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社会科 第２学年 指導計画

時 評 価 規 準

月 学 習 内 容

数 社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断・表現 資料活用の技能 社会的事象についての知識・理解

４ １ オリエンテーション

(6.9）

《歴史》第４章 近世の日本【１８時間】

【単元の目標】

○織田・豊臣および江戸幕府の諸政策を通して新しい安定した社会が生まれ，その社会が長く続いたことを理解させる。

○ヨーロッパ文化の伝来や東南アジア各地への日本人の渡航などの対外関係が活発な時期から，外国との交渉が限定された時期へと移っていったこと

を理解させる。

○安定した社会が次第に変化し，行き詰まっていく原因について，社会のしくみや経済の変化などから考えさせる。

○産業や交通が著しく発達し，町人文化や各地方の生活文化が形成されていった様子を，今日に残る文化財や史料などから把握させ，文化的遺産を尊

重する態度を育てる。

第１節 ヨーロッパ人との出会いと全国統一

２ １ ヨーロッパ人の世界進出（p.80～81） ・ヨーロッパの世界進 ・「16世紀ごろの世界」 ・イスラムの広がりが

・アジアの物産を求めて 出がアメリカ大陸やア から世界の一体化を読 ヨーロッパにおよぼし

・アメリカ大陸の植民地化 フリカにおよぼした影 み取るなど，歴史地図 た影響や，宗教改革の

・宗教改革とイエズス会 響について考察し，そ を活用していた。 動きのあらましを理解

・オランダの興隆 の過程や結果を説明し し，その知識を身に付

ていた。 けていた。

１ ２ ヨーロッパ人との出会い（p.82～83） ・鉄砲とキリスト教の ・「南蛮人渡来図屏風」

・鉄砲とキリスト教の伝来 伝来，南蛮貿易が日本 に描かれたものからそ

・南蛮貿易 の社会に及ぼした影響 の様子を読み取り，南

・キリスト教の広まり について，考察し，説 蛮貿易やキリスト教の

明していた。 広がりの理解に活用し

ていた。

１ ３ 織田信長・豊臣秀吉による統一事業 ・世の中に全国統一へ ・信長と秀吉による統

（p.84～85） の気運が生まれた理由 一事業の過程やその政

・信長の統一事業 を，それまでの日本の 策のあらましを理解

・秀吉の統一事業 歴史の流れなどから考 し，その知識を身に付

・宣教師の追放 察し，年表などにまと けていた。

めていた。

１ ４ 兵農分離と朝鮮侵略（p.86～87） ・豊臣秀吉に対する日 ・兵農分離の政策によ

・検地と刀狩 本と朝鮮での評価の違 って社会の枠組みがど

・朝鮮侵略 いに関心を持ち，朝鮮 のように変化したか

侵略について意欲的に を，中世の社会と比較

調べていた。 して考察し，説明して

いた。

１ ５ 桃山文化（p.88～89） ・桃山文化の特色を， ・ヨーロッパ人の来航

・豪華で壮大な文化 生活に根ざした文化の によって生まれた新し

・ヨーロッパ文化の影響 広がりや武将・豪商の い文化について理解

経済力などの時代背景 し，その知識を身に付

から考察し，適切に表 けていた。

現していた。

５ 第２節 江戸幕府の成立と鎖国

(8.7)

