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教育出版 2019年 7 月 

 

令和２年度版『小学社会 ６』年間指導計画案（暫定版） 

 

大単元名：１ ともに生きる暮らしと政治 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション

オリンピック・パラリ

ンピックから学ぶ 

P６～９ 

【配時 1】 

オリンピックやパラリンピ

ックの歴史や開催地，参加し

ている選手の思いについて

調べ，その意義を捉える。 

 

 

 

○資料からオリンピック・パラリンピック

の意義を話し合い，平和な世界の実現がオ

リンピックの理念となっている意義や多

様な人々が活躍する社会について考える。 

 

 

 

①写真や資料を見て，オリンピック・パ

ラリンピックの理念をつかむ。 

②地図や年表を見て，気づいたことを話

し合う。 

③「ウィルチェアーラグビーの選手であ

る官野一彦さんの話」から多様な人たち

が活躍する社会について考える。 
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小単元：１ 憲法とわたしたちの暮らし 【配当 11時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

だれもが使いやすい

まちに 

P10～11 

【配時 1】 

公共施設のバリアフリー設

備を調べ，日本国憲法や法

律の役割を捉える。 

 

 

 

 

 

○公共施設のバリアフリー設備について

調べ，それらを整備する根拠になっている

日本国憲法について考える。 

◆公共施設は，さまざまな人が使いやすい

ようにつくられており，それは，日本国憲

法の考え方に基づく法律に従って行われ

ていること。 

 

①「官野さんの話」から公共施設はだれ

もが利用しやすいように，設備が整えら

れていることに気づく。 

②公共施設のバリアフリー設備の整備

の根拠となる法律は，日本国憲法の考え

方に基づいていることを捉える。 

③日本国憲法が自分たちの暮らしと関

係していることについて考える。 

国のあり方を示す日

本国憲法 

P12～13 

【配時 1】 

日本国憲法前文を読み取

り，憲法の基本的な考え方

を捉える。 

 

 

 

○日本国憲法とはどのようなものかを調

べ，日本国憲法前文を読み取り，三つの原

則について考える。 

◆日本国憲法には，国民主権・基本的人権

の尊重・平和主義の三つの原則があるこ

と。 

①日本国憲法とはどのようなものかを

調べる。 

②日本国憲法前文の中から，憲法の基本

的な考え方につながる部分を読み取る。 

③日本国憲法前文から読み取ったこと

について話し合う。 

学習問題をつくり，調

べる計画を立てよう 

P14～15 

【配時 1】 

日本国憲法の三原則に着目

して，憲法と暮らしとのつ

ながりについての学習問題

をつくり，学習計画を立て，

解決するための見通しをも

つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本国憲法の考え方と暮らしとのつな

がりについて話し合い，日本国憲法はどの

ようなものかについて学習問題をつくり，

解決していくための方法をつかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日本国憲法の三原則と暮らしとのつ

ながりについて話し合い，学習問題をつ

くる。 

 

 

 

 

 

 

 

②学習問題に対する予想を出し合う。 

③予想をもとに，学習問題を解決してい

くための方法（調べること・調べ方・ま

とめ方）について見通しをもつ。 

国の主人公はわたし

たち国民 

P16～17 

【配時 1】 

国民主権や天皇の地位と役

割について調べ，日本の民

主政治は日本国憲法の基本

的な考え方に基づいている

ことを捉える。 

 

 

○国民主権の意味や内容，天皇の地位と役

割について調べ，国民主権と暮らしのつな

がりについて考え，話し合う。 

◆国の政治のあり方を決めるのは国民で，

選挙権は国民主権の代表的な例であるこ

と。天皇は日本国の象徴であり，政治につ

いての権限はもたないこと。 

①選挙権や不在者投票，期日前投票の制

度を事例に，国民主権の意味と具体的な

内容を調べる。 

②天皇の地位や役割について調べる。 

 

 

 

すべての人が幸せに

生きるために 

P18～19 

【配時 1】 

基本的人権について調べ，

日本国憲法が暮らしに関わ

る国民としての権利や義務

などを定めていることを捉

える。 

 

 

○基本的人権の意味や内容を調べ，基本的

人権がどのように守られているかを考え，

話し合う。 

◆日本国憲法には，すべての国民は健康で

文化的な生活を送る権利があることがう

たわれていること。 

 

①憲法の条文から，基本的人権の意味を

調べる。 

②国民の権利と義務について調べ，暮ら

しとのつながりについて考える。 

③社会の中の諸問題を調べ，基本的人権

がどのように守られているか話し合い，

考えたことをまとめる。 

学習問題 日本国憲法は，どのようなものだろう。 
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平和を守る 

P20～21 

【配時 1】 

平和主義について調べ，日

本国憲法が過去の歴史的背

景から，決して外国と戦争

をしないと定めている意味

を捉える。 

○平和主義の背景や内容を調べ，平和を守

るために大切なことを話し合う。 

◆日本国憲法は，平和主義をかかげ，外国

と決して戦争をしないこと，そのための武

力をもたないことを定めていること。 

①憲法の条文や教科書から，平和主義の

背景や内容を調べる。 

②平和を守るための取り組みを調べ，平

和を守るために大切なことを話し合う。 

 

国会のはたらき 

P22～23 

【配時 1】 

国会や選挙のしくみを調

べ，その役割を捉える。 

 

 

 

 

 

○国会の働きや選挙のしくみについて調

べ，その役割について考える。 

◆国会は，国民の暮らしにかかわる法律や

予算について話し合い決めていることや，

国民が選挙によって国会議員を選ぶこと

で，国民の考えを政治に反映させているこ

と。 

①国会の役割や法律ができるまでの流

れを調べ，二つの議院で話し合う理由を

考える。 

②選挙のしくみを調べ，選挙を行う理由

を考える。 

③国会の働きと国民の暮らしがどのよ

うにかかわっているのかを話し合う。 

内閣のはたらき 

P24～25 

【配時 1】 

内閣のしくみを調べ，その

役割を捉える。 

 

 

 

 

 

○内閣のしくみや働きについて調べ，その

役割について考える。 

◆内閣は，国会で決めた予算を使って，国

民の暮らしを支える仕事をしていること

や，内閣のもとには，さまざまな府・省・

庁が置かれ，分担して仕事を進めているこ

と。 

①内閣の主な仕事やしくみを調べる。 

②主な府・省・庁の働きを調べる。 

③内閣の働きと国民の暮らしがどのよ

うにかかわっているのかを考える。 

 

 

 

裁判所のはたらき 

P26～27 

【配時 1】 

裁判所のしくみを調べ，そ

の役割や，立法，行政，司

法の三権がそれぞれの役割

を果たしていることを捉え

る。 

 

 

 

○裁判所のしくみや働き，裁判員制度や三

権分立について調べ，その役割や意義につ

いて考える。 

◆裁判所は，争いごとや犯罪が起きたとき

に解決や判断をしていることや，国民は裁

判員制度を通して裁判に参加しているこ

と。国の政治は，三権分立のしくみのもと

で進められていること。 

①裁判所のしくみや働きを調べる。 

②裁判員制度について調べる。 

③三権分立について調べ，図に整理す

る。 

 

 

 

 

税金のはたらき 

P28～29 

【配時 1】 

税金の集められ方や使われ

方を調べ，税金の果たす役

割や暮らしとの関わりを捉

える。 

 

 

 

