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今年度の教育課程の取り組みについて 

教育課程委員 時田 一幸（北広島・大 曲 中） 

 鞍貫 耕平（千 歳・千 歳 中） 

阿部 毅（千 歳・青 葉 中） 

 

１ 研究主題 

「未来をきり拓く力をつけた子どもの育成」 

～学習したことを生かしながら，課題を解決する授業を通して～ 

 

２ 研究仮説 

習得した知識や概念を活用しながら，自分の考えをまとめ，表現し，他者と交流する授業

を展開することで，現代社会の課題に積極的にかかわり，未来をきり拓く力をはぐくむこと

ができる。 

 

３ 今年度の取り組みについて 

新学習指導要領完全実施まであと２年をきった。今年度（平成２２年度）入学生からは，

３年時の授業時数が８５時間から１４０時間に増加した。 

そのために，今年度入学生からは，地理的分野の時数を１２０単位時間(１５単位時間増)

に，歴史的分野の時数を１３０単位時間(２５単位時間増)に，公民的分野の時数を１００時

間(１５時間増)した指導計画を作成し指導を始めている。 

また，来年度（平成２３年度）の入学生については，平成２０年６月１３日に出された「文

部科学省告示第９９号」のなかで「現行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。」という特例が定められている。 

また，新学習指導要領では，「基礎的・基本的な知識，概念や技能の習得」と「言語活動の

充実」，「社会参画，伝統や文化，宗教に関する学習の充実」が改訂の要点としてあげられて

いる。 

そこで，教育課程委員の取り組みとしては，次の３点について取り組んできた。 

（１） 学習指導要領改訂の重点 

（２） 新学習指導要領・移行期（平成 23 年度）における指導計画について 

（３） 言語活動の充実を図る学習のあり方について 
 



学習指導要領改訂の重点 

 

１ 学力観の転換…習得・活用・探求型学習への転換 

「社会的事象に関する基礎的・基本的な知識，概念や技能を確実に習得させ，それらを活

用する力や課題を探求する力を育成する」→知識の習得，活用，探求という段階を設定し，

生徒が知識を習得したうえで，無理なくそれを用いて社会的事象について思考し，自分なり

の考えをもつことが求められる。 

 

２ 教科及び地理，歴史，公民３分野の目標はどう変わったか 

（１） 教科の目標の変更点 

◇ 「民主的，平和的な国家・社会の形成者」が「平和で民主的な国家・社会の形成者」

になった程度で大きな変更はない。 

（２） 地理的分野の変更点 

① 目標⑴において，「我が国の国土に対する認識」に加えて，「世界の諸地域に関する

地理的認識」を養うことも目指されるようになった。 

② 目標⑵において，「地域的特色をとらえさせるための視点や方法を身につけさせる」

が，「地域的特色や地域の課題をとらえさせる」に修正された。 

（３） 歴史的分野の変更点 

◇ 「我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色」という二つの柱を，「我が国の歴史の

大きな流れ」に一本化した。 

（４） 公民的分野の変更点 

◇ 目標⑵に「現代社会についての見方や考え方の基礎を養う」という文言が追加され

た。 

 

３ 地理・歴史・公民の内容はどう変わったか 

（１） 地理的分野の内容の変更点 

① 大項目が３から２へと減り，⑴「世界の様々な地域」と⑵「日本の様々な地域」か

ら構成されている。 

② 世界の諸地域については，内容⑴－ウにおいて，(ア)アジアから(カ)オセアニアま

で一通り世界の各州を学ぶようになっている。 

③ 日本の諸地域については，内容⑵のウにおいて日本を幾つかの地域に区分して，そ

れぞれの地域について(ア)「自然環境を中核とした考察」から(キ)「他地域との結び

付きを中核とした地域」まで設定された７つの観点から考察し，日本全体を地域に区

分して一通り学ぶようになっている。 



（２） 歴史的分野の内容の変更点 

◇ 内容⑴「歴史のとらえ方」，⑵「古代までの日本」，⑶「中世の日本」，⑷「近世の日

本」，⑸「近代の日本と世界」，⑹「現代の日本と世界」となり，近代と現代が二つに

区分された。 

（３） 公民的分野の内容の変更点 

◇ 大項目が３から４に増えたが，実質的に新設されたのは，内容⑴のイと内容⑷のイ

である。 

 

