人物が果たした役割や生き方について時
代的背景と関連付けて考察させるようにすること。
・民俗学や考古学などの成果の活用や博物館、郷土
資料館などの施設を見学・調査するなど具体的に
学ぶことができるようにすること。

○歴史のとらえ方に関する内容の取扱いについて
・「時代の区分やその移り変わり」に気付かせること。
・人々の生活や生活に根ざした伝統や文化に着目し
た取扱いを工夫すること。

○古代までの日本に関する内容の取扱いについて
・「宗教のおこり」については、仏教、キリスト教、
イスラム教などを取り上げ世界の文明地域との重
なりに気付かせるようにする。

○中世の日本に関する内容の取扱いについて
・「武家政治の展開や民衆の成長を背景とした社会や
文化」については、この時代の文化の中に現在に
結び付くものがみられることに気付かせるように
する。

○近世の日本に関する内容の取扱いについて

・「ヨーロッパ人来航の背景」については、新航路の
開拓を中心に取り扱い、宗教改革にも触れること。

○近代の日本と世界に関する内容の取扱いについて
・「日清・日露戦争」については、このころの大陸と
の関係に着目させること。

○現代の日本と世界に関する内容の取扱いについて
・沖縄返還、日中国交正常化、石油危機などの節目
となる事象を取り扱うようにすること。

③公民的分野の内容の取扱いについて
○内容の取扱いとしての配慮事項
・地理的分野及び歴史的分野の学習の成果を活用す
ること。
・日常生活と関連付けながら具体的事例を通して政
治や経済などについての見方や考え方の基礎が養
えるようにする。
・分野全体を通して、習得した知識を活用して、社
会的事象について考えたことを説明させたり、自
分の意見をまとめさせたりすることにより、思考
力、判断力、表現力等を養うこと。また、考えさ
せる場合には、資料を読み取らせて解釈させたり、
議論を行って考えを深めさせたりするなどの工夫
をすること。(言語活動の充実)

○私たちと現代社会に関する内容の取扱いについて
・地理的分野・歴史的分野との関連を図り、現代社
会の特色をとらえさせるようにすること。
・「現代社会における文化の意義や影響」については
科学、芸術、宗教などを取り上げ、社会生活との
かかわりについて学習できるように工夫すること。
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教の多様性について指導することとした。

イ 現代社会をとらえる見方や考え方の基礎を
養う学習
・目標の(２)で、現代社会についての見方や
考え方の基礎を養う文言を新たに付加した。
・対立と合意、効率と公正などを取り上げ、
現代社会をとらえる見方や考え方の基礎を
養う学習を重視する。

ウ 現代社会をとらえる見方や考え方の基礎を
生かした内容構成
(ア) 内容の(１)は公民的分野の導入として
ア、イの順で行うこととし、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、効率と公正などの見方や考え
方があることを理解させる。

(イ) 内容の(２)、(３)、(４)のアの学習に
おいて、対立と合意、効率と公正などの
見方や考え方を用いて、政治、経済、国
際関係に関する諸事象をとらえさせるよ
うにする。

(ウ) 社会科のまとめとして内容の(４)のイ
を設け、課題を探究させる際に、対立と
合意、効率と公正などの見方や考え方を
活用させるようにした。

エ 社会の変化に対応した、法や金融などに関
する学習の重視

オ 課題の探究を通して社会の形成に参画する
態度を養うことの重視
・持続可能な社会を形成するという観点から
課題を探究させ、自分の考えをまとめさせ
ることをねらいとして、内容の(４)の「イ
よりよい社会を目指して」が新設された。

公民的分野の内容の主な改善点

・現代社会における文化の意義や影響
・対立と合意、効率と公正などの基本的な
概念・考え方、契約の重要性

・裁判員制度
・国際社会における文化や宗教の多様性

Ⅱ 目標及び内容
１ 教科の目標

広い視野に立って、社会に対する関心を
高め、諸資料に基づいて多面的・多角的に
考察し、我が国の国土と歴史に対する理解
と愛情を深め、公民としての基礎的教養を
培い、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）「広い視野に立って社会に対する関心を高め、
諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し」
・社会科の学習が目指している多面的・多角的
な見方に関することと、世界的、国際的な視
野という空間的な広がりに関することの二つ
の意味が含まれる。
・学習の過程を大切にし、問題解決的な能力の
育成を重視する。