○税金の集められ方や使われ方を調べ，税

金の果たす役割について考える。 

◆市区町村・都道府県・国が行う公共的な

仕事には，国民が納める税金が使われてい

ることや，健康で文化的な生活を送るため

に，税金を納めることは国民の義務である

こと。 

①税金がどのように集められ，どのよう

なことに使われているのかを調べる。 

②税金と国民のかかわりについて話し

合う。 

③税金の役割について考え，表現する。 

 

 

〈まとめる〉 

P30～31 

【配時 1】 

日本国憲法の基本的な考え

方や政治のしくみについて

調べたことを図などにまと

め，日本国憲法と政治や国

民の暮らしとのつながりに

ついてまとめる。 

 

〇学習してきた，日本国憲法の考え方や政

治のはたらきについてまとめ，国民の暮ら

しと憲法や政治との関わりについて考え

る。 

 

 

 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②日本国憲法の考え方や政治のはたら

きについてまとめる。 

③暮らしと政治のつながりや三権分立

のしくみについて図に整理する。 

④国民と政治の関わり方について考え

る。 
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小単元名：２ わたしたちの暮らしを支える政治 【配当８時間】 

※「わたしたちの暮らしを支える政治」か「災害からわたしたちを守る政治」または「雪とともに生きる暮らしを支える政治」を選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

わたしたちの暮らし

と社会の課題 

P32～33 

【配時 1】 

家族の様子や人口構成の変

化を調べ，少子化や高齢化に

よって暮らしが変化してい

くことを捉える。 

 

 

 

 

○資料から家族構成の変化や人口構成の

変化を読み取り，核家族化や少子化・高齢

化，人口減少が進むことで社会はどのよう

に変わるのかを考える。 

◆現代の日本は以前に比べて，核家族化が

進んでいること。今後，さらに少子化・高

齢化が進み，人口減少社会を迎えると考え

られること。 

①昔の家族の写真を見て，現代との違い

や共通点を話し合う。 

②生まれた子どもの数と人口に占める

65才以上の高齢者の割合のグラフを見

て，考えたことを話し合う。 

③写真や文章から，自分たちの生活がど

のように変化しているのかを考える。 

 

人々の暮らしの願

い 

P34～35 

【配時 1】 

身近な地域の様子や住民た

ちの願いに着目して，人々

の願いをかなえるための政

治の働きについての学習問

題をつくり，解決の見通し

を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

○世田谷区の人口やまちの様子，さまざ

まな人々の願いを読み取り，願いを実現

する政治の働きについて学習問題をつく

る。 

◆住民はさまざまな願いをもっているこ

と，願いの実現や社会の問題の解決のた

めには，政治の働きがかかわっているこ

と。 

 

 

 

 

 

①世田谷区がどのようなところなのか

を調べる。 

②世田谷区に住む人々がどのようなこ

とを願っているのかを調べる。 

③住民の願いをかなえ，社会の問題を

解決する政治の働きについて，学習問

題をつくり，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

子どもは未来への

希望 

P36～37 

【配時 1】 

住民の子育てへの願いを調

べ，住民の願いをかなえる政

治の働きを捉える。 

 

 

 

 

 

○世田谷区が行っている子育て支援の取

り組みについて調べ，それらがつくられた

目的について考える。 

◆世田谷区では，条例や計画に基づいてさ

まざまな子育て支援の取り組みが進めら

れていることや，それが住民の願いをかな

え，悩みや不安を解消することに役立って

いること。 

①世田谷区が行っている子育て支援の

取り組みと「世田谷区子ども条例」との

関わりを調べる。 

②「おでかけひろば」で働く人の思いや，

利用者の声を調べる。 

③人々の願いと政治の働きのつながり

について話し合う。 

 

「おでかけひろば」

ができるまで 

P38～39 

【配時 1】 

区役所や区議会の働きを調

べ，住民が選挙を通して政治

に関わっていることを捉え

る。 

 

 

 

 

 

 

○「おでかけひろば」が始まるまでを調べ，

住民が政治にどのように関わっているの

かや，区役所や区議会，都や国の果たして

いる役割をつかむ。 

◆「おでかけひろば」は，住民の願いや社

会の動きなどを受けて，国の法律に基づき

区役所が計画や予算案をつくり，議会の承

認や国の補助金を受けて実現したこと。住

民は選挙を通して代表を選び，政治の進め

方を決めていること。 

①「おでかけひろば」が実現するまでの

流れを調べる。 

②区役所や区議会，都や国の働きを調べ

る。 

③住民・区役所・区議会の関係を考えて，

表現する。 

 

 

 

 

たがいに助け合う社

会 

P40～41 

【配時 1】 

世田谷区の高齢者福祉事業

の取り組みを調べ，誰もが安

心して生きがいのある生活

を送るために政治の働きが

必要であることを捉える。 

 

 

〇世田谷区の高齢者福祉事業の取り組み

を調べ，社会保障の役割や少子化・高齢化，

人口減少によって起こる問題について考

える。 

◆社会全体で助け合う仕組みとして社会

保障があること。少子化・高齢化，人口減

少によってさまざまな問題が生じること。 

①世田谷区が行っている高齢者福祉事

業の概要を調べる。 

②社会保障制度について調べ，その役割

を考える。 

③少子化・高齢化や人口減少によって起

こる問題について考え，話し合う。 

 

学習問題 人々の願いをかなえ，社会の課題を解決するために， 

政治はどのようなはたらきをしているのだろう。 
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社会の課題の解決

とわたしたち 

P42～43 

【配時 1】 

少子化・高齢化，人口減少に

対する取り組みを調べ，社会

の課題の解決には政治の働

きが不可欠であることを捉

える。 

 

 

 

○少子化・高齢化や人口減少によって起こ

る問題に対する国や全国の自治体の取り

組みを調べ，政治の役割について考える。 

◆少子化・高齢化や人口減少といった社会

全体の問題に対して，国や自治体が解決に

向けた取り組みを行っていること。 

 

 

①少子化・高齢化，人口減少によって起

こる問題に対する国や全国の自治体の

取り組みを調べる。 

②東日本大震災による原子力発電所の

事故など社会にはさまざまな問題があ

ることを調べる。 

③社会の課題の解決に向けた政治の役

割について話し合う。 

〈まとめる〉 

P44～45 

【配時 1】 

調べたことをまとめて，自分

の暮らしと政治の関わりや

社会の問題や人々の願いを

実現する政治の働きを捉え

る。 

 

 

〇学習してきた，日本社会の問題の解決や

人々の願いに対する政治の働きについて

まとめ，暮らしと政治の関わりについて考

える。 

 

 

 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②日本の社会の課題や人々の暮らしの

願いをふり返る。 

③人々の願いを実現する政治のしくみ

について図に整理する。 

④自分の暮らしと政治の関係について

考え，話し合う。 

〈つなげる〉 

政治への参加につ

いて話し合おう 

P46～47 

【配時 1】 

投票率の変化などの資料に

着目し，国民の政治参加の現

状や課題を捉え，自分と政治

との関わりについて考える。 

 

 

 

 

 

 

 

○選挙の投票率の変化，年齢別の投票率，

投票に対する意識，外国の選挙制度などを

もとに，自分がこれからどのように政治に

参加していくかを考え，表現する。 

◆選挙の投票率は低下傾向で，特に，若い

世代の投票率が低いこと。国民の権利を生

かしていくためには，積極的に参加するこ

とが重要であること。 

 

 

 

①選挙の投票率の変化や年齢別の投票

率を調べ，気がついたことや考えたこと

を話し合う。 

②投票の方法やきまりなどを調べる。 

③投票に対する意識について調べ，選挙

権を生かすために大切なことを考える。 

④外国の選挙制度を調べ日本の選挙制

度と比べる。 

⑤これから自分がどのように政治に参

加していくかを考え，表現する。 
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せんたく：２ 災害からわたしたちを守る政治 【配当-時間】 

