
教 授 資 料
『最新 現代社会　教授資料』のご紹介です。

Ｂ５判　176ページ　CD‐ROM付

教科書のサポートはもちろん，定期考査やプリントの作成に
役立つ教授資料です。教授資料は，基本的に教科書見開きペー
ジに対応した本編「授業の展開例と解説」と，プリント作成
や評価問題が収録された付属のCD－ROMからなっています。

1 教科書本文データ
	 テキストデータで収録。

2  教科書図版データ
	 	カラーとモノクロのJPEGデータで収録。

3  教科書巻末資料データ
	 	法令データをテキストデータで全点収録。

4 白地図図版データ
	 プリント作成用にJPEGデータで収録。

5 クロスワードパズル
	 	学習内容にあわせたパズルを収録。

6 評価問題（第２編）
	 	章・節ごとのまとめ用として，定期考査

用として，歯ごたえのある問題をワー
ド･一太郎データで収録。

7  �チェックドリル�
（第１編・第３編）

	 	学習の予習・復習用として収録。

8 センター入試問題
	 	過去のセンター入試問題をPDFデータで

収録。
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38　第1章　青年期と現代社会

 ソクラテス（p.36，4L）　　アテネで生まれた。
父親は石工で，母親は助産師。若い頃は自然哲学に
熱中したが，「ソクラテス以上の知恵者はいない」
という神託を聞き，その意図を知るために，アテネ
の著名な知識人と問答を繰り返し，人生の真のあり
方を探求した。多くの弟子ができたが，その一方で
人から憎まれ，異端の神を信仰したという理由で告
訴され，死刑判決を受けて刑死した。

 無知の自覚（p.36，11L）　　ソクラテスは問
答を通じ，自分は何も知らないが，世間で評判の知
者たちが善美の事柄を知らず，知らないのにうぬぼ
れていることに気づいていく。その過程は，プラト
ンの著書『ソクラテスの弁明』の中に記されている。
ソクラテスは，無知を自覚すれば，正しい知を求め
るはずだと確信し，問答法を勧めた。

 ｢ 大切なのはただ生きることではなく，善く生

きることだ」（p.36，15L）　　ソクラテスが，裁
判で死刑判決を受けて牢屋に入っていたときに，弟
子のクリトンが脱獄の準備を整え，脱獄を勧めにき
たが，それを断わったときに言った言葉である。ソ
クラテスは不正な判決に対して，不正な脱獄で報い
ることはしてはならないと考えた。

 プラトン（p.36，19L）　　アテネの名門の生
まれ。ソクラテスの弟子となり，師の残した課題に
ついて，主人公を師とする対話文を書いて探求した。
学園アカデメイアを開き，哲人思想を説いた。

 イデア（p.36，20L）　　プラトンは，美しい
花を美しくさせている美の原型を「美のイデア」と
するなど，あらゆるものの原型，本質を意味する語
としてイデアを用いた。イデアは永遠，不変で，完
全で，非物体的なので，感覚ではなく理性で把握す
るものとされる。このイデアを愛し慕う人間の魂の
活動を，プラトンはエロス（愛慕）とよんだ。エロ
スは，外見的な美に飽き足らず，内面的美，さらに

古代ギリシャの哲人の思想や生き方を学ぶことによって，自分の生き方や，理想と現実と
の対立，その解決の仕方などについて，広い視野から自分を見つめ，考えることができるようになる。

善く生きること
学習指導のねらい

4 1時間配　時
p.36～37教科書

内　容　解　説

留意点と発問例授業の流れの例

①　ソクラテスと無知の自覚
　＊哲学…人生や社会などの根本を考える学問（→ギリシャで発祥）
　・ソクラテス :「人生の教師」，神託を知恵者と問答して確認
　↓　…ソクラテスは自分の無知を自覚→真の知や生き方を探求
　・裁判の死刑判決 →「大切なのは善く生きること」
　　　…国法を守ることがアテネの市民の善い（正しい）生き方→死
②　プラトンのイデア論
　＊二つの世界　イデア界…永遠不滅で完全な実在の世界
　　　　　　　　現実界…イデアの影（変化し，不完全な事物の世界）
　・エロス（愛慕）：イデアを想起し求める真理探究の原動力
　・「善く生きること」：イデアを実現する生き方（理想主義）
③　アリストテレスの現実主義
　＊中庸 :「勇気」は無謀と臆病の中間の状態→勇気を現実で考える
　・人間はポリス的動物 : 人間は社会の中で生きる存在→友愛で結合
　・エピクロス学派：精神的な快楽こそが真の快楽で，幸福な状態
　・ストア派：共通の理性をもつ世界市民（平等思想）
　　　　　　　→近代の自然法思想の原理