○中学校社会科の基本的なねらいの特色を示す。

○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。

○生徒自ら社会的事象を見いだし、それをもとに課題
を設定し追究する学習を重視するとともに、学習を
通してさらに関心が喚起されることを目指す。

○資料を適切に収集、選択、処理、活用し、それらの
資料に基づいて考察、判断する態度を身に付けさせ
ることを重視している。

○私たちと経済に関する内容の取扱いについて
・市場における価格の決まり方や資源の配分につい
て理解させること。

○私たちと政治に関する内容の取扱いについて
・日常の具体的な事例を取り上げ、日本国憲法の基
本的な考え方を理解させること。
・「法に基づく公正な裁判の保障」に関連させて裁判
員制度についても触れること。

○私たちと国際社会の諸課題に関する内容の取扱いに
ついて
・「世界平和の実現」については、領土(領海、領空
を含む)、国家主権、主権の相互尊重、国際連合の
働きなど、基本的な事項を踏まえて理解させるよ
うにすること。
・「よりよい社会を目指して」については、世界的な
視野と地域的な視点に立って探究させること。ま
た、社会科のまとめとして位置付け、適切かつ十
分な授業時数を配当すること。

○社会の変化に対応し新たに付け加わった内容
(ア) 内容の(１)の「イ 現代をとらえる見方や考え方」
では、きまりの意義について考えさせ、また契約の
の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任に
ついて気付かせる。
(イ) 内容の(２)の「ア 市場の働きと経済」では、金
融の仕組みや働きを扱い、その意義や働きを理解さ
せる。

(ウ) 内容の(３)の「ア 人間の尊重と日本国憲法の基
本的原則」では、法によって基本的人権が保障され
るという考え方を理解させる。(※現行より強調)

(エ) 内容の(３)の「イ 民主政治と政治参加」では裁
判員制度についても触れること。

○ 社会科のまとめとしての位置付け
・公民的分野はもとより、地理的分野、歴史的分野
などの学習の成果を生かし、これからのよりよい
社会の形成に主体的に臨む態度を養う。
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（２）「我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を
深め、公民としての基礎的教養を培い」
・中学校社会科の３分野の学習が目指すねらい
を最も端的に示す。
・教科の基本的な構造を述べたもの。

（３）「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」
・３分野の学習を通して育成する資質について
述べたもの。

２ 各分野の目標及び内容
〔地理的分野〕
１ 目 標

（1）日本や世界の地理的事象に対する関心
を高め、広い視野に立って我が国の国土
及び世界の諸地域の地域的特色を考察し
理解させ、地理的な見方や考え方の基礎
を培い、我が国の国土及び世界の諸地域
に関する地理的認識を養う。

（2）日本や世界の地域の諸事象を位置や空
間的な広がりとのかかわりでとらえ、そ
れを地域の規模に応じて環境条件や人間
の営みなどと関連付けて考察し、地域的
特色や地域の課題をとらえさせる。

（3）大小様々な地域から成り立っている日
本や世界の諸地域を比較し関連付けて考
察し、それらの地域は相互に関係し合っ
ていることや各地域の特色には地方的特
殊性と一般的共通性があること、また、
それらは諸条件の変化などに伴って変容
していることを理解させる。

（4）地域調査など具体的な活動を通して地
理的事象に対する関心を高め、様々な資
料を適切に選択、活用して地理的事象を
多面的・多角的に考察し公正に判断する
とともに適切に表現する能力や態度を育
てる。

２ 内 容
（1） 世界の様々な地域
ア 世界の地域構成
・世界の地域構成を大観させ、地球規模で
位置関係をとらえるための基礎的な知識
や技能を身に付けさせること。

イ 世界各地の人々の生活と環境
・世界各地の人々の生活の様子を、衣食住
や宗教とのかかわりを中心に、自然及び
社会的条件と関連付けて考察させ、世界
の人々の生活や環境の多様性を理解させ
ること。