１ １ 江戸幕府の成立と支配のしくみ ・260年余りも続く平 ・「おもな大名の配置」

（p.90～91） 和な時代がどのように から大名統制の方法を

・江戸幕府の成立 して生まれたのかに関 読み取るなど，歴史地

・幕府と藩 心をもち，意欲的に追 図を活用していた。

・大名や朝廷の統制 究していた。

１ ２ さまざまな身分とくらし（p.92～93） ・江戸時代に確立した ・「身分別の人口の割

・武士と町人 身分制度の中での差別 合」などから，江戸時

・村と百姓 が近代や現代にも残っ 代の身分とそれぞれの

・きびしい身分による差別 ていくことに関心を持 職分や生活の様子を調

ち，差別を許さないと べ，表などにまとめて

いう態度を身につけて いた。

いた。

１ ３ 貿易の振興から鎖国へ（p.94～95） ・江戸幕府が17世紀の ・島原・天草一揆以後

・朱印船貿易と日本町 前半に対外政策を変化 に幕府がとった対策と

・禁教と貿易統制の強化 させて「鎖国」した理 それが人々の生活に与

・島原・天草一揆と鎖国 由を，禁教，外交関係 えた影響を理解し，そ

と情報の統制，大名統 の知識を身に付けてい

制などから考察し，説 た。

明していた。

１ ４ 鎖国下の対外関係（p.96～97） ・交易や文化交流に果 ・鎖国下の日本と外国

・オランダと中国 たした琉球の役割やア との対外関係につい

・朝鮮と琉球 イヌの人々の生活に対 て，白地図などにわか

・アイヌ民族との交易 する関心を高め，現在 りやすくまとめてい

に残る文化を大切にし た。

ようとしていた。

第３節 産業の発達と幕府政治の動き

１ １ 農業や諸産業の発達（p.98～99） ・江戸時代の産業の様 ・産業，交通の発達に

・農業の進歩 子について関心を高 よって貨幣経済が進展

・諸産業の発達 め，身近な地域の郷土 し，財力をつけた町人

・商人の台頭 資料館などを利用して の力が増していったこ

意欲的に調べていた。 とを理解し，その知識

を身に付けていた。

１ ２ 都市の繁栄と元禄文化（p.104～105） ・江戸時代に都市が発 ・文学作品や図版「見

・三都の繁栄 達した理由を，幕府や 返り美人図」などから，

・元禄文化 藩の政治のしくみ，物 元禄文化の特色を読み

資の流通などから考察 取っていた。

し，説明していた。

１ ３ 享保の改革と社会の変化（p.106～107） ・幕府の政治改革の影 ・「百姓一揆・打ちこ

・享保の改革 響について，幕府・諸 わしの発生件数」から

・貨幣経済の広がり 藩・農民などの立場か 社会の様子と変化を説

・百姓一揆と差別の強化 ら多面的・多角的に考 明できるなど，グラフ

察し，適切に表現して を活用していた。

いた。
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１ ４ 幕府政治の改革（p.112～113） ・田沼意次の政治と松 ・「北方探検」をもと