４ 指導計画作成のポイント 

１  目標にかかわる作成上の課題 

（１） 「基礎的知識・技能」の確実な習得 

① 基礎的知識 

地理的分野…我が国の国土や世界の諸地域の地域的特色 

歴史的分野…我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色 

公民的分野…個人の尊厳と人権尊重の意義，国民主権，民主主義の意義と，経済

活動と国民生活のかかわり 

② 基礎的技能 

地理的分野…地域調査や，適切に選択した様々な資料から地理的事象に関する事

実を読み取る技能 

歴史的分野…様々な資料から歴史的事象に関する事実を読み取る技能 

公民的分野…様々な資料を適切に収集，選択し，そこから正確に事実をとらえる

技能 

（２） 「思考・判断・表現力」等の育成 

① 問題の設定…生徒が興味・関心をもって取り組め，すでにもっている知識や経験を

総動員して予想できる問題を設定する。 

② 資料の選択と配置…生徒が，問題に対する自らの予想を検証し，それが間違ってい

れば修正できるような資料を選択する。 

（３） 「公民的資質の基礎」の育成 

地理的分野…内容⑵のエ「身近な地域の調査」 

歴史的分野…内容⑴のイ「身近な地域の歴史を調べる活動」 

公民的分野…内容⑷のイ「よりよい社会を目指して」 

 

 

 

 



２ 内容にかかわる作成上の課題 

（１） 小学校社会科と中学校社会科のつながり 

小学校社会科の学習項目 中学校社会科の学習項目 

身近な地域や市について観察，調査する学習

（３，４年） 

［地理］身近な地域の調査（内容⑵のエ） 

［歴史］身近な地域の歴史を調べる学習（内容⑴のイ） 

［公民］よりよい社会を目指して（内容⑷のイ） 

都道府県について調べ，特色を考える学習 

（３，４年） 

［地理］日本の諸地域の学習（内容⑵のウ） 

［歴史］身近な地域の歴史を調べる学習（内容⑴のイ） 

［公民］地方自治の考え方，政治の仕組みに関する学習 

（内容⑶のイ） 

世界のおもな国の名称と位置，我が国の位置

と領土の学習（５年） 

［地理］世界の様々な地域の学習（内容⑴のア～エ） 

［歴史］近代の日本と世界（内容⑸） 

現代の日本と世界（内容⑹） 

［公民］世界平和と人類の福祉の増大（内容⑷のア） 

公害から国民の健康や生活環境を守ること

の大切さに関する学習（５年） 

［地理］環境問題や環境保全を中核とした日本の諸地域に関す

る学習（内容⑵のウ(エ)） 

［歴史］経済や科学技術が発展し国民生活が向上した現代日本

の学習（内容⑹のイ） 

［公民］国民の生活と政府の役割に関する学習（内容⑵のイ）

人物を重視した歴史学習（６年） ［地理］歴史的背景を中核とした日本の諸地域に関する学習 

（内容⑵のウ(イ)） 

［歴史］我が国の歴史上の人物や出来事について調べたり考え

たりする学習（内容⑴のア） 

［公民］文化の継承と創造の意義に関する学習（内容⑴のア）

世界平和の大切さと我が国の役割の学習 

（６年） 

［地理］生活・文化，他地域との結び付きを中核とした日本の

諸地域に関する学習（内容⑵のウ(カ)，(キ)） 

［歴史］国際社会とのかかわりやその中での我が国の役割に関

する現代日本の学習（内容⑹のイ） 

［公民］世界平和と人類の福祉の増大（内容⑷のア） 

 

 

 