※「わたしたちの暮らしを支える政治」か「災害からわたしたちを守る政治」または「雪とともに生きる暮らしを支える政治」を選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

突然の大地震と津

波 

P48～49 

【配時－】 

東日本大震災による被害や

被災した人々の願いに着目

して，政治の働きについて学

習問題をつくり，解決の見通

しをもつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東日本大震災による被害を調べ，被災者

の願いを想像し，願いをかなえる政治の働

きについて学習問題をつくる。 

◆東日本大震災が起こり，東北地方を中心

とした地域の人々が大きな被害を受けた

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

①東日本大震災について知っているこ

とを話し合う。 

②写真や文章資料から被害の状況を調

べる。 

③被災した人々の願いを想像し，願いを

かなえる政治の働きについて学習問題

をつくり，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

緊急の支援 

P50～51 

【配時－】 

被災地に対する支援を調べ，

災害で被害を受けた国民の

生活を守る政治の働きを捉

える。 

 

○被災した人々に対して，どのような緊急

の支援が行われたのか，それはどのような

しくみによって実現したのかを調べる。 

◆被災した人々の命と安全を守るために，

釜石市は国や県，他の市町村に支援を要請

し，さまざまな機関が協力しながら支援活

動を行ったこと。 

①釜石市が受けた被害を調べる。 

②被災した人々のために市や県，国など

が行った緊急支援を調べる。 

③被災地に対する支援のしくみを調べ

る。 

④人々の願いと政治の働きのつながり

について話し合う。 

復興に向けて動き

出す 

P52～53 

【配時－】 

市役所や市議会の働きを調

べ，復興を進めるための政治

の働きを捉える。 

 

 

 

 

 

○釜石市で行われてきた復興への取り組

みや計画づくりについて調べ，復興を進め

ていく上で大切なことを考える。 

◆釜石市では住民の意見を生かしながら

復興まちづくり計画がつくられ，復興に向

けた取り組みが行われていること。取り組

みは，法律や条例に基づいて行われ，税金

が使われていること。 

①港の改修，仮設校舎の建設など，復興

への取り組みを調べる。 

②復興まちづくり基本計画が作られる

までの過程を調べる。 

③復興を進めるために国が整えた制度

を調べる。 

④復興を進めていく上で大切なことを

考える。 

命を守るまちづくり 

P54～55 

【配時－】 

釜石市の災害に強いまちづ

くりを調べ，国や県，市によ

る政治は，復興を進める上で

大切な働きをしていること

を捉える。 

 

 

 

○復興に向けて行われた事業や継続して

行われている取り組みを調べ，災害に強い

まちづくりを行うために大切なことを考

え，話し合う。 

◆災害に強いまちづくりを行うためには，

国・県・市による取り組み（公助）ととも

に，地域の助け合い（共助）や自分や家族

を守る取り組み（自助）も大切であること。 

①復興に向けての防波堤再建や高台移

転などの事業について調べる。 

②災害から自分たちの命や暮らしを守

るためには何が必要かを考え，話し合

う。 

③災害に強いまちづくりを行うために

大切なことを考える。 

 

 

  

学習問題 災害によって大きな被害を受けた人々の願いを実現するために， 

政治はどのようなはたらきをしているのだろう。 



7 

 

せんたく：２ 雪とともに生きる暮らしを支える政治 【配当-時間】 

※「わたしたちの暮らしを支える政治」か「災害からわたしたちを守る政治」または「雪とともに生きる暮らしを支える政治」を選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

 

まちで暮らす人々の

願い 

P56～57 

【配時－】 

身近な地域の様子や市民た

ちの願いに着目し，人々の願

いをかなえ地域の問題を解

決するための政治の働きに

ついての学習問題をつくり，

解決するための見通しを持

つ。 

 

 

 

 

 

 

 

○札幌市の気候の特徴である降雪によっ

て起こる問題に対する人々の願いを読み

取り，願いを実現する政治のはたらきにつ

いて学習問題をつくる。 

◆市民は降雪によって起こる問題に対し

て願いをもっていること，願いの実現や地

域の問題の解決のためには，政治のはたら

きがかかわっていること。 

 

 

 

 

 

 

①冬の札幌市の写真やグラフなどから

札幌市の気候の特徴を読み取る。 

②降雪によって起こる問題に対して

人々がどのような願いをもっているの

かを調べる。 

③市民の願いをかなえ，地域の問題を解

決する政治のはたらきについて学習問

題をつくり，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

雪対策で暮らしが変

わった 

P58～59 

【配時－】 

札幌市が行っている雪対策

事業の概要を調べ，計画的な

除排雪によって，市民の暮ら

しを守る市役所の役割を捉

える。 

 

 

○札幌市が行っている雪対策の取り組み

について調べ，市民の政治へのかかわりに

ついてや，市役所や道，国の果たしている

役割をつかむ。  

◆札幌市では，冬の暮らしへの悩みや不安

を解消するため，雪対策の取り組みが進め

られていることや，市役所が計画や予算案

をつくり，国の法律に従い，道や国からの

補助金も使用して除排雪を実施している

こと。 

①札幌市が行っている雪対策の取り組

みを調べる。 

②除排雪の実施に関わる市役所や道，国

のはたらきを調べる。 

③除排雪などの雪対策への市民の関わ

り方について話し合う。 

 

 

 

 

 

雪を生かす 

P60～61 

【配時－】 

「さっぽろ雪まつり」の発展

やどのようにして行われて

いるかを調べ，市役所の果た

す役割をつかみ，市民は意見

を出したり，選挙で投票した

りすることを通して政治に

かかわっていることを捉え

る。 

 

 

○「さっぽろ雪まつり」の発展やどのよう

にして行われているのかについて調べ，市

民の政治へのかかわり方や，市役所の果た

している役割をつかむ。 

◆「さっぽろ雪まつり」は，市民の願いや

地域の特徴などを背景に，市役所が計画や

予算案をつくり，関係機関や民間企業の協

力を受けて実現したこと。市民は選挙を通

して代表を選び，政治の進め方を決めてい

ること。 

①「さっぽろ雪まつり」が現在のような

行事になるまでの流れを調べる。 

②「さっぽろ雪まつり」を開催するため

の市役所のはたらきを調べる。 

③市民・民間企業・市役所・関係機関の

関係を考えて，表現する。 

 

 

 

 

 

  

学習問題 人々の願いをかなえ，社会の問題を解決するために， 

政治はどのようなはたらきをしているのだろう。 
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大単元名：２ 日本の歴史 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

人々の願いの今と

昔 

P64～67 

【配時 1】 

 

選挙権の変化を調べて，昔と

今で社会は変わってきたこ

とを捉える。 

 

 

 

 

 

 

 

○「期日前投票の投票所に並ぶ人々」「国

会の審議を傍聴するために並ぶ人々」の写

真を比べたり，選挙権をもつ人の割合の変

化を調べたりして，社会のしくみが変わっ

てきたことをつかむ。 

 

 

 

 

 

①「期日前投票の投票所に並ぶ人々」「国

会の審議を傍聴するために並ぶ人々」の

写真を比較して，約 90年前は女性が選

挙権をもっていなかったことをつかむ。 

②選挙権をもつ人の割合の変化を調べ，

選挙のしくみが変化してきたことを調

べる。 

③社会のしくみが変化してきたことを

つかみ，自分たちの暮らす社会がどのよ

うにつくられてきたのかに関心をもつ。 

 