ウ 世界の諸地域
・世界の各州を対象として、それぞれの州
内に暮らす人々の生活にかかわり、かつ
我が国の国土の認識を深める上で効果的
な観点から州内の特色ある地理的事象を
基に主題を設定し、その追究を通してそ
れぞれの州の地域的特色を理解させるこ
と。

○地理的分野の目標は４項目から成り立つ
・目標の(１)は地理的分野の基本的な目標
・目標の(２)、(３)は地理的分野の具体的なねらいを、
地理的な見方や考え方を構成する基本的な概念と関
連付けて示している。
・目標の(４)は地理的分野の学習を通して育成する能
力と態度について示している。

○目標の(１)は、従前から重きを置いてきている我が
国の国土認識と併せて、世界の諸地域に関する地理
的認識を養うことを、学習の両輪とすることを示し
ている。

○目標の(２)は、地理的な見方の基礎を培い、地域的
特色や地域の課題をとらえさせるという地理的分野
のねらいを具体的に示している。

○目標の(３)は、地域的特色の特質、性格についての
考え方を地理的な見方や考え方を構成する概念と関
連付けて示したものであり、従前の目標の(３)を引
き継いだもの。
※諸地域学習の復活により、文言は変わっていないが
より実質化している。

※「主な国々の名称と位置」については、数の上では
世界１９３カ国の中の４０～６０カ国程度の名称と
位置を身に付けることを一応の目安とする。

※中教審の答申の改善事項を反映させている。また、
宗教についての扱いは、教育基本法第１５条を受け
たものである。

※州に順番は無く、６つの州がカバーされていればよ
い。主題については、人口、産業など、それぞれ的
を絞った地理学習を行うこと。また、州ごとに主題
は異なるものにすること。

○地理的分野及び歴史的分野の基礎の上に公民的分野
の学習を展開するということ。

○「公民的資質の基礎を養う」は小・中学校の目標に
一貫した文言であり、社会科の究極のねらいを示す。

○目標の(４)は地理的分野の学習を通して生徒が身に
付けるべき望ましい能力と態度を示したものであり、
従前の目標の(４)を引き継いでいる。
※文言は変わっていないが、言語活動の充実を具現す
るものであることから、重要性は増している。
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エ 世界の様々な地域の調査
・内容（１）の各中項目で身に付けた知識、
概念や技能を活用して、世界の地理学習
のまとめとしての調査学習を行い、世界
の地理的認識を深めさせるとともに、世
界の様々な地域又は国の調査を行う際の
視点や調べ方、まとめ方などの方法を身
に付けさせること。

（2） 日本の様々な地域
ア 日本の地域構成
・地球儀や地図を活用して、世界的視野か
ら国土の位置や領域の特色を理解したり、
他の国との時差を調べたり、都道府県な
どに着目して様々に地域区分できること
をとらえたりする学習を通して、国土の
地域構成を大まかにとらえさせること。

イ 世界と比べた日本の地域的特色
・内容の（１）をふまえ、世界的視野から
日本を一つの地域として取り扱ったり、
日本全体の視野から大まかな国内の地域
差に着目させたりすることによって、我
が国の国土の特色を理解させること。

ウ 日本の諸地域
・日本を幾つかの地域に区分し、それぞれ
の地域の特色ある地理的事象や事柄を他
の事象と有機的に関連付けて追究する活
動を通して、日本の諸地域の地域的特色
をとらえさせること。

エ 身近な地域の調査
・直接経験地域の地理的事象を学習対象と
して、観察や調査などの活動を通して、
身近な地域に対する理解と関心を深めさ
せるとともに、市町村規模の地域の調査
を行う際の視点や方法を身に付けさせる
こと。

〔歴史的分野〕
１ 目 標

（1）歴史的事象に対する関心を高め、我が
国の歴史の大きな流れを、世界の歴史を
背景に、各時代の特色を踏まえて理解さ
せ、それを通して我が国の伝統と文化の
特色を広い視野に立って考えさせるとと
もに、我が国の歴史に対する愛情を深め、
国民としての自覚を育てる。