●ソクラテスは，真理探究に重要
な「無知の自覚」にどうやって
気がついたのか。

○「問答法」をプラトンの著作や
資料から引用し，生徒と実際に
問答してみる。

○プラトンが説くイデアについて
は，美のイデアという観点がわ
かりやすいので活用したい。

○生徒のあこがれ，理想の人を丁
寧に聞きながら考えさせる。

●プラトンとアリストテレスの関
係や思想の違いはどこだろうか。

○「中庸」については，いくつか
の例をあげるとわかりやすい。

●快楽と禁欲の違いは何だろうか。
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は知的な世界，遂には完全な本質であるイデアを見
いだすにいたる。プラトンによれば，感覚で把握さ
れる現実（現象）界はイデア界の仮象で，それはイ
デアを逸脱したものである。それゆえ，現実の背後
にある完全な世界を目ざすべきであるとした。

 ソクラテスの死（p.36，写真①）　　『パイドン』
で有名な≪ソクラテスの死≫を主題とした作品。画
面中央の主人公が，彼を囲む弟子の前で魂の不滅に
ついての演説を終え，今まさに毒杯を手にせんとし，
イデア界を指さす姿は，多くの人々に影響を与えた。

 アリストテレス（p.37，8L）　　アリストテレ
スは，プラトンのアカデメイアで 20 年間学び，多
くの影響を受けたが，プラトンの死後はそこを去り，
新しくリュケイオンという学校を開いた。もともと
生物学のような実証的学問を好み，国家や倫理を扱
う場合も現実的・実証的であった。そのため，プラ
トンの現実を超越したイデア論については批判的で
あり，現実のさまざまなあり方やできごとを分析し
て，あるべき姿を考えた。リュケイオンには，アリ
ストテレスが教えたアレクサンドロス大王が，遠征
先から送ってきた動物などがいた。

 中庸（p.37，12L）　　アリストテレスは，人
間の徳（アレテー：そのものの長所，優れた点）に
ついて，知性的徳と習性的徳に区別した。前者は量
的に多いほど良いが，後者は過不足のない状態が良
い。つまり，習性的徳は，中間の徳，すなわち中庸
が良いとされる。例えば，「勇気」は過度になれば
粗暴や無鉄砲となり，逆に少なすぎれば臆病となる
とされている ｡ また，「節制」は，過度になればけ
ちになり，少なすぎれば放縦（浪費癖）に，「穏和」
は過度になれば無感覚，少なければ怒りっぽい，…
となる。この中間点は，教わるのではなく，さまざ
まな場面で繰り返されることで身につくという，現
実的な考え方に基づいている。

 「人間は社会（ポリス）的動物である」（p.37，
16L）　　「人間は善を目ざす。善は幸福である。
幸福は自足である。自足的とは孤立的という意味で
はなくて，人間関係から得られる。人間は本性的に

“社会的（ポリーティコン）存在である”から親，子，
妻，友人との関係を含めての自足でなければならな
い」（『ニコマコス倫理学』）。アリストテレスは，人
間は国家の中で善き存在となり，人間関係の中で幸
福になると考えた。

 友愛（p.37，17L）　　アリストテレスは，習
性的徳の中で，正義とともに友愛（フィリア）を特
に重視している。友愛がプラトンのエロスと異なる
のは，それが一方的な愛ではなく，相互的愛という
点にある。この相互的愛には 3 種類あり，一つは，
老人の間に多くみられる実利を求める友愛であり，
もう一つは，若者たちの間にみられる快楽のための
愛であり，最後の一つが，卓越性（徳）において類
似した人々の間の友愛である。この最後の愛，すな
わち，互いに相手にとっての善を願う善き人々の間
の愛こそ，アリストテレスが究極的性質の愛とし，
ポリスの人々の絆となる友愛である。

 エピクロス学派（p.37，19L）　　エピクロスは，
人生の目標は「快楽｣であると考えた。その快楽とは，
官能的，瞬間的なもの（動的快楽）ではない。その
ような快楽は，むしろ苦痛や不快をもたらすからで
ある。彼の求めた快楽は，心身とも苦痛に煩わされ
ないことを意味するもので，永続的なものであった

（静的快楽）。彼は，心の平静をアタラクシアとよんだ。
 ストア派・自然法思想（p.37，21・22L）　　

　アテネのストア（列柱廊）で教えていたストア派は，
「自然に従って生きる」ことを賢者の生き方であると
し，人間の本質であるロゴス（理性）は，宇宙の本
質であるロゴスと同一であるので，理性に従って生
きる生き方が，宇宙の自然に従う生き方でもあると
した。ストア派は，強い意志をもって感覚的な欲望
を抑えて生きる理想的境地，「アパテイア（無感動，
不動心）＝パトス（感情）のない状態」を理想とした。

 アテネの学堂（p.37，写真②）　　抽象的，理
想的なプラトンは天を指さし，現実的なアリストテレ
スは，手を地面に向けている。階段下の憂鬱な哲学
者はヘラクレイトス， 左下は数学者ピタゴラス，中央
左で鎧をつけているのはアレクサンドロス大王，そ
の向かい側で指をさまざまな方向に広げているのが
ソクラテス，階段で寝転ぶディオゲネスは，財産を
捨て樽の中で暮らし，「犬」とあだ名された。