小単元名：１ 国づくりへの歩み 【配当７時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

大昔の暮らしをさぐ

ろう 

P74～77 

【配時 1】 

想像図を読み取ったり出土

物などを調べたりして，縄文

時代の暮らしの様子を捉え

る。また，縄文時代の様子と

弥生時代の様子の想像図を

読み取り，比較して，暮らし

の変化を捉える。 

 

 

 

 

○「狩りや漁をしていたころの様子」「米

づくりが広まったころの様子」の想像図を

読み取ったり，比較したりして，気づいた

ことや疑問点について話し合う。 

◆大昔の人々が，狩りや漁，採集を行って

暮らしていたことや，そうした暮らしの様

子が変化していくこと。 

 

 

 

 

①「狩りや漁をしていたころの様子」の

想像図から，人々がどのような暮らしを

していたのかを読み取る。 

②P74の写真や記述から，当時の人々の

暮らしについて調べる。 

③「米づくりが広まったころの様子」の

想像図から，人々がどのような暮らしを

していたのかを読み取る。 

④２枚の想像図を比較して，何が変化し

ているかを話し合い，それはなぜかを予

想する。 

学習問題をつくり，

学習の見通しを立て

よう 

P78～79 

【配時 1】 

２枚の想像図の読み取りか

らわかったことや疑問点に

着目し，大昔の人々の暮らし

の変化について学習問題を

つくり，解決するための見通

しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

○２枚の想像図の読み取りから，大昔の

人々の暮らしの変化について学習問題を

つくり，解決していくための方法をつか

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①２枚の想像図の読み取りからわかっ

たことや考えたこと，知りたいことを話

し合い，学習問題をつくる。 

 

 

 

 

 

 

②学習問題に対する予想を出し合う。 

③予想をもとに，学習問題を解決してい

くための方法（調べること・調べ方）に

ついて見通しをもつ。 

米づくりが始まる 

P80～81 

【配時 1】 

想像図を読み取ったり米づ

くりに使われた道具などを

調べたりして，農耕による

人々の暮らしの変化を捉え

る。 

 

 

 

○米づくりの様子の想像図や，田げた，石

包丁などの写真から，この時代の米づくり

の方法や作業の特徴をつかみ，米づくりに

よってどのように暮らしが変わったのか

を考える。 

◆米づくりが始まって，人々は集まって定

住し，共同で作業を行うようになったこ

と。 

①米づくりの様子の想像図や，田げた，

石包丁などの写真から，この時代の米づ

くりの方法や作業の特徴をつかむ。 

②米づくりによって，人々の暮らし方が

どのように変わったのかを考える。 

③米づくりが始まったことで，人々の暮

らしにどのような変化が現れたのかを

まとめる。 

学習問題 大昔の人々の暮らしは，どのように変わっていったのだろう。 
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むらからくにへ 

P82～83 

【配時 1】 

吉野ヶ里遺跡の様子などを

調べ，むらからくにへと変化

していく社会の動きを捉え

る。 

 

 

 

 

○吉野ヶ里遺跡やそこからの出土物，邪馬

台国などについて調べ，むらからくにへと

移り変わったころの変化の様子をつかむ。 

◆米づくりが定着すると，むらの規模に差

が生じ，争いも生まれてきたこと。そうし

た中から，他のむらを従える指導者が王と

なり，くにがつくられるようになったこ

と。 

①吉野ヶ里遺跡の写真や出土品，P76～

77の想像図から，大規模な集落が生まれ

たころの様子を読み取る。 

②どのようにしてむらからくにへと移

行したのか，それにともなってどんな変

化があったのかについて考える。 

③邪馬台国のコラムなどから，王に率い

られたくにの様子をつかむ。 

巨大古墳と大王 

P84～85 

【配時 1】 

大和朝廷と地方豪族の関係

を調べ，国土が統一されてい

ったことを捉える。 

 

 

 

 

 

 

○大仙古墳の写真から，巨大な古墳をつく

ることができる力をもつ人々が現れたこ

とをつかみ，前方後円墳の分布や出土品を

調べて，朝廷の支配の広がりや朝廷と各地

の豪族との関係を考える。 

◆各地で強い勢力をもつ豪族が現れ，これ

らの豪族たちが連合して大和朝廷をつく

り，大王の支配が広い範囲におよぶように

なったこと。 

①大仙古墳の大きさを調べ，身近なもの

と比較するなどして規模を実感する。 

②だれが，どのような目的でこのような

古墳をつくったのかを話し合う。 

③前方後円墳の分布や出土した鉄剣・鉄

刀から，朝廷の支配の広がりや朝廷と各

地の豪族との関係を考える。 

 

 

古墳をつくった人々 

P86～87 

【配時 1】 

古墳がつくられる様子を想

像図から読み取り，朝廷や豪

族の権力の大きさを捉える。 

 

 

 

 

 

 

 

○「古墳づくりの様子」の想像図を読み取

り，大勢の人や大量の物資，高度な技術が

必要であることをつかみ，豪族の力の大き

さや大陸から伝わった技術の果たした役

割を考える。 

◆巨大古墳は，大きな力や富，大陸の進ん

だ技術を用いてつくられたこと。 

 

 

 

①想像図から，大勢の人々がさまざまな

作業に取り組んでいることを読み取る。 

②古墳造営の困難さについて話し合い，

大規模な作業が組織的に行われていた

ことをつかむ。 

③古墳造営に必要な高度な技術が，渡来

人によって伝えられたことをつかむ。 

④「古事記」「日本書紀」などに国の形

成に対する昔の人々の考え方が現れて

いることをとらえる。 

<まとめる> 

P88～89 

【配時 1】 

調べたことをまとめ，人々の

暮らしや関係が変化したこ

とや国土が統一されていっ

たことを理解する。 

 

 

〇学習してきた，縄文時代，弥生時代，古

墳時代の特徴についてまとめ，米づくりの

広まりと人々の暮らしや関係の変化から，

国土が統一されていった様子を考える。 

 

 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②学習してきた三つの時代の名称や特

徴をまとめる。 

③米づくりの広まりと人々の暮らしの

変化の関係について考え，図で表現す

る。 
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小単元名：２ 大陸に学んだ国づくり 【配当７時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

大陸にわたった

人々 

P90～91 

【配時 1】 

遣唐使の派遣に着目し，大陸

の文化と日本の国づくりに

ついての学習問題をつくり，

解決の見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○遣唐使について調べ，日本が長期間に

わたって使節を送った理由を考え，学習

問題をつくる。 

◆日本から中国へ何度も遣唐使が派遣さ

れ，使節は命がけの航海をして大陸を目

ざしたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

①遣唐使船の航海について調べ，多くの

困難を乗り越えて大陸を目ざしていた

ことをつかむ。 

②遣唐使がどのような目的で大陸を目

ざしたのか，何を持ち帰ったのかを調べ

る。 

③日本の国づくりと大陸の文化との関

係を考え，このころの日本の国づくりに

ついて学習問題をつくり，学習計画を立

てる。 

 

 

 

聖徳太子の理想 

P92～93 

【配時 1】 

聖徳太子の考えや太子が行

った政治の特色を調べ，天皇

中心の国づくりが進められ

たことを捉える。 

 

 

 

 

○聖徳太子について調べ，どのような国

づくりを目ざしていたのか，太子の理想

がその後の政治にどのような影響をあた

えたのかを考える。 

◆聖徳太子が，天皇中心の国づくりを目

ざして十七条の憲法や冠位十二階をつく

り，大陸から進んだ政治のしくみや文化

を取り入れようとしたこと。 

①聖徳太子がどのようなことを行った

のかを調べる。 

②聖徳太子が目ざした国づくりと，大陸

の政治や文化との関係を考える。 

③聖徳太子の業績と，その後の政治にあ

たえた影響について考える。 

 