・田沼の政治 平定信の政治を比較 に，蝦夷や樺太の探検

・寛政の改革 し，政治改革の目的に が行われたことを知

・鎖国が祖法とされる ついて考察し，説明し り，幕府の対外関係の

ていた。 あり方を理解してい

た。

１ ・５ 新しい学問と化政文化（p.114～115） ・国学と蘭学の発達や ・「藩校と寺子屋の広

・国学と蘭学 化政文化の特色につい がり」をもとに全国に

・化政文化 て調べ，新しい学問や 教育施設がつくられて

・教育の広がり 文化が生まれた背景を いったことを読み取っ

考察し，説明していた。 ていた。

６ １ ６ 外国船の出現と天保の改革（p.116～117） ・大塩平八郎が乱を起 ・外国船の接近とそれ

(12.0) ・外国船を打ち払う こした理由や天保の改 に対する幕府の対応に

・大塩の乱 革の内容を調べ，幕府 ついて年表にまとめ，

・天保の改革 政治が行き詰まってい 幕府に新たな課題が生

ったことについて考察 じたことを理解し，そ

し，その過程や結果を の知識を身に付けてい

説明していた。 た。

１ 「深めよう」琉球王国・アイヌ民族と日本

（p.118～119）

１ 「深めよう」世界をめぐる食べ物（p.120）
江戸のリサイクル社会（p.121）

３ まとめ

《地理》第１編 第３章 世界の諸地域

【単元の目標】

○世界の諸地域の地域的特色を理解するために，それぞれの地理的事象に関する学習テーマを設定し，意欲的に追究させる。

○世界の諸地域の学習テーマを追究していく過程において，その地域的特色と課題を多面的・多角的に考察し，その成果を様々な手法で表現させる。

○世界の諸地域に関する統計資料の分析，雨温図・主題図・写真の読み取りや比較・関連付けなどの地理的技能を育ませる。

○世界の諸地域の自然環境，産業，生活・文化，歴史的背景などの特色について概観し，地球儀や地図帳などを活用しながら，それぞれの基礎的・基

本的な知識を身に付けさせる。

１節 アジア州―急速に進む成長と変化―【５時間】

１ １ アジア州をながめて①（p.44～45） ・アジアの人口の特色 ・変化に富む自然環境

・変化に富む自然環境 をキャッチフレーズの や，都市化が急速に進

・都市化が急速に進むアジア 形で表現している。 むアジアの概観を理解

している。

１ ２ アジア州をながめて②（p.46～47） ・アジアを概観する中 ・アジアの産業別人口

・入り交じる文化 で，急速な経済成長に と，おもな製品の生産

・アジアの産業の変化 関心を持ち，その過程 量におけるアジアのし

を意欲的に追究しよう める割合の帯グラフか

とする。 ら，アジアの工業化の

様子を読み取ることが

できる。

１ ３ 経済成長がいちじるしい中国とインド ・中国やインドの経済 ・中国とインドの急速

（p.48～49） 成長の特色や問題点に な工業化の様子を，様

・人口が多い中国とインド ついて，それぞれキャ 々な資料を関連付ける

・中国の工業化と拡大する格差 ッチフレーズの形で表 ことで読み取ることが

・インドの工業の成長 現している。 できる。

・急速な成長と人々のつながり

１ ４ 急速に変わる東南アジア（p.50～51） ・東南アジアと私たち ・東南アジアの都市と

・増える日本への輸出 の生活との関わりに関 農村の変化について，

・農村のくらしの変化 心を持ち，その理由を 機械化，若者，都市問

・急速な都市化と課題 意欲的に調べようとす 題の三つの語句を使っ

る。 て説明している。

１ ５ 多様な民族と経済成長（p.52～53） ・アジアで，急速な成 ・アジアで国家間の結

・石油でうるおう西アジア 長が進んできた理由に び付きが遅れた理由に

・注目される中央アジアの国々 ついて，節の学習を踏 ついて，アジアの多様

・多様なアジアの結びつき まえて論述したり，意 性の視点を踏まえて理

見交換したりしてい 解している。

る。

２節 ヨーロッパ州―国どうしの統合による変化―【５時間】

１ １ ヨーロッパ州をながめて（p.55～57） ・ヨーロッパを概観す ・小国が多いこと，地

・温暖な気候と広い平野 る中で，国家間の統合 域により異なる農業が

・多くの国々 に関心を持ち，その過 さかんなこと，世界経

・地域により異なる農業 程を意欲的に追究しよ 済における地位が低下

・近代工業の発展 うとする。 してきたことなどを概

観し，理解している。

７ １ ２ ヨーロッパ文化の共通性（p.58～59） ・表現のしかたが似て ・ヨーロッパの国々の

(8.1) ・表現のしかたが似ているあいさつ いるあいさつや，キリ 文化について，似てい

・キリスト教の信仰 スト教の信仰など，ヨ る点を二つあげ，統合

・多様な民族と共通の文化 ーロッパにおける共通 を進めることができた

の文化に対する関心を 理由について理解す

持つ。 る。

１ ３ 進むヨーロッパ統合（p.60～61） ・EU 統合の内容につ ・交通・通勤・買い物

・国境をこえた統合 いて，工業，人々の移 ・通貨など，ヨーロッ

・EU の工業 動，交通の三つの視点 パが統合してきたこと

・統合の進展と人々の生活 から説明している。 を，さまざまな資料を

関連付けることで読み

取ることができる。

１ ４ ヨーロッパの課題とロシア連邦 ・EU 統合が進んだ理 ・EU 加盟国の一人あ

（p.62～63） 由と問題点を，経済面 たりの国民総所得や，

・EU のかかえる課題 と政治面についてそれ ロシア連邦とその周辺

・EU とつながるロシア連邦 ぞれ論述したり，意見 の鉱工業の主題図か

交換したりしている。 ら，それぞれの地域の

国民生活の様子を読み

取ることができる。

１ 「深めよう」地球環境問題（p.64）

３節 アフリカ州―おもな生産品にたよる生活からの変化―【３時間】

１ １ アフリカ州をながめて（p.65～67） ・アフリカを概観する ・広大なさばくを持つ
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・広大なさばくが広がるアフリカ 中で，産業の変化に関 自然，古い歴史と伝統