参　考　資　料
 『ソクラテスの弁明』角川文庫　プラトン著・山

本光雄訳　420 円
 『哲学の饗宴』ＮＨＫライブラリー　荻野弘之著

　966 円
 『イラスト西洋哲学史』宝島社　小阪修平著・ひ

さうちみちお画　1,896 円

58　第2章　人権保障の原理と日本国憲法

 形式的平等，実質的平等（p.56，側注₁）　　19
世紀から 20 世紀にかけての形式的平等は，個人を法
的に等しく扱い，自由な経済活動を保障した。これは
機会を「平等」に与えたにすぎなかったため，経済的・
社会的強者が誕生し，資本主義が発展すると格差は
ますます広がった。社会の矛盾が大きくなった 20 世
紀前半，経済的・社会的強者の自由を制限し，実質
的平等を保障する考えが生まれた。結果の平等を追
及する思想である。今日では，形式的平等と実質的
平等のどちらに重きをおくかが問われている。

 法の下の平等（p.56，9L）　　明治憲法下では
女性には選挙権・被選挙権などの参政権が認められ
なかった。また民法上，妻は無能力者と扱われ（民
法旧規定第 14 条），妻の財産は夫が管理していた（同
第 801 条）。刑法上も妻の姦通罪は２年以下の懲役
とされたが，夫の姦通は原則として犯罪とされなか
った（刑法旧規定第 183 条１項）。

 ポジティヴ ‐アクション（p.56，側注）　　政治
分野でのポジティヴ ‐ アクション（ＰＡ）には，①
厳格なＰＡとしてクオータ制やパリテ（男女同数制），
②中庸なＰＡとしてタイムゴールやプラス要素方式，

③穏健なＰＡとして両立支援，生活保護などの支援
策があげられる。女性の衆議院議員は 11.3%（2009
年８月），参議院議員は 18.2%（2010 年７月），地方
議員は 10.9％（2009 年 12 月）であるから，この分
野でもポジティヴ ‐ アクションが望まれる。

 男女間賃金格差の推移（p.56，図①）　　労働
基準法第 4 条に「使用者は，労働者が女性であるこ
とを理由として，賃金について，男性と差別的取扱
いをしてはならない」と規定があるにもかかわらず，
男女間の賃金格差は存在する。男女雇用機会均等法

（1985 年）の制定より格差は解消されてきたが，そ
れでも女性の賃金は，男性の約７割となっている。

 部落をめぐる問題（p.57，2L）　　江戸時代の
幕藩体制において，人民を分断統治するためにつく
られた身分制度から続く差別に関する問題。1871（明
治４）年の「解放令」により，法的に差別的な名称
は廃止され「平民」となったが，その後もさまざま
差別を受けた。その後部落解放運動が高まり，1922
年に「全国水平社」が結成された。戦後は，1961 年
に総理府（現内閣府）に同和対策審議会が置かれ，
1965 年に答申が出された。これに基づき，部落差別
の解消と対象地域の生活改善，社会福祉の向上を目
的に，1969 年に同和対策事業特別措置法が，1982

平等の意味とさまざまな差別の存在を理解させ，平等な社会の実現のために必要なことは
何かを考えさせる。

法の下の平等
学習指導のねらい

2 1時間配　時
p.56～57教科書

内　容　解　説

留意点と発問例授業の流れの例

①　平等という考え方
　・絶対的平等…各個人はすべて異なった貴重な存在
　・相対的平等…各個人の条件はさまざまである
②　法の下の平等
　＊日本国憲法第 14 条…個人の尊厳の保障
　　・その他のさまざまな差別，依然として残る差別…解決が急務
　◆平等の実現に向けて
　・部落をめぐる問題　→同和対策審議会答申（1965 年）
　・女性をめぐる問題
　・先住民族をめぐる問題
　・在日外国人をめぐる問題
　・障がい者をめぐる問題

●平等とはどのような状態なのか
話し合ってみよう。

○さまざまな平等観を例示して整
理し，説明する。

○「すべて国民は」に着目し，憲
法第 14 条を説明する。

●女性の固定的役割分担論が存在
するのはなぜだろうか。

●平等な社会の実現に向け，必要
なことをあげてみよう。

●政府の差別解消政策にはどのよ
うなものがあるかあげてみよう。
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年に地域改善対策特別措置法が制定された。さらに
2000 年には，人権教育人権啓発推進法が成立した。
これまでさまざまな法律が制定されてきたが，部落
差別は解決されたとはいいがたい。

 男女共同参画社会基本法（p.57，14L）　　実
質的な男女平等社会を実現するために，1999 年に制
定され，2001 年に内閣府に男女共同参画会議が設け
られた。①男女ともに個人として尊重，②性による
役割分担を反映した社会制度や慣行を中立的なもの
にしていくこと，③国，地方公共団体の行政の政策
立案・決定への男女の共同参画，④家庭生活と他の
活動の両立，⑤国際協調などが理念としてあげられ
た。政府は，2000 年に男女共同参画基本計画を策定
した。