 

大化の改新と新しい

政治のしくみ 

P94～95 

【配時 1】 

木簡に記されていたことが

らや大化の改新を調べ，天皇

中心の中央集権のしくみが

整えられたことを捉える。 

 

 

 

 

○木簡に書かれていることや大化の改新

後の改革の内容などを調べ，都と地方の

関係について考え，天皇中心の政治のし

くみについてとらえる。 

◆大化の改新をきっかけに中央集権のし

くみがつくられ，都の人々の暮らしを支

える生産物が各地から届けられるように

なったこと。 

①木簡が何に使われたのか考えたり，貴

族と庶民の食事を比べたりして，都と地

方との関係について話し合う。 

②大化の改新とその後の改革の内容に

ついて調べる。 

③天皇中心の中央集権の体制が整備さ

れていったことをとらえる。 

 

聖武天皇と大仏づく

り 

P96～97 

【配時 1】 

大仏造営の様子を調べ，天皇

を中心とした政治が確立し

たことを捉える。 

 

 

 

 

 

 

○大仏づくりについて調べることを通じ

て，天皇中心の政治のしくみが整えられ

ていったことをとらえる。 

◆天皇が大きな力で全国を支配するしく

みが整えられ，大仏造営や国分寺の建設

が進められたこと。 

 

 

 

①大仏の大きさや大仏づくりの様子か

ら，大仏造営の経緯や目的を調べる。 

②聖武天皇・行基・大仏づくりにたずさ

わった民衆などの立場から，大仏づくり

の意味を考え，話し合う。 

③国をあげての大事業が行われたこと

や，国分寺の分布図などから，天皇中心

の支配のしくみが整えられたことをつ

かむ。 

海をこえた人やもの 

P98～99 

【配時 1】 

大仏が完成したころの日本

とアジアの国々との交流を

調べることを通して，日本の

国づくりへの大陸の政治や

文化の影響を捉える。 

 

○鑑真が来日した経緯や正倉院の宝物な

どを調べ，日本の国づくりとアジアの

国々とのかかわりについて考える。 

◆日本は，中国との交流を通してアジア

の国々の文化の影響を受けていること。 

 

①鑑真が来日した経緯から，鑑真の思い

や日本に招いた人々の願いを考える。 

②P90～91もふり返りながら，遣唐使た

ちが果たした役割について考える。 

③正倉院宝物や地図から，日本とアジア

の国々とのつながりについて考える。 

学習問題 大陸から伝わった文化は，日本の国づくりにどのように生かされたのだろう。 
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藤原道長と貴族の

暮らし 

P100～101 

【配時 1】 

貴族の暮らしの様子を調べ，

貴族が栄えたころの社会や

文化について捉える。 

 

 

 

 

○貴族の屋敷や暮らしの様子について調

べ，貴族の栄えたころの政治の様子をつ

かむ。 

◆貴族が力をもって政治の中心をになう

ようになり，貴族の暮らしの中から，今

につながる文化も生まれてきたこと。 

 

①貴族の屋敷の想像図から，貴族の暮ら

しの様子を読み取る。 

②藤原氏が行った政治を調べ，貴族の時

代の社会の様子をつかむ。 

③貴族の時代の社会や文化の特色をつ

かみ，現在にも受け継がれているものが

あることに気づく。 

日本独自の文化が

生まれる 

P102～103 

 

<まとめる> 

P104 

【配時 1】 

大和絵やかな文字の成立な

どを調べ，新しい日本風の文

化が生まれたことを捉える。 

また，調べたことをまとめ，

天皇中心の国づくりが進め

られたことや，日本独自の文

化が生まれたことを捉える。 

 

 

 

 

○大和絵やかな文字を手がかりに，貴族

の時代に生まれた文化を調べ，日本独自

の文化がつくられたことをつかむ。 

◆大陸の文化の強い影響のもとで発展し

てきた日本で，それらを消化・吸収した，

日本固有の文化が形づくられたこと。 

 

 

 

 

 

①大和絵やかな文字などを手がかりに

して，貴族の時代に生まれた文化につい

て調べる。 

②「源氏物語」「枕草子」などを通して，

貴族の世の中で生まれた文化が現代ま

で続くよさをもっていることをつかむ。 

③大陸の文化を消化・吸収して，日本独

自の文化様式がつくられたことを理解

する。 

④「まとめる」（P104）も活用して，本

単元の学習をまとめる。 
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小単元名：３ 武士の政治が始まる 【配当４時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

武士が現れる 

P106～107 

【配時 1】 

武士の暮らしの様子に着目

し，武士が現れた後の社会に

ついて学習問題をつくり，解

決するための見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○武士の館の想像図から，武士の暮らしの

様子を読み取り，武士の世の中について調

べていく学習問題をつくる。 

◆武芸を身につけ，武士が，各地で力をつ

けてきたこと。 

 

 

 

 

 

 

 

①武士の館の想像図から，武士の暮らし

の様子を読み取る。 

②館とその周辺に住んでいる人々の関

係について考え，地方や都で武士が現れ

たことをとらえる。 

③貴族の暮らしの様子との違いに着目

しながら，武士が活躍した世の中につい

て調べていく学習問題をつくり，学習計

画を立てる。 

 

 

 

源氏と平氏が戦う 

P108～109 

【配時 1】 

源氏と平氏の戦いを調べ，武

士が力をもってきた経緯を

捉える。 

 

 

 

 

 

 

○源平の戦いの経緯を調べ，武士がどのよ

うにして力をもつようになったのかを考

える。 

◆武士の中で源氏と平氏が力をのばし，戦

いの結果，源氏が平氏を滅ぼしたこと。 

 

 

 

 

①源氏と平氏の戦いを時系列で整理し

ながら、それぞれの戦いの経緯やエピソ

ードを調べる。 

②源氏と平氏の戦いの結果，源氏が勝利

して武士が政権を握るまでの流れをつ

かむ。 

③武士が力をもつようになった背景を

つかみ，武士がどのような政治を目ざし

たのか予想する。 

幕府を開いた源頼

朝 

P110～111 

【配時 1】 

鎌倉幕府の成立や，幕府と御

家人の関係を調べ，幕府の政

治のしくみについて捉える。 

 

 

 

 

○鎌倉の地形的特徴や，幕府と御家人の関

係を調べ，武士による政治のしくみについ

て考える。 

◆源頼朝が武士の政治を始め，幕府と御家

人は土地を仲立ちとしてつながっていた

こと。武士の力が朝廷をしのぐようになっ

たこと。 

①鎌倉の地形的な特徴を読み取り，これ

までの政治の中心地との違いを考える。 

②「ご恩と奉公」「いざ鎌倉」という言

葉に着目し，幕府と御家人の関係につい

て話し合う。 

③幕府の政治のしくみや朝廷との関係

を調べ，鎌倉時代の特徴を考える。 

元との戦い 

P112～113 

 

<まとめる> 

P114 

【配時 1】 

元との戦いとその後の幕府

と御家人の関係を調べ，鎌倉

幕府の政治がゆらいでいっ

たことを捉える。また，調べ

たことをまとめ，武士による

政治がはじまったことやそ

の政治の特徴を理解する。 

 

 

○元との戦いの様子を調べ，この戦いが幕

府にどのような影響をあたえたのかを考

える。 

◆元との２度の戦いの結果，「ご恩と奉公」

の関係がくずれ，鎌倉幕府がおとろえてい

ったこと。 

 