・アフリカの歩み 心を持ち，その過程を 的な文化，農業や鉱業

・独自の言語と公用語 意欲的に追究しようと を中心とした産業など

・伝統的文化と産業 する。 の特色を概観し，理解

している。

１ ２ アフリカの産業と新たな開発 ・アフリカの産業と日 ・アフリカの農業と工

（p.68～69） 本人の日常生活と関わ 業の特色や問題点を，

・世界に輸出されるカカオ りが深いことに関心を さまざまな資料の関連

・プランテーション農業と農牧業 持ち，アフリカの農業 づけから読み取ること

・豊富な鉱産資源 や工業を意欲的に調べ ができる。

・アフリカの産業のしくみ ようとする。

１ ３ アフリカの課題と展望（p.70～71） ・アフリカの変化と自 ・現在のアフリカが持

・進む都市化 立へ向けての課題につ つ課題について，三つ

・発展への課題 いて，教科書の写真を の視点を踏まえて理解

・地域の統合と自立への交流 比較しながら論述した している。

り，意見交換したりし

ている。

４節 北アメリカ州―さかんな農業や工業の特色―【５時間】

１ １ 北アメリカ州をながめて（p.73～75） ・北アメリカを概観す ・大陸と島々からなる

・大陸と島々 る中で，産業に関心を 自然，新しい文化，産

・新しい生活と文化の誕生 持ち，その特色を意欲 業と経済の地域差など

・産業と経済の地域差 的に追究しようとす の特色を概観し，理解

る。 している。

８ １ ２ 広大な国土と工業化した農業 ・アメリカが多様な農 ・アメリカの大規模で

(3.9) （p.76～77） 産物を大量に生産でき 合理的な農業の特色

・さかんに輸出される農産物 る理由を，気候，生産 を，主題図や写真など

・大規模で工業化した農業 方法，経営者のそれぞ の様々な資料を関連付

・農業に進出する企業 れの方法から説明して けて読み取ることがで

いる。 きる。

１ ３ 工業の発展と工業地域（p.78～79） ・アメリカの①大西洋 ・アメリカでは，移民

・豊かな資源を利用した工業化 岸や五大湖沿岸，②サ が産業の発展に重要な

・情報化と新しい工業の発展 ンベルトの二つの工業 役割を果たしてきたこ

・経済を支える人々 地域について，おもな とを理解している。

工業の種類とそれが発

展した理由を比べて，

表にまとめている。

１ ４ アメリカで生まれた生活・文化 ・日本にも広がるショ ・①アメリカ・カナ

（p.80～81） ッピングセンターやフ ダ，②メキシコ，中央

・さかんに消費する生活 ァストフードなど，世 アメリカ，西インド諸

・世界に広がるアメリカ文化 界に広がるアメリカ文 島の二つの地域の間に

・移民の国アメリカ 化に関心を持つ。 見られる人々と企業の

特徴について論述した

り，意見交換したりし

ている。

１ 「深めよう」多民族多文化社会（p.82）

９ ５節 南アメリカ州【３時間】

(9.6)

１ １ 南アメリカ州をながめて（p.83～85） ・南アメリカを概観す ・南北に長い大陸の自

・南北に長い大陸 る中で，環境の変化に 然，交じり合う文化，

・交じり合う人々と文化 関心を持ち，その過程 都市と産業の発達など

・都市と産業の発達 を意欲的に追究しよう の特色を概観し，理解

とする。 している。

１ ２ 自然環境と共生する人々（p.86～87） ・南アメリカの特徴的 ・南アメリカの自然環

・アマゾン川とくらす人々 な地域である，①アマ 境の特色を，さまざま

・森林でくらす人々 ゾン川，②森林，③草 な資料の関連付けから

・草原でくらす人々 原の各地域でさかんな 読み取ることができ

産業を説明している。 る。

１ ３ 開発の進行とその影響（p.88～89） ・アマゾン地域の開発 ・アマゾン川流域の自

・アマゾン地域の開発 や，食料・エネルギー 然環境の特色を，様々

・食料とエネルギーの増産 の増産のための開発に な資料の関連付けから

・開発と環境保護の課題 よっておきた環境問題 読み取ることができ

に共通する原因を論述 る。

したり，意見交換した

りしている。

６節 オセアニア州―強まるアジアとの結びつき―【３時間】

１ １ オセアニア州をながめて（p.91～93） ・オセアニアを概観す ・乾燥する大陸と島々

・「乾燥大陸」と多くの島々 る中で，アジアとの結 からなる自然，先住民

・オセアニアの文化 び付きに関心を持ち， の文化，観光や貿易を

・変化するオセアニアの経済 その過程を意欲的に追 中心とした産業などの

究しようとする。 特色を概観し，理解し

ている。

１ ２ 資源によるアジアとのつながり ・オーストラリアから ・オーストラリアの農

（p.94～95） アジアへの輸出が増え 牧業や鉱産資源の特色

・変わる輸出品と貿易相手国 た理由を説明してい を，様々な資料の関連

・自然環境に合った農牧業 る。 付けから読み取ること

・豊富な資源を生かした国際関係 ができる。

１ ３ 人々によるアジアとのつながり ・観光客が増加するな ・オセアニアの人が，

（p.96～97） ど，日本との関わりが アジアの人に対して，

・白豪主義からの転換 深いオセアニアの自然 オセアニアをアピール

・多文化社会をめざして に関心を持つ。 するためのキャッチフ

・増大するアジアからの観光客 レーズを考え，議論し

たり，意見交換したり

している。

３ まとめ

１０ 《地理》第２編 第３章 日本の諸地域

(10.5) 【単元の目標】

○日本の諸地域の地域的特色をとらえるとともに，そこで学んだことを基にして広い視野から日本全体の地域的特色に気付かせる。

○地域の特色ある事象を，他の事象と関連付けて考察することを通して，地理的な見方や考え方を育む。

１節 九州地方 ―環境問題・環境保全に向き合う人々のくらし―【５時間】
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１ １ 九州地方をながめて① ・九州地方の自然災害 ・地図や雨温図を通し