 結婚の際の姓の選択（p.57，16L）　　民法第
750 条では，婚姻後は夫か妻の姓を名乗ることが定
められているが，98％の夫婦は夫の姓を選択してい
る。①改姓により仕事上で，不利益を被ること，②
一人っ子同士の婚姻でどちらかの姓が途絶えるこ
と，③姓を人格の一部とみなし改姓で人格が否定さ
れると考えることなどから，夫婦別姓を選択できる
よう望む声がある。①に対しては通称使用を認める
企業が増えたが，②と③に対しては法改正でしか解
決できない。1996 年の民法改正案で選択的夫婦別姓
案が出されたが，根強い反対がある。

 アイヌ文化振興法（p.57，20L）　　これにより，
アイヌ民族の存在を否定した「北海道旧土人保護法」
が廃止された。制定の目的は，「アイヌの人々の民
族としての誇りが尊重される社会の実現」である。
アイヌの人々が求めた先住権規定は入らなかった
が，2008 年に「アイヌ民族を先住民とすることを

求める決議」が国会で，全会一致で採択された。
 障害者基本法（p.57，29L）　　障害者基本法

の一部を改正する法律が，2011 年８月５日に公布さ
れ，同日施行された。この改正で，障がい者の定義が，
身体障がい，知的障がい，精神障がい，その他心身
の機能に障がいがある者で，障がい及び社会的障壁

（障がいのある者にとって障壁となるような事物・制
度・慣行・観念その他の一切のもの）により，継続
的に日常生活，社会生活に制限を受ける者となった。
障がい者に対して，障がいを理由に差別すること，
障がい者の権利を侵害することを禁止している。

 国の責任が認められたハンセン病訴訟（p.57，
写真②）　　1907 年に制定された「癩予防に関する
件」で隔離政策が始まり，人権を無視した強制入所，
断種・中絶手術，外出制限などにより，本人，家族
らへの差別が行われた。国による人権侵害への謝罪
と国家賠償を求めて，1998 年に熊本地裁，1999 年
に東京，岡山の各地方裁判所に訴訟が起こされた。
2001 年５月，熊本地裁で原告の全面勝利の判決が
出された。当初，国は控訴の方針であったが，小泉
純一郎内閣に対して控訴断念の運動が起こったこと
や，原告の高齢化と隔離政策への反省があったこと
などから，小泉首相の政治判断で控訴を断念した。
その後，ハンセン病損失補償法が成立したが，非入
所者や回復者の遺族との裁判が続き，2002 年１月
30 日に和解が成立した。

参　考　資　料
 『憲法から世界を診る』法律文化社　辻村みよ子

著　1,995 円
 『平等なき平等条項論』東京大学出版会　木村草

太著　6,090 円
「分析ポイント」の解説

① 平等の実現が望まれる理由が，不平等な扱いが
個人の尊厳を傷つけ，基本的人権を侵害するか
らであるという話から始めたい。

② いっさいの差別をなくし等しく尊重する（絶対
的平等）か，条件しだいで扱いに差を設ける（相
対的平等）か，また，国民を法的に一律に扱お
うとする（形式的平等）か，各人の差異に着目
し，社会的格差の是正を行おうとする（実質的
平等）か。これらの平等はそのつど判断される
ので，具体例と照らし合わせながら考えさせる

こととしたい。
③ 所得の差に関係なく，一律に５％の税を徴収す

ること（消費税）が平等といえるか，所得の多
いものは多く税を納め，少ないものは税を少な
く収めること（所得税の累進課税）が平等とい
えるかは，どのような平等観にたつかによって
決まる。現実には，社会状況をみながら，複数
ある平等観の組み合わせで，政策が実行されて
いくことに言及したい。

1 「ねらい」��
	 		本時でつかむべき内容と重要事項が的確におさえられるように，	

本時のねらいを端的に示しました。

2 「授業の流れの例」�� �
	 		学習展開を簡単な板書例のかたちであらわしました。

3 「留意点と発問例」�� �
	 		「授業の流れの例」に対応させて，学習時におさえておきたい留意点と，	

発問例（問いかけの例）を掲載しました。

4 「内容解説」� �
	 			本文中の重要な語句，掲載資料（図版・グラフ・写真）について，	

その教材を選択した背景，教科書内容を補充したい点などについて教科
書の展開に沿って解説しています。

5 「参考資料」� �
	 		文献紹介，視聴覚教材，ホームページのアドレスなどを掲載し，	

「内容解説」にいっそうの厚みをつけました。

� ＊付属CD－ROMの内容構成について巻末に掲載しました。
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教育出版の地歴・公民科教科書には，教授資料・準拠ノートはもち
ろん，ホームページ上からダウンロードできるさまざまな教材がご
ざいます。教員向け・生徒向け，さらに生徒向けについては，授業
の予習・復習用，受験用など用途別に多くの教材を用意しています。

　　　��は，「教育出版ホーム」➡「高等学校」➡「地
理歴史・公民」➡「高校社会アーカイブ」及び「授業
用資料」からご覧いただけると同時に，ダウンロード
することができます。