 

 

①元軍と日本の武士との戦いの様子を

読み取る。 

②武士は何を求めて戦ったのか，幕府は

どのように対応したのかを調べる。 

③元との戦いのあと，幕府と御家人との

関係がどのように変化していったのか

を捉える。 

④「まとめる」（P114）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習を振り返る。 

 

  

学習問題 武士が現れて，世の中の様子はどのように変わったのだろう。 
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小単元名：４ 室町文化と力をつける人々 【配当４時間】  

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

書院造の部屋 

P116～117 

【配時 1】 

室町時代の建造物に着目し

て，新たな文化が生まれたこ

とについての学習問題をつ

くり，解決の見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

○金閣・銀閣について調べ，書院造の写真

を見て気づいたことを話し合い，学習問題

をつくる。 

◆室町時代には書院造の部屋がつくられ，

足利義満・義政によって金閣・銀閣が建て

られたこと。 

 

 

 

 

①金閣・銀閣について調べる。 

②書院造の写真と現在の和室を比べ，気

づいたことを話し合う。 

③室町時代に生まれた文化について調

べる学習問題をつくり，学習計画を立て

る。 

 

 

 

 

簡素で静かな美しさ 

P118～119 

【配時 1】 

水墨画や茶の湯、生け花など

を調べ，室町時代の文化の特

徴や現在まで文化が受け継

がれていることを捉える。 

 

 

 

○室町時代に盛んになった水墨画や茶の

湯，生け花などについて調べる。 

◆室町時代には雪舟によって日本風の水

墨画が完成され、茶の湯や生け花なども盛

んになったこと。 

 

 

①「天橋立図」を見て，感じたことを話

し合う。 

②雪舟の業績を調べる。 

③茶の湯や生け花などについて調べる。 

④水墨画，茶の湯，生け花の特徴をとら

え，現代まで受け継がれてきた意味を考

えて，話し合う。 

人々の暮らしの中か

ら生まれた文化 

P120～121 

【配時 1】 

能や狂言について調べ，室町

時代に生まれた文化と現代

の暮らしとのつながりにつ

いて捉える。 

 

 

 

 

○能や狂言について調べ，室町時代の文化

と現代の暮らしとのつながりを考え，表現

する。 

◆田楽や猿楽が能や狂言に発展したこと。

室町時代の文化は，現代の暮らしの中に受

け継がれていること。 

 

 

①「月次風俗図屏風」と「壬生の花田植」

の資料を見て，気づいたことを話し合

う。 

②能や狂言について調べる。 

③「狂言師の野村萬斎さんの話」を読ん

で，室町時代に生まれた芸能が現代に受

け継がれていることについて考え，表現

する。 

産業の発達と力をつ

ける人々 

P112 

 

まとめる 

P123 

【配時 1】 

中世の産業の様子を調べ，文

化が生まれた背景を捉える。 

また，調べたことをまとめ，

室町の文化が現代まで受け

継がれてきたことを理解す

る。 

 

 

 

〇中世の産業の発達について調べ，人々の

中から現代につながる文化が生まれたこ

とを考える。 

◆中世に産業が発達し，民衆が力をつけた

こと。人々の暮らしの中から生まれた文化

は現代にも受け継がれていること。 

 

 

 

①「農作業の様子」の想像図を見て，気

づいたことを話し合う。 

②様々な技術の発達によって，人々の暮

らしや農業生産の様子はどのように変

化していったのかを調べる。 

③人々の暮らしや産業の変化が室町文

化に与えた影響を考える。 

④「まとめる」（P123）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習を振り返る。 

 

  

学習問題 室町時代には，どのような文化が生まれたのだろう。 
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小単元名：５ 全国統一への動き 【配当５時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

戦国の世の中 

P124～127 

【配時 2】 

長篠の戦いの様子に着目し，

戦国の世の中から全国が統

一されたことについて学習

問題をつくり，解決の見通し

を持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○長篠の戦いの絵図から気づいたことを

話し合い，戦国の世の中になった経緯や３

人の武将の概要について調べて，学習問題

をつくる。 

◆応仁の乱の後，日本は戦国の世の中にな

り，外国から伝わった鉄砲が戦いに使われ

るようになったこと。 

 

 

 

 

 

 

 

①長篠の戦いの絵図を読み取り，気づい

たことを発表する。 

②教科書の文章や地図などから，戦国の

世の中になった経緯や，当時の様子を調

べる。 

③３人の武将の人物年表から，３人の武

将によって，戦国の世の中がこの後どの

ように統一されていくのか話し合う。 

④全国統一がどのように進められてい

くのかについて学習問題をつくり，学習

計画を立てる。 

 

 

 

全国統一を目指した

織田信長 

P128～131 

【配時 1】 

織田信長が行った政治やキ

リスト教の伝来を調べ，全国

統一に向けて信長が果たし

た役割を捉える。 

 

 

 

 

 

 

○信長が全国統一を目ざして行った業績

を調べ，当時の人々の思いや信長の果たし

た役割を考える。 

◆信長は，対抗勢力を武力で抑え込みなが

ら，商工業を盛んにしたりキリスト教を保

護したりするなど，新しい考え方で政治を

進めたこと。 

 

 

 

①「安土城と城下町」の想像図から，信

長の政治がどのようなものだったのか

を考え，信長はどのようにして全国統一

を進めようとしていたのかを調べる。 

②「南蛮図屏風」や文章から全国統一を

目指す信長がなぜ外国との関係を強め

たのか考える。 

③全国統一を進めるために信長の行っ

たことをまとめ，果たした役割を考え

る。 

全国を統一した豊臣

秀吉 

P132～133 

【配時 1】 

豊臣秀吉が行った政治を調

べ，全国統一に向けて秀吉が

果たした役割を捉える。 

 

 

 

 

 

○秀吉が全国統一を目ざして行った業績

を調べ，当時の人々の思いや秀吉の果たし

た役割を考える。 

◆秀吉は信長の政治を引き継いで全国統

一を達成し，検地や刀狩の政策を進めたこ

と。 

 

 

①秀吉はどのようにして全国統一を進

めようとしていたのかを調べる。 

②当時の人々が秀吉のことをどのよう

に思っていたかを，調べたことを根拠に

して考える。 

③全国統一を進めるために秀吉の行っ

たことをまとめ，果たした役割を考え

る。 

江戸に幕府を開い

た徳川家康 

P134～135 

 

まとめる 

P136 

【配時 1】 

徳川家康が行った政治を調

べ，全国統一に向けて家康が

果たした役割を捉える。ま

た，調べたことをまとめ,３

人の武将によって全国統一

に果たされたことを理解す

る。 

 

 

○家康が江戸幕府を開くまでの経緯を調

べ，信長・秀吉・家康の政治をまとめる。 

◆家康が豊臣方の大名を破り，江戸幕府を

開いたこと。大規模な工事などを通して，

大名への支配を強めたこと。 

 

 

 

 

①家康はどのようにして江戸幕府を開

いたのかを調べる。 

②「江戸図屏風」や地図などから家康の

政治の特徴を考える。 

③「まとめる」（P136）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習を振り返る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習問題 ３人の武将は，全国統一にどのような役割を果たしたのだろう。 
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小単元名：６ 幕府の政治と人々の暮らし 【配当５時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

江戸を目ざす行列 

P138～139 

【配時１】 

大名行列の様子に着目し，江

戸幕府の政治について学習

問題をつくり，解決の見通し

を持つ。 

 

 

 

 

 

 