九州地方の生活の舞台（p.160～161） や，災害報道に関心を て，九州地方の自然環

・火山活動にともなう地形 持っている。 境の特徴をとらえてい

・温暖で多雨の気候 る。

１ ２ 九州地方をながめて② ・九州地方の自然災害 ・九州地方の人口と産

九州地方の人々の営み（p.162～163） や公害について意欲的 業の地域的な違いを，

・結びつきが強まる九州各県 に追究しようとしてい 地図を使って読み取っ

・気候と地形に応じた農業 る。 ている。

・転換を求められた鉱工業

１ ３ 環境問題・環境保全に向き合う人々のくら ・自然災害や環境問題 ・環境保全のために，

し① 多様な環境問題と環境保全の取り組み を，自然環境の特色や 砂防ダムの建設や土壌

（p.164～165） 地域開発の動向と関連 流出を防ぐ工夫がなさ

・豪雨による土砂くずれと水害 付けてとらえている。 れていることを理解し

・さんごしょうを守る取り組み ている。

１ ４ 環境問題・環境保全に向き合う人々のくら ・水俣市や北九州市の ・水俣市と福岡市の環

し② 工業化・都市化にともなう地域への影響 環境保全の取り組みを 境問題の原因と対策を

（p.166～167） 通して，身近な地域の 多面的・多角的に考察

・工業化がもたらす地域の課題 そうした取り組みに関 し，その共通点をとら

・安全，快適な都市づくり 心を持っている。 えている。

１ ５ 環境問題・環境保全に向き合う人々のくら ・九州地方の地域的特 ・古い写真と新しい写

し③ 持続可能な社会をつくる（p.168～169） 色について，環境問題 真を比較して環境が大

・鉄鋼都市から環境都市へ や環境保全をふまえ きく改善したことをと

・環境と開発の両立 て，自分なりに工夫し らえている。

て，図に適切に表して

いる。

２節 中国・四国地方 ―都市と農村の変化と人々のくらし―【５時間】

１ １ 中国・四国地方をながめて① ・山陰，瀬戸内，南四 ・瀬戸内地方の特色

中国・四国地方の生活の舞台（p.170～171） 国の三つの地域の自然 を，海上交通路として

・自然環境の異なる三つの地域 の特色を，地図や雨温 の役割と降水量が少な

・二つの山地にはさまれた瀬戸内 図から読み取ってい いことによるくふうか

る。 ら理解している。

１ ２ 中国・四国地方をながめて② ・中国・四国地方の都 ・中国・四国地方では

中国・四国地方の人々の営み（p.172～173） 市と農村の変化につい 人口が瀬戸内地方に集

・瀬戸内地方に集まる人口 て意欲的に追究しよう まっていることと，各

・重化学工業が中心の工業地域 としている。 地の農業や漁業を自然

・自然環境を生かした農業，漁業 環境と関連付けて理解

している。

１ ３ 都市と農村の変化と人々のくらし① ・広島市などの過密問 ・広島市の特色を，地

都市の役割とその課題（p.174～175） 題を，身近な地域と比 方中枢都市としての特

・地方中枢都市 広島 較するなどして，関心 徴を踏まえて表現して

・都市の再開発 を持っている。 いる。

１ ４ 都市と農村の変化と人々のくらし② ・過疎対策について， ・過疎地域とその高齢

高齢化が進む農村と町おこし（p.176～177） 地域の自然環境や人々 化を，人口の変化の図

・地域の高齢化 の生活，産業などと関 や人口ピラミッドから

・さまざまな町おこし 連付けて自分なりに考 読み取っている。

えている。

１ ５ 都市と農村の変化と人々のくらし③ ・交通網の発展による ・中国・四国地方の地

交通網の発展による地域の変化（p.178～179） 地域の変化について， 域的特色について，都

・地方の中の一体化 地域にとっての利点と 市と農村の変化を踏ま

・地方をこえたつながり 問題点の両面から考え えて，地図などに適切

ている。 に表している。

１１ ３節 近畿地方 ―歴史の中で形づくられてきた人々のくらし―【５時間】

(12.3)