 

 
 

１   
２ 人名   
３   
４   

 
 
 

５  
６ 人名   
７   
８  

 

 
 
 

９   
 
 
 
 
 

人名

人名

 

１ 青年期とは何か

第二の誕生

■「 １ 」＝「第二の誕生」； ２ 『 ３ 』

人生の重要な節目，自分の人生を生きるスタート

⇒ 小学生後半 中学生 高校生 それ以降 ⇒

青年の成長と悩み

■「青年」＝「 ５ 」； ６

子どもと大人，どちらの性格もあり，どちらにも所属できない

・ ７ に目ざめる 強い自己意識

・自分を見つめる ８ を相談できる

「他人の目に自分がどう映るか？」 友人を求める

・孤独や劣等感，苦悩を感じる

・自信がなく，強く不安を感じる

９ 他人への共感･連帯感

↓

友人との適切な距離の発見

アイデンティティの確立

■青年の課題

精神的離乳 …親からの精神的な独立

の確立；

＝簡単には変わらない自分の確立

自分の考える自分の姿

他人が考える自分の姿

・他人に認めてもらえるような自分らしさ

・何かに打ち込み，自分らしさを確立

「 猶予期間 の，試行錯誤の経験が必要」；

もとは銀行の支払い猶予期間のこと

大人の義務・責任を免除されている見習い期間

■アイデンティティの拡散

・自分に対する自分の評価と，周りの評価が異なる

→ の拡散＝ 説 ⇔ 説

＊「人は努力する限り迷うものである」；

・ … 大人になることを拒否する心理

４ 青年前期 青年中期  青年後期 
 

一致させる 
 

  

  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 年，日本の先住民族であるアイヌ民族の伝統と文化に関する知

識の普及と啓発を目的として制定された法律とは何か答えよ。 

夫婦おのおのが結婚後も引き続き結婚以前の姓を名乗っていくこ

とを何というか答えよ。 

年に大幅に改正された，日本における障がい者のための施策に

関する基本的な事項を定めた法律を何というか答えよ。 

 憲法第 条に列挙されている，身分・家柄・出生によって決まる

社会的な地位のことを何というか答えよ。

大日本帝国憲法の家制度の下で固定化された，男中心の価値観のこ

とを何というか答えよ。

日本国憲法で宣言されている，個人の人格の尊重に基づく平等観で，

人種・信条・性別などに基づく差別を禁止する内容を何というか答えよ。

憲法第 条に，「すべて国民は，法律の定めるところにより，その

能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を有する」とあるが，これは

何について規定したものか答えよ。

さまざまに条件が異なるなかで，条件しだいで等しく扱ったり，異

なる扱いをすることも認める平等の考え方を何というか答えよ。

一人一人みな違っているからこそ，各人はこの地上にただ一人の貴

重な存在であり，いっさいの差別なく尊重されなければならないとする

平等の考え方を何というか答えよ。

に対する反省から，憲法第 条で保障されている家族生活に

関する自由を何というか答えよ。

第２編 テーマ別用語集 第 章 第 節 日本国憲法の人権保障

２ 法の下の平等

年 組 番

氏名

現代社会 ハイレベル正誤問題集

国際政治とその課題

第２編 第５章 第１節【教科書 ～ ページ】

氏名

問１ 国際社会に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①主権国家を基本的な単位として国際社会が形成されるという概念は， 世紀初頭の国際連盟の設立により確立したと

考えられている。

②領土と外交とともに国家の三要素とされている主権には，自国内の政治的な意思決定権のほか，諸外国に対する独立

性や国内における最高権力性の意味も含まれている。

③国連海洋法条約によると，領海は海岸線から 海里までの範囲とされ，領空は宇宙空間までは及ばないことを前提に

大気圏内と定められている。

④排他的経済水域は海岸線から 海里までの範囲とされ，鉱物資源を除く非生物資源と生物資源に対する探査と開発

の権利が認められている。

⑤国際法は国際慣習法と条約に大別されるが，条約は締約国以外にも強制力をもつという点において，国際慣習法に対

する優位性が指摘されている。

 
問２ 国際連盟に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①国際連盟は第一次世界大戦後の 年，人類史上初めての国際平和組織として設立された。

②国際連盟への米国の加盟は当初拒否され，その後加盟が認められたものの 年に除名された。

③国際連盟の理事会は，イギリス・フランス・ドイツ・イタリアの常任理事国を中心に運営された。

④国際連盟が多数決により意思決定を迅速に行ったことが，結果的に加盟国間の対立を増幅させることになった。

⑤国際連盟が第二次世界大戦を防げなかった理由として，経済制裁を課すことができなかったことがあげられる。

 
問３ 国際連合に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

① 年のダンバートン オークス会議において国際連合憲章が採択され，国際連合が設立された。

②国際連合の本部は，国際連盟に引き続きスイスのジュネーブに置かれている。

③ か国以上の代表が集う国連総会は加盟各国に強制力のある決定を行い，一国一票を原則としている。

④国連憲章に規定されている国連軍は，朝鮮戦争のときに組織されて以来，正式に組織されたことはない。

⑤国連平和維持活動は国連憲章に明記されている活動ではないため，任務の性格から“６章半活動”ともよばれている。

問４ 第二次世界大戦後の国際政治の動向に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①自由主義を掲げるアメリカ陣営と共産主義を掲げるソ連陣営による世界を二分する対立を東西冷戦というが，両陣営