（2）国家・社会及び文化の発展や人々の生
活の向上に尽くした歴史上の人物と現在
に伝わる文化遺産を、その時代や地域と
の関連において理解させ、尊重する態度
を育てる。

（3）歴史に見られる国際関係や文化交流の
あらましを理解させ、我が国と諸外国の
歴史や文化が相互に深くかかわっている
ことを考えさせるとともに、他民族の文
化、生活などに関心をもたせ、国際協調
の精神を養う。

※調べる主題の例示、地理的事象を取り上げて調査す
る方法の段階の提示、レポートの書き方などについ
てそれぞれ解説書の中で例示している。こうした型
の提示による習得を進め、言語活動の充実や調べ学
習の充実を図ることを意図している。

※我が国の領土問題は北方領土と竹島のみ。（政府見解）
現行の学習指導要領でも、竹島を扱うことはできる。
移行措置期間中も各学校の判断で積極的に指導して
よい。

○この中項目は、「（ア）自然環境」「（イ）人口」「（ウ）
資源・エネルギーと産業」「（エ）地域間の結び付き」
の４つの小項目から構成される。

※日本をいくつかの地域に区分し、それぞれの地域に
ついて、（ア）から（キ）で示した考察の仕方を基に
して地域的特色をとらえさせる。これは、地域の特
色を網羅的・並列的に扱うのではなく、あくまでも
中核とした地理的事象を他の事象と有機的に関連付
けて追究する学習活動を展開するようにすること。

※最低でも日本を７つの地域に区分することになる。
地域の指導の順序についても取り決めはない。

※世界と日本の様々な地域を学習した後に位置付ける
ことで、既習知識、概念や技能を生かすとともに、
地域の課題を見いだし考察するなどの社会参画の視
点を取り入れた探究型学習を地理的分野の学習のま
とめとして行うことが期待されている。
（体験と言語活動をつなぐ学習）

○歴史的分野の目標は４項目から成り立つ
・目標の(１)は歴史的分野の基本的な目標
・目標の(２)、(３)は人物や文化遺産、国際関係や文
化交流に関する学習について。
・目標の(４)は学習を通して身に付けさせる能力と態
度について示している。

○歴史的分野の学習の中心は、「我が国の歴史の大きな
流れ」の理解であり、「各時代の特色」はそのために
踏まえるべきものだという位置付けを明確にしてい
る。

○歴史を具体的に理解させるためには、歴史の展開の
中で大きな役割を果たした人物や各時代の特色を表
す文化遺産を取り上げることが大切であることを述
べている。

○国際化の著しい社会に生きる生徒に、他民族の文化
や生活などに関心をもたせ、我が国と諸外国の歴史
や文化が相互に深くかかわっていることを考えさせ
て、国際協調の精神を育成することが求められてい
る。

中学校 社会
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（4）身近な地域の歴史や具体的な事象の学
習を通して歴史に対する興味・関心を高
め、様々な資料を活用して歴史的事象を
多面的・多角的に考察し公正に判断する
とともに適切に表現する能力と態度を育
てる。

２ 内 容
（1） 歴史のとらえ方
・「ア 我が国の歴史上の人物や出来事などに
ついて調べたり考えたりするなどの活動」
「イ 身近な地域の歴史を調べる活動」及び
「ウ 学習した内容を活用してその時代を大
観し表現する活動」からなる。

（2） 古代までの日本
・１２世紀ごろまでの歴史を扱い、我が国の
古代までの特色を、世界の動きとの関連に
着目して学習させる。

（3） 中世の日本
・１２世紀ごろから１６世紀ごろまでの歴史
を扱い、我が国の中世の特色を、世界の動
きとの関連に着目して学習させる。

（4） 近世の日本
・１６世紀から１９世紀前半までの歴史を扱
い、我が国の近世の特色を世界の動きとの
関連に着目して学習させる。

（5） 近代の日本と世界
・１９世紀ごろから２０世紀前半までの歴史
を扱い、我が国の近代の特色を世界の動き
との関連に着目して学習させる。

（6） 現代の日本と世界
・第二次世界大戦から冷戦の終結ごろまでの
歴史を扱い、我が国の現代の特色を、世界
の動きとの関連に着目して学習させる。

〔公民的分野〕
１ 目 標

（1）個人の尊厳と人権の尊重の意義、特に
自由・権利と責任・義務の関係を広い視
野から正しく認識させ、民主主義に関す
る理解を深めるとともに、国民主権を担
う公民として必要な基礎的教養を培う。