１ １ 近畿地方をながめて① ・近畿地方の自然環境 ・近畿地方の自然環境

近畿地方の生活の舞台（p.180～181） の地域による違いを， の特色について，地図

・三つの地域で異なる自然 中国・四国地方で学習 などを使って，その特

・自然災害への備え したことを生かして， 徴的な地形などをとら

地図や雨温図を使って えている。

とらえている。

１ ２ 近畿地方をながめて② ・近畿地方の歴史的背 ・近畿地方が歴史的な

近畿地方の人々の営み（p.182～183） 景について意欲的に追 先進地域で，それが地

・大都市圏の形成 究しようとしている。 域の都市や産業に関連

・大都市を中心とした産業 していることをとらえ

・今に生きる伝統工芸 ている。

１ ３ 歴史の中で形づくられてきた人々のくらし ・京都・奈良に残って ・京都・奈良に世界か

① 古都の成り立ちと現在（p.184～185） いる伝統的な文化や歴 ら観光客が来る理由

・貴族と寺社がつくった都 史的な景観の保存の意 を，その歴史的背景か

・世界の人々を呼び寄せる観光地 義と課題に関心を持っ らとらえている。

ている。

１ ４ 歴史の中で形づくられてきた人々のくらし ・地名には歴史的な由 ・大阪市が江戸時代か

② 都市と郊外の成り立ち（p.186～187） 来があることに関心を ら商業都市として発展

・流通の拠点となった商業都市 持っている。 し，私鉄によって大阪

・私鉄に沿って広がった郊外 大都市圏の形成が進ん

だことをとらえてい

る。

１ ５ 歴史の中で形づくられてきた人々のくらし ・近畿地方の地域的特 ・神戸市などで大規模

③ 現代に開発されたニュータウン 色について，その歴史 な開発が行われてきた

（p.188～189） 的背景に着目して，自 こととその問題点を，

・山を切り開き海を埋め立てる 分なりに工夫して，表 地図や写真を使って読

・時代の要請と現代の課題 などに適切に表してい み取っている。

る。

４節 中部地方 ―活発な産業を支える人々のくらし―【５時間】

１ １ 中部地方をながめて① ・中部地方の自然環境 ・中部地方の地域によ

中部地方の生活の舞台（p.190～191） の特色と，北陸・中央 る気候の違いを，地形

・「日本の屋根」 高地・東海の気候的な などと関連付けて理解

・三つの気候 違いを，地図や雨温図 している。

を使って読み取ってい

る。

１ ２ 中部地方をながめて② ・中部地方の産業につ ・中部地方の人口分布



-社会２年 - 6

中部地方の人々の営み（p.192～193） いて意欲的に追究しよ や産業の地域による違

・平野，盆地に集中する人口 うとしている。 いを，地形や気候など

・さかんな工業，農業，観光産業 からとらえている。

・今に残る歴史的な町並み

１ ３ 活発な産業を支える人々のくらし① ・中部地方や身近な地 ・東海地方と北陸地方

工業の発展と地域の変化（p.194～195） 域の地場産業の変容に の工業の特色を，自然

・臨海部と内陸部の工業 ついて，外国との競争 的条件や社会的条件と

・変容する工業地域 などに着目して考察し 関連付けて多面的に考

・雪国で育った伝統産業 ようとしている。 察してとらえている。

１ ４ 活発な産業を支える人々のくらし② ・中央高地，東海，北 ・写真から各地の農業

自然環境を生かした各地の農業（p.196～197） 陸各地域の農業の特色 の特色を，また，出荷

・盆地と高原の農業―中央高地 を，自然の特色や交通 量のグラフから農家の

・人々がつくった山地―東海地方 の発達などと関連付け 工夫をとらえている。

・日本の米どころ―北陸地方 て理解している。

１ ５ 活発な産業を支える人々のくらし③ ・中部地方の地域的特 ・名古屋大都市圏と北

世界と結びつく中部地方（p.198～199） 色について，その産業 陸地方の世界との結び

・名古屋大都市圏と世界との結びつき に着目して，自分なり 付きを，地域的特色と

・日本海を舞台に活性化する北陸 に工夫して，地図や図 関連付けて理解してい

表に適切に表してい る。

る。

５節 関東地方 ―さまざまな地域と結びつく人々のくらし―【５時間】

１ １ 関東地方をながめて① ・地図やグラフを使っ ・関東地方の自然環境

関東地方の生活の舞台（p.200～201） て，大都市特有のヒー の特色として，平野が

・平野が広い面積をしめる地方 トアイランド現象を読 広く，太平洋側の気候

・太平洋側の気候 み取っている。 であることをとらえて

いる。

１ ２ 関東地方をながめて② ・関東地方と他地域と ・関東地方の東京や他

関東地方の人々の営み（p.202～203） の結び付きについて意 地域との結び付きにつ

・高い人口密度と放射状の交通網 欲的に追究しようとし いて，分布図などを使

・さかんな産業活動 ている。 って，人口や産業の特

色などと関係付けて読

み取っている。

１２ １ ３ さまざまな地域と結びつく人々のくらし① ・東京の都心部と郊外 ・東京に人口が集中し

(7.8) 首都・東京と各地との結びつき（p.204～205） の関係を，通勤・通学 ている理由を，中枢機

・さまざまな機能が集まる東京 と，都市機能の分散の 能が集中していること

・通勤・通学圏と首都機能の分散 両面からとらえてい に着目して理解してい

る。 る。

１ ４ さまざまな地域と結びつく人々のくらし② ・関東地方の農業地域 ・関東地方の農業と工

各地との結びつきで成り立つ産業と生活 や観光地が関東地方で 業の特色とその変容に

（p.206～207） 果たしている役割に関 ついて，東京と周辺地