が間接的であっても軍事的な衝突をする機会はなかった。

② 年，通貨政策での対立を機にソ連はベルリン封鎖を行い，ベルリンの壁が 年に設置されたことによりドイ

ツは東西に分断されることとなった。

③フルシチョフによるスターリン批判やキューバ危機など，東西両陣営は常に緊迫した対立関係が続き，冷戦が終結す

るまで緊張が緩和することはなかった。

④ 年代には，東西両陣営のどちらにも属さずに非同盟中立の立場をとる国々があらわれ， 年ベオグラードで第

一回非同盟諸国首脳会議が開催された。

⑤ 年，東欧諸国の民主化革命が進行する中で，地中海のマルタ島でレーガン米大統領とゴルバチョフソ連書記長が

会談し，冷戦の終結を宣言した。

 
問５ 核兵器や軍縮に関する記述について最も適切なものを，次の①から⑤のうちから一つ選べ。

①米ソ両大国に引き続き， 年代にはイギリス， 年代にはフランスと中国が核保有国となった。

②核兵器廃絶に向けた科学者の結集をよびかけるものとして，ヘルシンキ宣言がある。

③ 年に締結された核拡散防止条約（ＮＰＴ）は，核保有国の核独占を固定化するとの批判から撤廃された。

④包括的核実験禁止条約 ＣＴＢＴ の発効により，臨界前核実験も含めたすべての核実験が禁止された。

⑤ 年 月にオバマ米大統領は広島を訪れ，「核なき世界」への取り組みをすすめていくことを表明した。
 
 
 
 
 
 

解答欄 問１ 問２ 問３ 問４ 問５

①　�文章中に空欄を設け
る形式の問題で，教科
書内容を確認します。

②　�重要なグラフ・図版な
どを用いた問題で，理
解を深めます。

③　�正誤問題や文章でま
とめる問題で，復習の
仕上げをします。

現社  304 �『最新  現代社会』完全準拠

現代社会  演習ノート
（本体　Ｂ５判　96ページ　別冊解答付き　本体価格600円＋税）

★授業の復習に役立つほか，
　受験にも対応した発展的な問題も収録しています。

『最新  現代社会』完全準拠

現代社会サブノート
★ 授業の予習に，ノートの代わりに使

えます。

教科書見開き2ページ分を，１ページにまとめ
ました。
① �教科書内容に沿って，重要語句の部分を空
欄にしました。

② �ワード･一太郎形式でダウンロードできます
ので，編集が可能です。穴あき問題の作成
にもご利用下さい。

現代社会 
テーマ別用語集
★ 定期考査から，受験まで幅広く 

使えます。

教科書内容に沿って，重要語句を一問一答形
式で確認していきます。
� （ワード･一太郎形式で収録）

現代社会 
ハイレベル正誤問題集
★入試対応正誤問題集です。

用意された複数の選択文を読んで，正解を導き出し
ながら，学習のまとめができます。
� （ワード･一太郎形式で収録）

 

 

 

準拠ノート・ 
ダウンロード教材
生徒向け教材
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現社  304 �『最新  現代社会』完全準拠

現代社会  板書例 (細密版)
★ 教授資料掲載の「授業の流れの例」を 

詳細にしたものです。

� （ワード･一太郎形式で収録）

授業に役立つ新しい話題
教育出版ホームページに収録

★ そのときどきの旬な話題をホームページ
上から随時提供しています。

例えば，環境問題について，現地からのリポートや
用語説明，数値の算出の仕方はどうなっているの？�
など，さまざまな切り口から展開しています。

書き手は，高校・大学の先生方です。
� （ＰＤＦファイル形式で収録）

※�PDFとは，Adobe社が無償で配布しているAdobe�Readerを使って見ることができるファイルです。
PDFが開けない場合は，Adobe社のホームページからAdobe�Readerをダウンロードしてください。

第 2 編・第 1 章 青年期と現代社会・第 2節 現代に生きる倫理(p.30-43) 

p.42－43 

７ アジアの思想(p.42-43) 

 

儒学の思想 

 ■諸子百家 … 春秋戦国時代の戦乱を生き抜いた思想家・学派 
  儒学 ；孔子 … 荒廃した人心を，道を実行することで救う 
    ・礼(人間が行うべき伝統的規範)) 
                      忠恕 … 素直な心，思いやり 
                    孝悌 … 親や兄弟への愛，年長者に従う