○大名行列の想像図を読み取り，大名行列

が行われるようになった理由を考え，江戸

幕府の政治のしくみや社会の様子について

学習問題をつくる。 

◆江戸時代には，各地の大名が多くの日数

と費用をかけて江戸に向かう行列が行われ

たこと。 

 

 

 

①想像図を読み取り，気づいたことや

疑問に思ったことを出し合う。 

②大名行列が行われたのはなぜかを予

想する。 

③江戸幕府の政治のしくみや社会の様

子について調べていく学習問題をつく

り，学習計画を立てる。 

 

 

 

江戸幕府と大名 

P140～141 

【配時１】 

大名の配置図や武家諸法度，

参勤交代の制度などを調べ，

江戸幕府の大名支配のしく

みを捉える。 

 

 

 

 

○大名配置図や武家諸法度，参勤交代の制

度などを調べ，江戸幕府がどのようなしく

みや考え方で大名を支配したのかを考え

る。 

◆江戸幕府が，大名たちが力をつけられな

いようなしくみをつくり，強い力で全国を

支配したこと。 

 

①大名の配置にはどのような特徴があ

るかを話し合う。 

②武家諸法度や将軍にあいさつする大

名たちの絵などから，幕府がどのよう

な考え方で大名を支配したのかを調べ

る。 

③江戸幕府と大名の関係についてまと

める。 

人々の暮らしと身分 

P142～143 

【配時１】 

身分制度の下での人々の暮

らしを調べ，江戸幕府の人々

に対する支配のしくみを捉

える。 

 

 

○村や町に住む人々の暮らしの様子を調

べ，幕府が人々をどのように治めていたか

をとらえる。 

◆身分制度が確立し，人々は決められた役

割を負って暮らしていたこと。 

 

①村に住む人々の暮らしの様子や，百

姓に対する幕府の政策を調べる。 

②町に住む人々の暮らしの様子や，町

人に対する幕府の政策を調べる。 

③身分制度が確立したことと，幕府の

支配との関係について考える。 

鎖国への道 

P144～145 

【配時１】 

鎖国の経緯や内容を調べ，鎖

国政策が幕府の支配に及ぼ

した影響を捉える。 

 

 

 

○幕府が鎖国政策をとるまでの経緯を調

べ，鎖国政策が国内にもたらした影響を考

える。 

◆鎖国政策によって，江戸幕府が国内の支

配をゆるぎないものにし，貿易の利益も独

占するようになったこと。 

①江戸時代の初めごろの日本と外国の

交流の様子について調べる。 

②鎖国にいたる経緯を調べ，何を目的

にして行われたのかを考える。 

③鎖国政策は国内にどのような影響を

もたらしたかを考える。 

鎖国のもとでの交流 

P146～147 

 

<まとめる> 

P148 

【配時１】 

鎖国下での江戸時代の外国

との交流を調べ，幕府の外交

政策や交易の様子を捉える。 

また，調べたことをまとめ，

江戸幕府の政治によって，武

士の政治が安定したことを

捉える。 

 

 

 

 

○鎖国のもとで行われた近隣諸国との交流

を調べ，外国との交流があたえた影響を考

える。 

◆鎖国政策のもとでも，対馬・薩摩・松前

を窓口として近隣諸国との行き来や交易が

行われていたこと。 

 

 

 

 

 

①鎖国によって，外国との交流はどう

なったのかを予想する。 

②対馬・薩摩・松前を窓口として，ほ

かの国や地域と交流が行われていたこ

とを調べる。 

③鎖国のもとで，日本がほかの国や地

域とどのような関係で結ばれていたの

かをまとめる。 

④「まとめる」（P148）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習の過程を振

り返る。 

 

  

学習問題 江戸幕府は，どのようにして全国を治めていったのだろう。 
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小単元名：７ 新しい文化と学問 【配当６時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

都市のにぎわいと

人々の楽しみ 

P150～151 

【配時 1】 

江戸の町のにぎわいに着目

し，江戸時代の文化や学問に

ついての学習問題をつくり，

解決の見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

○江戸の町のにぎわいや人々の様子から，

この時代にどのような文化や学問が生ま

れたのかを調べていく学習問題をつくる。 

◆大都市を中心に人々が力をつけ，新しい

文化を楽しんでいること。 

 

 

 

 

 

①「熈代勝覧」を読み取り，気づいたこ

とや考えたことを発表し合う。 

②江戸時代の都市の様子や経済の発達

について調べる。 

③豊かになった人々が生み出していっ

た文化や学問について調べていく学習

問題をつくり，学習計画を立てる。 

 

 

 

活気あふれる町人

の文化 

P152～153 

【配時 1】 

歌舞伎や浮世絵などを調べ，

江戸時代の町人文化の特徴

を捉える。 

 

 

 

 

○歌舞伎を楽しむ人々の様子や浮世絵な

どから，このころに生み出された文化の特

徴をつかみ，人々に親しまれた理由を考え

る。 

◆江戸時代には歌舞伎や浮世絵などが生

み出され，人々の人気を得たこと。 

 

①「歌舞伎を楽しむ人々」の様子から，

歌舞伎に対する人々の思いを考える。 

②歌舞伎や浮世絵を例に，この時代に生

み出された文化について調べる。 

③歌舞伎や浮世絵がさかんになった理

由を考え，江戸時代の文化の特徴をまと

める。 

今につながる江戸

の文化 

P154～155 

【配時 1】 

江戸時代の人々の楽しみを

調べ，江戸時代の文化と現代

とのつながりを捉える。 

 

 

 

 

〇浮世絵や写真から，江戸時代の人々の楽

しみを調べ，このころに生み出された文化

が現代にも受け継がれていることを理解

する。 

◆江戸時代には人々の楽しみが生まれ，現

代の暮らしの中に 

受け継がれていること。 

①新しい文化を生み出す背景となった

江戸時代の社会の様子を調べる。 

②浮世絵や写真から，江戸時代の人々の

楽しみを調べる。 

③江戸時代に生まれた文化が現代まで

受け継がれてきた意味を考え，話し合

う。 

文化を支えた産業と

交通 

P156～157 

【配時 1】 

江戸時代の人やものの動き

を調べ，産業の発展にともな

って流通網が急速に整備さ

れ，人々の暮らしが変化した

ことを捉える。 

 

 

 

○江戸時代の交通や産業の発達について

調べ，人々の暮らしの変化との関係につい

て考える。 

◆交通や産業の発達によって，人々の暮ら

しが変わっていったこと。 

 

 

 

①浮世絵や地図から，江戸や大阪を中心

として日本各地が陸路・海路で結ばれ，

流通がさかんになったことを読み取る。 

②農村での生産や暮らしの様子を調べ

る。 

③流通が発達し，生産力が高まることに

よって人々の暮らしや社会の様子がど

のように変わったのかを考える。 

新しい学問 

P158～159 

【配時 1】 

「解体新書」の作成や伊能忠

敬の地図づくり，本居宣長の

業績などを調，江戸時代の新

しい学問の特徴を捉える。 

 

 

 

○「解体新書」や伊能忠敬の地図作成の過

程，本居宣長の業績を調べ，新しい学問を

求める人々の取り組みをとらえる。 

◆江戸時代には，蘭学や国学などの新しい

学問が起こったこと。 

 

 

①２枚の人体図の比較や解剖の見学の

様子の想像図から，気づいたことを話し

合う。 

②「解体新書」が出版された経緯や，伊

能忠敬，本居宣長らの業績を調べる。 

③江戸時代に起こった新しい学問とそ

の影響についてまとめる。 

学習問題 江戸時代には，どのような文化や学問が生まれたのだろう。 
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人々と学問，新しい