・東京湾岸と北関東の工業地域 心を持っている。 域との結び付きや人口

・各地に広がる野菜，畜産産地 分布の変化などに着目

・充実した保養地，行楽地 してとらえている。

１ ５ さまざまな地域と結びつく人々のくらし③ ・関東地方の地域的特 ・地図や統計資料か

世界への窓口・日本の中心（p.208～209） 色について，日本各地 ら，関東地方が日本の

・世界への窓口としての関東地方 や世界との結び付きに 中心として，また，世

・日本の中心としての関東地方 着目して，自分なりに 界への窓口となってい

工夫して，地図や図表 ることを読み取ってい

に適切に表している。 る。

６節 東北地方 ―伝統的な生活や文化を守り育てる人々のくらし―【５時間】

１ １ 東北地方をながめて① ・東北地方の太平洋側 ・東北地方の自然環境

東北地方の生活の舞台（p.210～211） と日本海側の地形や気 の特色とともに，それ

・三つの山地がつくる地形 候の特色の違いを，地 と土地利用との関係を

・東と西で異なる気候 図や雨温図などを使っ とらえている。

て読み取っている。

１ ２ 東北地方をながめて② ・東北地方の生活や文 ・東北地方では人口の

東北地方の人々の営み（p.212～213） 化について意欲的に追 減少が進んでいること

・都市に集中する人口 究しようとしている。 と，第一次産業が比較

・各地で行われるさまざまな産業 的さかんであることを

とらえている。

１ ３ 伝統的な生活や文化を守り育てる人々のく ・東北地方だけでな ・東北地方で伝統的な

らし① 伝統的な生活や文化を守る く，身近な地域に見ら 生活や文化が根づいて

（p.214～215） れる伝統的な生活や文 いる理由を，降雪や農

・伝統的な生活と文化 化について関心を持っ 業，観光などと関連付

・城下町・角館 ている。 けてとらえている。

・気候に応じた食文化

１ ４ 伝統的な生活や文化を守り育てる人々のく ・東北地方の伝統産業 ・東北地方の工業が，

らし② 伝統産業と新しい産業（p.216～217） と新しい産業を比較し 東京への交通の便利な

・東北地方の伝統産業 て，国際化に着目して， 地域を中心に伸びてい

・世界に広がる南部鉄器 それぞれの特色や課題 ることを読み取ってい

・新しい産業の発達 をとらえている。 る。

１ ５ 伝統的な生活や文化を守り育てる人々のく ・東北地方の地域的特 ・仙台市では，交通網

らし③ 新しい文化の形成と地域の変化 色について，生活や文 の整備や国際化などに

（p.218～219） 化に着目して，自分な よって，新しい文化が

・地域をもり上げるプロスポーツ りに工夫して，地図や 形成されていることを

・結びつきによる地域の変化 図表に適切に表してい とらえている。

る。

１ ７節 北海道地方 ―雄大な自然とともに生きる人々のくらし―【５時間】

(7.0)

１ １ 北海道地方をながめて① ・美しい自然景観や厳 ・北海道地方の自然環

北海道地方の生活の舞台（p.220～221） しい寒さなど，北海道 境について，国内のほ

・南北に走る山と平野 地方特有の自然環境に かの地域では見られな

・冷涼・寒冷な気候 関心を持っている。 い特色をとらえてい

る。

１ ２ 北海道地方をながめて② ・追究テーマに対する ・北海道地方の人口分

北海道地方の人々の営み（p.222～223） 関心を持ち，そのテー 布や産業の特色を，地

・都市に集中する人口 マに対する仮説を立て 図や統計を使って読み

・北海道の開拓の歴史 ている。 取っている。

・自然を生かした産業
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１ ３ 雄大な自然とともに生きる人々のくらし① ・防災対策やジオパー ・雪や寒さ，火山の噴

特色ある自然と人々の工夫（p.224～225） クなどの学習を通し 火に対する取り組みを

・寒さに対応した生活のくふう て，自然災害の被害を 理解している。

・稲作の改良 減らすための工夫や努

・自然災害と対策 力に関心を持ってい

る。

１ ４ 雄大な自然とともに生きる人々のくらし② ・北海道地方の農業の ・統計資料などを通し

畑作物・酪農製品づくりとその活用 課題を，自然環境や輸 て，北海道地方の農業

（p.226～227） 入農産物など多面的に が大規模で，畑作や酪

・土地と気候を生かした畑作 考察している。 農が盛んなことなど

・大規模化する酪農 を，自然環境の特色と

・製品の価格と品質競争 関連付けて読み取って

いる。

１ ５ 雄大な自然とともに生きる人々のくらし③ ・北海道地方の地域的 ・北海道地方における

自然の特色を生かしたまちづくりと産業 特色について，自然環 札幌市の地位と，自然

（p.228～229） 境の特色を踏まえて， の特色を生かした観光

・北海道の中心地 札幌市 自分なりに工夫して， 産業の発展をとらえて

・観光産業で活性化する北海道 地図や図表に適切に表 いる。

している。

８節 日本をながめて【１時間】

２ 七つの地方から成り立つ日本の地域的特色 ・広い視野から日本の ・多くの地方に共通し ・これまでの学習で用 ・日本全体の視野から

地域的特色をとらえよ てみられることを考え いた写真を通して，日 見た日本の地域的特色

うとするとともに，今 るとともに，七つの地 本の地域的特色を読み を多面的・多角的に関

後の日本のあるべき姿 方の結び付きによって 取っている。 連付けて理解し，その

について関心を持って 日本が成り立っている 知識を身に付けてい

いる。 ことをとらえている。 る。

２ ３ まとめ

(11.1)