      性善説 ；孟子 
      孔子の思想を発展 ⇒ 「仁」を発展させることを主張 
       ⇒人が生まれつきもつ善人の傾向を伸ばし，徳にする 
        性悪説 ；荀子 
      孔子の思想の「礼」の部分を強調 
       ⇒人は生まれつき欲望を追及するので，「礼」で矯正する

 
道家の思想 

 ■道家 … 儒学の説く「道」を偽りとして批判 

   無為自然・柔弱権下 ；老子 
   ＊本来の「道」とはすべてを生み出した根源＝自然である 
   万物斉同 ；荘子 
   ＊人間の基準をこえ，自然の道と一体化して生きる⇒ 真人 
 

 

仏教の思想 

 ■仏教；釈迦(ガウタマ＝シッダールタ） 
  【成立】紀元前６～５世紀ころ，インド北部 
  ・ブッダ（仏陀）；真理を会得＝諸行無常・諸法無我・因縁生起 
  ・八正道…煩悩を滅ぼし、悟りの境地（涅槃寂静）に達する道 
          苦諦  … 人生は苦 
          集諦  … 苦の原因＝煩悩（欲望）の集まり 
          滅諦  … 苦の原因を滅ぼす（涅槃） 
           道諦  … 悟りにいたる道（＝八正道） 
  ・縁起の理法 … あらゆる結果には縁(条件)と因(原因)がある 
  ・慈悲の心 … すべての生命をいつくしむ心 
 ■宗派の分裂 … ブッダの死後 
    上座部仏教  … 個人の救済を目ざす，阿羅漢を理想とする 
            ⇒タイなどの東南アジアへ（南伝仏教） 
    大乗仏教  … 多くの人の救済を目指す，菩薩を理想とする 
            ⇒中国，朝鮮半島，日本へ（北伝仏教） 
アジアの非暴力の思想 

 ■非暴力 … アジア古代の思想に共通する要素 
  儒学 … 徳知主義（暴力による政治の否定）／仏教 … 暴力の否定 
 ■非暴力･非服従で指導；ガンディー → インド独立を実現 
   

四諦 
・仁(礼を支える心 

　2011年7月9日，アフリカ54番目の独立国と

して，南スーダン共和国がスーダン共和国か

ら分離独立し，193番目の国連加盟国となっ

た。

１．スーダン略史　

　南スーダン分離独立前のスーダンは，アフ

リカ最大の面積を有する国家であった。北部

は砂漠からステップが広がり，南部はサバナ

と湿地帯，そして南端は年降水量1,500ｍｍを

超える熱帯雨林地帯となっていた。その歴史

は古く，紀元前3000年ころから，地中海，西ア

フリカ，インド洋を結ぶ国際交易網の中心と

して重要な位置を占めていた。また，南部は内

陸アフリカとの交流が深く，前2200年ころか

ら内陸部より移動してきた黒人集団の王国が

栄えた。14世紀ころに，アラブ・ムスリムとの

接触が深まると，ナイル川流域にアラブ系民

族のイスラーム国家が生まれ，18世紀になる

と広くスーダン中北部にイスラームが浸透し

ていった。

  19世紀末になると，実質的なイギリス支配の

もとで，現在のスーダンの範囲が画定された。

ヌビアはエジプト，スーダンに二分され，南部

地域はスーダンに併合された。イギリスはア

ラブ民族主義による独立要求を防ぐため，南

北分断政策の下で，南部はアラブ的要素が禁

止された地域とした。

２．スーダン独立から内戦

　1956年にスーダンはエジプト・イギリス共

同管理から独立したが，政権を掌握した北部

のアラブ・ムスリムの支配に対して，自治要求

が強かった非ムスリムの南部との間に内戦が

勃発した（第一次内戦[1955-1972年]）。政府は

1972年に南部自治政府の成立を認め，内戦も

一旦は終結した。しかし，政権に影響力をもつ

ムスリム同胞団（現在の国民イスラーム戦線

［NIF］， 救国革命政権の母体）勢力の主張によ

り，イスラーム化が進むと，1983年に第二次内

  

※1 　一般的にエジプトのアスワンあたりからスーダンにかけての地域をさすと考えられる。古代エジプト第25王朝は内陸か
らの黒人たちの立てた王朝でヌビアにつくられた(現在の南スーダンは含まれないと考えられる)。 イギリス支配がアフリカの
地域区分を無視して行われた一例である。

授業に役立つ新しい話題2012 ② 

南スーダンの独立
 

おち　   　　 ひろ　　ひろ

　　　　 　　　　　　  　　　　　東京都立上野高等学校教諭　　　落     弘  幸

▲南スーダン ▲旧スーダンのなかの南スーダン
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戦がはじまった。1989年の無血クーデタによ