（2）民主政治の意義、国民の生活の向上と
経済活動とのかかわり及び現代の社会生
活などについて、個人と社会とのかかわ
りを中心に理解を深め、現代社会につい
ての見方や考え方の基礎を養うととも
に、社会の諸問題に着目させ、自ら考え
ようとする態度を育てる。

（3）国際的な相互依存関係の深まりの中で
世界平和の実現と人類の福祉の増大のた
めに、各国が相互に主権を尊重し、各国
民が協力し合うことが重要であることを
認識させるとともに、自国を愛し、その
平和と繁栄を図ることが大切であること
を自覚させる。

※様々な資料の中に、今回地図が新たに加わっている。
歴史的分野においても地図の活用が求められている。

○「時代を大観し表現する活動」とは、学習した内容
の比較や関連付け、総合などを通して、政治の展開、
産業の発達、社会の様子、文化の特色など他の時代
との共通点や相違点に着目しながら、「つまりこの時
代は」、「この時代を代表するものは」など各時代の
特色を大きくとらえ、言葉や図などに表したり、互
いに意見交換したりする学習活動。

○「仏教、キリスト教、イスラム教など」のおこった
地域が、それぞれインド、西アジアなどの「世界の
文明地域」と重なることに気付かせる。

○「武家政治の特色」については、古代から中世への
転換の様子を、古代の天皇や貴族の政治との違いに
着目して考察し、自分の言葉で表現できるようにさ
せる。

○「教育の普及と文化の広がり」については、「藩校や
寺子屋など」の普及の着目して人々の教育への関心
の高まりに気付かせる。

○「国際社会とのかかわり」については、「沖縄返還、
日中国交正常化」などを取り扱う。

○「新政府による改革の特色」については、近世から
近代への転換の様子を、近世の政治や社会との違い
に着目して考察し、自分の言葉で表現できるように
させる。

○公民的分野の目標は４項目から成り立つ
・目標の(１)は公民的分野固有のねらいと基本的性格
・目標の(２)、(３)は目標の（１）を達成するため、
ねらいを具体化して示したもの
・目標の(４)はこの分野で育てようとする能力や態度
について示している。

○「民主主義に関する理解を深める」ためには「個人

の尊厳と人権の尊重の意義」についての認識が必要

であることを述べている。

○公民的分野の具体的な学習が、政治に関する学習、

経済に関する学習、社会生活に関する学習であるこ

とを示しており、これらの学習が「個人と社会との

かかわり」を中心に理解を深めさせることを示して

いる。

○グローバル化が一層進展する中で国民的自覚や自国

を愛することを国際的な視野に立って深めていくこ

とを示している。



（4）現代の社会的事象に対する関心を高め、
様々な資料を適切に収集、選択して多面
的・多角的に考察し、事実を正確にとら
え、公正に判断するとともに適切に表現
する能力と態度を育てる。

２ 内 容
（1） 私たちと現代社会
ア 私たちが生きる現代社会と文化
・現代日本の社会にはどのような特色が見
られるか、どのような伝統や文化の影響
を受けているのかを理解させ、これから
始める公民的分野の学習に対して生徒の
関心を高めること。

イ 現代社会をとらえる見方や考え方
・現代社会をとらえる見方や考え方の基礎
を養うこと。

（2） 私たちと経済
ア 市場の働きと経済
・経済活動の意義について消費生活を中心
に学ばせながら、なぜ市場経済という仕
組みがあるのか、どのような機能がある
のか、なぜ金融は必要なのか、どうして
そのような仕組みがあるのかということ
を理解させるとともに、企業にはどのよ
うな社会的役割と責任があるのかを考え
させること。