 

 



（２） 中学校社会科各分野相互のつながり 

地理的分野の学習項目 歴史的分野の学習項目 公民的分野の学習項目 

世界各地の人々の生活と環境にお

ける生活と宗教とのかかわりにつ

いての学習（内容⑴のイ） 

受け継がれてきた伝統や文化の学

習（内容⑴のイ） 

世界平和と人類の福祉の増大にお

ける文化や宗教の多様性について

の学習（内容⑷のア） 

世界と比べた日本の地域的特色の

学習（内容⑵のイ） 

古代から現代までの日本の歴史の

学習全般（内容⑵～⑹） 

私たちが生きる現代社会と文化に

おける現代日本の特色の学習 

（内容⑴のア） 

日本の諸地域における歴史的背景

を中核とした学習 

（内容⑵のウ(イ)） 

古代から現代までの日本の歴史の

学習全般（内容⑵～⑹） 

 

 現代の日本と世界における高度経

済成長以後の我が国と国際社会と

のかかわりに関する学習（内容⑹の

イ） 

世界平和と人類の福祉の増大にお

ける，国際社会における我が国の役

割に関する学習（内容⑷のア） 

 

３ 方法にかかわる作成上の課題 

（１） 言語活動の充実 

地理的分野 

・ 内容⑴のエ「世界の様々な地域の調査」について 

…「自分の解釈を加えて論述したり，意見交換したりするなどの学習活動を

充実させること」 

・ 内容⑵のエ「身近な地域の調査」について 

…「観察や調査の結果をまとめる際には，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などの学習

活動を充実させること」 

歴史的分野 

・ 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。 

公民的分野 

・ 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，議論など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。 

◇ 社会科授業における言語活動の指導の手順 

① 記述：資料を読み取ったり，実際に事象を観察，調査したりする活動を通し

て事象に関する情報を正確に取り出す。 

② 説明：取り出した情報同士を関連づけ，法則や理論を用いて原因と結果又は

目的と手段といった関連を発見する。 

③ 解釈：事象や出来事を，それが生じた社会や時代の中に位置づけ，その意味

や意義を明らかにする。 

④ (価値)判断：事象や出来事を導いた人々の決断や，事象や出来事が社会全体

にもたらした影響や結果を自らの基準で評価する。 

⑤ 論述：自分の判断の妥当性を，根拠を示しながら第三者を納得させられるよ

うに書き表す。 

（２） 作業的，体験的な学習の充実 

２ 指導の全般にわたって，資料を選択し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，指導に活かすことで，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。 

◇ 作業的，体験的学習の具体例 

① 地図や年表を読みかつ作成すること 

② 新聞，読み物，統計その他の資料を活用すること 

③ 観察や調査をすること 

④ 報告書をまとめ，発表すること 

⑤ コンピュータや情報通信ネットワークを活用すること 

（３） 問題解決的な学習の充実 

◇ 問題解決的な学習を充実させるための留意点 

① 追究する問題を，授業のはじめに明確にすること 

② 授業を，一つの問題を追究する過程として構成すること 

③ 追究過程に，問題の発見→答えの予想→仮説の設定→仮説の検証の段階を設

定すること 

④ 検証は，生徒が資料に基づいて自分で事実を確かめながら進めること 



⑤ 検証の結果をクラス全体で確認し，納得したうえで最も間違いの少ない仮説

を受け入れさせること 

◇ 生徒自身の解決してみたいという意欲を引き出すような問題の例 

① 生徒が既に持っている常識的な認識を覆すような問題 

② 教科書に書かれている記述に反するような問題 

③ 資料の中に見られる矛盾に基づく問題 

※ 参考資料 

① 「これからの授業に役立つ 新学習指導要領ハンドブック 中学校社会」 

（澁澤文隆・佐野金吾・押谷由夫・山口満著，時事通信社） 

② 「中学校新教育課程 社会科の指導計画作成と授業づくり」 

（桑原敏典著，明治図書） 