り，救国革命評議会が組織され，オマル・アル=

バシル政権が成立し，現在まで続いている

(2011年11月現在)。

　救国革命政権は，1970年代に成長したごく

少数の資本家層を中心としており，イスラー

ム主義をその拠りどころとしている。イス

ラーム法を施行し， 国家 ・ 社会のイスラーム

化を進め， 野党や労組などの反対勢力を抑圧

し， 独裁体制を築いてきた。 さらに， 南北の

経済格差， 開発問題， 資源の配分などの問題

を背景とした南部の非アラブ ・ 非ムスリム勢

力の抵抗を 「ジハード」 の名のもとに鎮圧し

た。 対する南部では， スーダン人民解放運

動 ・ 軍（SPLM/SPLA；以下SPLM/Aと略す）を

中心に抵抗が続き，内戦は泥沼化した。

３．南北包括和平協定

　内戦が長期化するにつれて，救国革命政権

側もSPLM/A側も相手を圧倒する軍事的成果

を得られず，政権側は非イスラームに融和的

な態度をとりはじめ，1997年には宗教の自由

を含む新憲法を制定した。また，アメリカ合衆

国の積極的なはたらきかけで，2002年ごろか

ら和平合意に向けた協議がみられるように

なった。そしてついに2005年に，スーダン政府

とSPLM/Aの間で南北包括和平協定が成立し，

200万人以上の犠牲者と400万人以上の難民，

国内避難民を出したと推定される内戦は終

わった。

　包括和平協定では，①内戦の終結，②自治権

を有する南スーダン政府の成立，③南スーダ

ンの帰属を問う住民投票の実施，④南部の宗

教的自由（イスラーム法の不適用），⑤南スー

ダンの石油収入の南北均等配分などが盛り込

まれた。2011年1月には和平協定に基づき独

立の是非を問う南部の住民投票が行われ，約

99％の圧倒的多数の賛成を得た。

４．石油と国際関係

スーダンの2010年の原油産出量は2,757万kl

で，世界の0.7％を占める。スーダンにとって，

日本は中国，インドネシアに次ぐ石油輸出相手

国である。油田開発は1975年から始まり，1992

年に本格的に採油が始まった。21世紀になって

急速に産出量と輸出量を増やしているスーダ

ンは，近年石油産出国として注目を集めてい

る。油田地帯は紅海沿岸，中西部，そして南部で

ある。

　1993年，アメリカ合衆国はオサマ=ビンラ

ディンの拠点があったスーダンを，急進的イス

ラーム主義の温床とみなし， 「テロ支援国家」

に指定した。このため欧米企業が撤退するなか

で， 中国をはじめ， インド， マレーシアが進出

※2 　南部の最大の旧スーダン政府に対する対抗組織とその軍事部門。北部にも勢力を持つ。南スーダン分離・独立後，SPLMは
政党となり，現在の南スーダンの最大与党，SPLAは南スーダンの正規軍となった。北部では政府への対抗組織として存在。南ス
ーダンは複数政党制でほかに議会に議席を持つ政党がある。
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準拠ノート・ 
ダウンロード教材
教員向け教材

『最新 現代社会』教材ラインナップ（整理編）

教材名 教材内容 使い方の例

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会　演習ノート

・教科書内容の確認
・資料（グラフ・図版）の読み解き

◎授業の予習・復習

・発展問題（四者択一型の問題） ◎受験対応

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会サブノート
ワード・一太郎

【サブノート形式】
・授業一時間（教科書２ページごと）の内容の確認

◎授業の予習・復習
○定期試験対応

現代社会テーマ別用語集
ワード・一太郎

【一問一答形式】
・授業一時間（教科書２ページごと）で重要と思われる
語句を確認

○授業の予習・復習
◎定期試験対応
◎受験対応

現代社会�
ハイレベル正誤問題集

ワード・一太郎

【センター入試形式】
・四者択一型の問題を解くことを通じ，学習内容の総合
的理解を深める

・解答編に赤字で詳細な説明を加え，理解が深まるよう
に配慮

◎受験対応

◆教授資料付属CD-ROM

チェックドリル�
� （第1編・第3編）

ワード・一太郎

・授業の予習・復習や，整理用
・選択肢から適語を答える形式が中心

○授業の予習・復習

評価問題（第2編）
ワード・一太郎

・章や節ごとの復習用で，ややレベルの高い問題
・定期考査例も収録

◎定期試験対応
◎受験対応

教材名 内　容

最新��現代社会プリント集
PDF

・教科書型，教科書資料型，ワークシート型のプリント集（全10テーマ）

現代史年表ワークシート
ワード・一太郎

・世界･日本の戦後のできごとを１シート＝約10年間ずつに整理（1945-2012年）
し，中学校で学習する事項を赤字で示すなどした，プリント作成用の素材集【穴
あき問題例付き】

日本国憲法ワークシート
ワード・一太郎

・日本国憲法の条文に空欄を設け，当てはまる言葉を答える
・現代社会や政治・経済の憲法学習時に役立つワークシート

『最新　現代社会』完全準拠

現代社会�板書例�（細密版）
ワード・一太郎

・授業一時間（教科書２ページごと）の授業の流れの例を，　詳細に表現

�生徒向け教材

�その他の資料

＊■は準拠ノート，■はホームページから無料ダウンロードできる教材，■は教授資料付属のCD-ROM在中のコンテンツ
です。
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