《歴史》第５章 開国と近代日本の歩み【１９時間】

【単元の目標】

○欧米諸国が近代社会を成立させてアジアへ進出したことを理解させる。

○明治新政府による改革の特色を考えさせ，明治維新によって近代国家の基礎が整えられて人々の生活が大きく変化したことを理解させる。

○立憲制国家が成立して議会政治が始まり，日本の国際的地位が向上したことを理解させる。

○日本で近代産業が発展し，近代文化が形成されたことを理解させる。

第１節 欧米の進出と日本の開国

２ １ 近代革命の時代（p.124～125） ・欧米諸国の近代化へ ・欧米諸国が近代革命

・ヨーロッパの繁栄 の成立の様子に興味を を経て近代国家を形成

・アメリカの独立 持ち，意欲的に追究し していった過程を理解

・フランス革命 ていた。 し，その知識を身に付

けていた。

１ ２ 産業革命と欧米諸国（p.126～127） ・産業革命を経て，産 ・革命の時代を経て，

・産業革命 業や社会のしくみが大 近代国家を確立する動

・資本主義の社会 きく変化したことを多 きが欧米諸国に広がっ

・19世紀の欧米諸国 面的・多角的に考察 ていく過程を理解し，

し，適切に表現してい その知識を身に付けて

た。 いた。

１ ３ ヨーロッパのアジア侵略（p.128～129） ・ヨーロッパ諸国のア ・ヨーロッパのアジア

・イギリスのアジア貿易 ジア侵略について，そ 侵略に対するアジア諸

・アヘン戦争 の理由や背景を考察 国の対応を，グラフや

・インドの植民地化 し，表現していた。 地図から読み取り，年

・ロシアのアジア進出 表にまとめていた。

１ ４ 開国と不平等条約（p.130～131） ・ペリー来航から日米 ・開国の影響と，条約

・ペリーの来航 修好通商条約の締結に の内容や不平等な点を

・不平等な通商条約 至る過程を調べ，開国 理解し，その知識を身

・開国の影響 によって日本が資本主 に付けていた。

義社会へ組み込まれて

いったことを考察し，

適切に表現していた。

１ ５ 江戸幕府の滅亡（p.136～137） ・開国の影響とその後 ・開国の影響とその後

・尊王攘夷運動の高まり の幕府政治の推移につ の幕府政治の推移につ

・倒幕への動き いて，経済面・政治面 いて，資料を収集し，

・大政奉還と王政復古 ・社会面から追究し考 読み取ったりまとめた

察し，公正に判断し表 りしていた。

現していた。

第２節 明治維新

１ １ 新政府の成立（p.138～139） ・明治維新の経緯に対 ・新政府ができ，中央

・明治維新 する関心を高め，意欲 集権国家の体制が確立

・藩から県へ 的に追究していた。 していったことを理解

・古い身分制度の廃止 し，その知識を身に付

けていた。

１ ２ 維新の三大改革（p.140～141） ・新政府が行った富国 ・富国強兵政策の内容

・富国強兵 強兵政策を様々な立場 を理解し，その知識を

・学制の公布 から考察し，公正に判 身に付けていた。

・徴兵令 断し表現していた。

・地租改正

１ ３ 文明国をめざして（p.142～143） ・産業・文化の面で， ・文明開化など欧米文 ・近代的な産業の発展

・殖産興業 新政府がめざした近代 化の流入によって，人 のために政府が進めた

・文明開化 化政策に関心を持ち， 々の生活が大きく変化 ことを理解し，その知

意欲的に追究してい したことを江戸時代と 識を身に付けていた。

た。 比較しながらまとめて

いた。

３ ２ ４ 近代的な国際関係（p.148～149） ・領土の画定につい ・近代国家の建設のた

(7.2) ・岩倉使節団 て，地図を使ってまと めに，領土の画定に関

・国境の画定 めていた。 して，新政府が欧米諸

・中国と朝鮮 国やアジア諸国に対し

・沖縄県の設置 て行った外交政策を理

解し，その知識を身に

付けていた。

１ ５ 民権運動の高まり（p.150～151） ・自由民権運動から憲 ・自由民権運動のおこ

・民権運動の始まり 法制定に至るまでの時 りや全国的な広まりの

・士族の反乱 期について，民権側と 過程を理解し，その知
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・高まる民権運動 政府側の立場からそれ 識を身に付けていた。

ぞれの主張を考察して

いた。

１ ７ 立憲国家の成立（p.152～153） ・政党の結成や憲法制 ・アジアで最初の立憲

・政党の成立 定の過程，選挙制度に 制国家が成立したこと

・憲法の準備 ついて資料から読み取 に気付き，憲法の特色

・立憲国家の成立 ったりまとめたりして や近代国家の基礎が整

・帝国議会の開設 いた。 えられたことを理解

し，その知識を身に付

けていた。

３ まとめ