イ 国民の生活と政府の役割
・なぜすべての経済活動を市場の働きだけ
に任せておくことができないのか、国民
の生活と福祉の向上を図るために、国や
地方公共団体はどのような役割を果たし
ているのかということを理解させるとと
もに、財政の役割や租税の意義などにつ
いて考えさせること。

（3） 私たちと政治
ア 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
・人間の尊重とはどういうことか、それは
どのような方法で実現できるのか、なぜ
法に基づいて政治が行われることが大切
なのかなどについて理解させるとともに、
天皇に地位と天皇の国事に関する行為に
ついて理解させること。

イ 民主政治と政治参加
・自治とは何か、議会制民主主義を取り入
れているのはなぜか、民主政治をよりよ
くしていくためにはどのようなことが必
要かについて理解させたり、主権者とし
て政治に参加することの意義について考
えさせたりすること。

（4） 私たちと国際社会の諸課題
ア 世界平和と人類の福祉の増大
・世界平和と人類の福祉のために、世界の
国々ではどのような協力が行われている
か、我が国はどのような協力を行ってい
るかを理解させたり、どのようなことが
できるかなどについて考えさせたりする
こと。

イ よりよい社会を目指して
・私たちがよりよい社会を築いていくため
にはどうしたらよいのかについて、持続
可能な社会を形成するという観点から、
課題を設けて探究し、自分の考えをまと
めさせ、これから社会参画をしていくた
めの手掛かりを得ること。

○現代日本の特色として、少子高齢化、情報化、グロ
ーバル化などが見られることを理解させる。
※現代社会における文化の意義や影響について理解さ
せることは、教育基本法の改正を受けてのこと。

○社会生活における物事の決定の仕方、きまりの意義

について考えさせることを通して、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

と公正などについて理解させることが必要。

○「法に基づく政治」が民主政治の原理となっており、

その運営によって恣意的支配を排除しようとしてい

ること、独裁政治や専制政治とは異なるものである

ことを理解させる。

○適切に表現する能力は今回の改訂においても言語活

動の充実と関連して重視されるところである。なお

公民的分野における表現力とは、学習の過程で考え

たことや活動したことについて表現することも含ん

でいる。

○「金融などの仕組みや働きを理解させる」について

は、家計の貯蓄などが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するために、金融機関

が仲介する間接金融と、株式や債券などを発行して

直接資金を集める直接金融を扱うこと。

○我が国が行っている世界の平和と人類の福祉に貢献

している様々な国際貢献について考えさせること。

※社会科のいわば「卒論」として位置付く。課題の探

究については、一定の方法があるわけではないが、

一般に、課題の設定、資料の収集と読み取り、考察

とまとめといった手順が考えられる。そして最終的

にはレポートを提出させることが考えられる。

○「租税の意義と役割」については、統計資料などを

有効に活用しながら租税の大まかな仕組みやその特

徴にも触れ、国民生活に大きな影響力をもつ財政を

支える租税の意義や税制度の在り方について考えさ

せること。

○裁判員制度については、国民の司法参加の意義につ

いて考えさせ、国民が刑事裁判に参加することによ

って、裁判の内容に国民の視点、感覚が反映される

ことになり、司法に対する国民の理解が深まり、そ

の信頼が高まることを期待して導入されたことに気

付かせること。

中学校 社会



中学校 社会

Ⅲ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては、次の事項に配
慮するものとする。
(１）小学校社会科の内容との関連及び各分野相互
の有機的な関連を図るとともに、地理的分野及
び歴史的分野の基礎の上に公民的分野の学習を
展開するこの教科の基本的構造に留意して、全
体として教科の目標が達成できるようにするこ
と。

(２) 各分野の履修については、第１、２学年を通
じて地理的分野と歴史的分野を並行して学習さ
せることを原則とし、第３学年において歴史的
分野及び公民的分野を学習させること。各分野
に配当する授業時数は、地理的分野 120 単位時
間、歴史的分野 130 単位時間、公民的分野 100
単位時間とすること。これらの点に留意し、各
学校で創意工夫して適切な指導計画を作成する
こと。

(３) 知識に偏り過ぎた指導にならないようにする
ため、基本的な事項・事柄を厳選して指導内容
を構成するものとし、基本的な内容が確実に身
に付くよう指導すること。また、生徒の主体的
な学習を促し、課題を解決する能力を一層培う
ため、各分野において、第２の内容の範囲や程
度に十分配慮しつつ事項を再構成するなどの工
夫をして、適切な課題を設けて行う学習の充実
を図る。

(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 指導の全般にわたって、資料を活用する学習
活動を重視するとともに、作業的、体験的な学
習の充実を図るようにする。その際、地図や年
表を読みかつ作成すること、新聞、読み物、統
計その他の資料に平素から親しみ適切に活用す
ること、観察や調査などの過程と結果を整理し
報告書にまとめ、発表することなどの活動を取
り入れるようにする。また、資料の収集、処理
や発表などに当たっては、コンピュータや情報
通信ネットワークなどを積極的に活用し、指導
に生かすことで、生徒が興味・関心をもって学
習に取り組めるようにするとともに、生徒が主
体的に情報手段を活用できるよう配慮するもの
とする。その際、情報モラルの指導にも配慮す
るものとする。

３ 内容の指導に当たっては、教育基本法第14条
及び第15条の規定に基づき、適切に行うよう特
に慎重に配慮して、政治及び宗教に関する教育
を行うものとする。

※情報モラルの指導とは、例えばコンピュータや情報

通信ネットワークを活用させる際に、著作権の侵害

等にならないように指導をすることなどである。

○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。

教育基本法

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教

育上尊重されなければならない。

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれ

に反対するための政治教育その他政治的活動をしては

ならない。

（宗教教育）

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般

的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上

尊重されなければならない。

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教の

ための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

※小学校社会科との関連を図る上においては、単に学

習内容だけでなく、学習方法にも着目し、また、生

徒の興味・関心や能力、態度にも配慮して、中学校

社会科の各分野の学習が効果的に行われるようにし

なければならない。

※地理的分野は第２学年で終了することになる。また、

歴史的分野は、第１・２学年で９０単位時間履修し、

第３学年の最初に４０単位時間位置付くことから、

第３学年における公民的分野の開始は５月下旬から

６月上旬あたりからということになる。

※「適切な課題を設けて行う学習」を充実させるのは、

社会の変化に主体的に対応できる能力を育成すると

ともに、生涯学習の基礎を培う趣旨から、自ら学ぶ

意欲や課題を見いだし、追究する能力や態度を育成

することが重要であると考えるから。またこれによ

って言語活動の充実を図ることを意味している。
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Ⅳ 移行期間中の留意事項

・社会科の平成２１年度から２３年度までの移行
措置の内容は次のとおりである。
① 新中学校学習指導要領によることができるも
のとする。
② 平成２２年度の第１学年並びに平成２３年度
の第１学年及び第２学年における地理的分野及
び歴史的分野の指導に当たっては、新中学校学
習指導要領第２章第３の１(２)の規定により、
各学年において授業時数を各分野に適切に配当
するものとする。
③ 平成２３年度の第１学年の地理的分野の指導
に当たっては、現行学習指導要領の第２章第２
節第２〔地理的分野〕のうち次の事項を指導す
るものとする。
２(１) 世界と日本の地域構成
(２)ア 身近な地域

ウ 世界の国々
(３)ア

(ア)自然環境から見た日本の地域的特色
(イ)人口から見た日本の地域的特色
(ウ)資源や産業から見た日本の地域的特色
(オ)地域間の結び付きから見た日本の地域
的特色

○③については、平成２３年度の入学生が現行の学習
指導要領の内容で学習する場合、新学習指導要領で
充実された世界並びに日本の諸地域学習を平成２４
年度(つまり第２学年)に行うこととして、第１学年で
学習する現行学習指導要領の内容を具体的に示した
ものである。

○今回の改訂では、内容的に地理的分野が現行学習指
導要領や他分野と比べて異同が大きい。新学習指導
要領による学習の指導に当たっては、世界や日本の
諸地域に関する教材を準備し、地図帳や多様な資料
を十分に活用しながら学習を進めることが必要。ま
た、網羅的で地誌的な知識を教え込むような学習に
ならないように留意することが大切。