時代への動き 

P160～161 

 

<まとめる> 

P162 

【配時 1】 

寺子屋や藩校の広がりや百

姓一揆や打ちこわしの増加

などを調べ，教育の広がりが

人々に与えた影響を捉える。 

また，江戸時代の文化や学問

の特徴を理解する。 

 

 

 

 

 

 

○江戸時代の寺子屋や藩校の広がりや百

姓一揆や打ちこわしについて調べ，幕府を

取り巻く環境の変化により人々の幕府に

対する不満が高まったことをとらえる。 

◆江戸時代には寺子屋，藩校，私塾がつく

られ，教育が広がっていったこと。幕府の

飢饉や外国への対応に対して人々の不満

が高まったこと。 

 

 

 

 

①「寺子屋の様子」から，江戸時代の教

育の様子を読み取る。 

②寺子屋や藩校，私塾でどのような教育

が行われていたのかを調べる。 

③打ちこわしや百姓一揆のグラフなど

から、江戸幕府に対する人々の不満が広

がっていたことを読み取る。 

④教育の広がりや幕府を取り巻く環境

の変化が世の中にあたえた影響につい

て考える。 

④「まとめる」（P162）も活用して，本

単元の学習をまとめる。 
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小単元名：８ 明治の新しい国づくり 【配当７時間】  

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

新しい世の中へ 

P166～167 

【配時 1】 

２枚の浮世絵の人々や建物

の様子の違いから，江戸時代

が終わり，新しい時代になっ

たことを捉える。 

 

 

 

 

○高輪の様子を描いた浮世絵を比較しな

がら調べ，新しい時代になってどのような

変化があったのかを考える。 

◆まちや人々の様子が大きく変わった背

景には，政治や社会のしくみの変化があっ

たこと。 

 

 

①「明治時代の初め（1872年）の品川の

様子」から，人々や建物，乗り物の様子

を読み取る。 

②「江戸時代（1850年ごろ）にえがかれ

た品川の様子」を読み取り，どのような

変化があったのかを考える。 

③新しい時代に変わっていった理由を

話し合う。 

黒船が来た 

P168～169 

【配時 1】 

黒船来航とそれに対する幕

府の対応に着目し，新しい国

づくりについての学習問題

をつくり，解決の見通しを持

つ。 

 

 

 

 

 

 

 

○黒船来航の様子とその目的，それに対す

る幕府の対応や外国との条約の内容が政

治や社会のしくみに与えた影響を考え，学

習問題をつくる。 

◆ペリー艦隊の来航によって鎖国が終わ

るとともに，外国と不平等な条約を結び，

外国との貿易が始まったこと。 

 

 

 

 

 

①ペリー艦隊と防備を固める人々の絵

から，当時の人々や幕府が黒船来航をど

のようにとらえていたかを読み取る。 

②ペリーが来航した目的や幕府の対応

について調べる。 

③外国と結んだ条約の内容をつかみ，そ

れによって国内にどのような影響があ

ったのかを考え，学習問題をつくり，学

習計画を立てる。 

 

 

 

江戸幕府がたおれ

る 

P170～171 

【配時 1】 

開国による人々の暮らしの

変化や新しい政治を目ざす

動きを調べ，武士の世の中が

終わった経緯を捉える。 

 

 

 

○幕府に対する人々の不満の高まりや，新

しい政治を目ざす動きの強まりについて

調べ，江戸幕府が倒れた経緯をつかむ。 

◆国内の政治への不満や開国の影響によ

って，幕府に代わる新しい政治を求める動

きが強まり，江戸幕府が倒れ武士の政治が

終わったこと。 

①幕末の米の値段の移り変わりのグラ

フなどから、江戸幕府に対する人々の不

満が広がっていたことを読み取る。 

②武士の中からも，幕府の政治を批判す

る勢力が出てきたことを調べる。 

③江戸幕府が倒れた経緯と要因をまと

める。 

新政府による国づく

りの始まり 

P172～173 

【配時 1】 

明治政府が行った廃藩置県

や身分制度などの改革を調

べ，政府がどのような国づく

りを目ざしたのかを捉える。 

 

 

 

 

 

○明治政府が行った諸改革によって，社会

がどのように変わっていったのかを調べ

る。 

◆明治政府が，欧米諸国に学びながら，天

皇を中心とした政治を進め，行政制度や身

分制度を改革して社会を変えていったこ

と。 

 

 

①岩倉使節団についての資料から，明治

政府がどこから新しい政治や文化を学

ぼうとしていたのかを読み取る。 

②五か条のご誓文から，政府がどのよう

な方針で国づくりを進めたのかを調べ

る。 

③政府が行った諸改革を調べ，それによ

って社会がどのように変わったのかを

考える。 

欧米の国々に追い

つけ 

P174～175 

【配時 1】 

明治政府が，富国強兵の政策

を行ったことを調べ，欧米諸

国に追いつけるような国づ

くりを目ざしたことを捉え

る。 

 

 

○明治政府が進めた富国強兵の国づくり

について調べ，それによって政府が何を目

ざしたのかを考える。 

◆政府が，地租改正や徴兵令によって国を

強くし，外国に学んで近代的な産業をおこ

して国を豊かにすることで，欧米諸国に追

いつこうとしたこと。 

①地租改正や徴兵令について資料を活

用して調べる。 

②産業を発展させるために，政府がどの

ようなことを行ったのかを調べる。 

③①②を通して，政府はどのような国を

目ざして国づくりを進めたのかを考え

る。 

学習問題 明治の新しい国づくりは，何を目ざして，どのように進められたのだろう。 
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人々の暮らしが変わ

った 

P176～177 

【配時 1】 

 

人々の暮らしやまちの様子

の変化を調べ，新しい時代に

なって西洋風の文化や考え

方が取り入れられたことを

捉える。 

 

 

 

○明治になり，人々の暮らしや町の様子，

考え方がどのように変わったのかを調べ

る。 

◆西洋風の文化や考え方を積極的に取り

入れ，人々の暮らしや意識，社会の制度が

変化したこと。 

 

 

①明治初めごろの東京の様子の絵から，

街並みや人々の様子の変化を読み取る。 

②学校制度や暮らしにどのような変化

があったのか，絵画や年表などから調べ

る。 

③福澤諭吉の業績について調べ，人々の

生活や考え方の変化，現代の暮らしへの

影響を考える。 

<まとめる> 

P178 

【配時 1】 

調べたことをまとめ，明治の

新しい国づくりがどのよう

に行われたのかを考え，日本

は欧米の文化を取り入れて

近代化を進めたことを理解

する。 

 

○明治時代の新しい国づくりについての

学習をまとめ，近代化がどのように進めら

れたかを考える。 

 

 

 

 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②江戸幕府が倒れる前後のできごとを

年表にまとめる。 

③学習してきた時代のできごとや人物

を関係図に表す。 

④明治時代の国づくりが何を目ざして

どのように行われたのかを話し合う。 
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小単元名：９ 近代国家を目ざして 【配当９時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

ノルマントン号事件

と条約改正 

P180～181 

【配時 1】 

ノルマントン号事件につい

て調べ，不平等条約の改正を

願う人々の思いを捉える。 

 

 

 

 

○不平等条約の影響や，政府・国民の考え

を調べ，条約改正までの動きに興味をも

つ。 

◆政府が西洋化・近代化を進めて条約改正

を実現させようとしたことや，ノルマント

ン号事件をきっかけに，条約改正を求める

国内の声が強まったこと。 

①条約改正に向けての取り組みを調べ

る。 

②ノルマントン号事件に対して国民が

どのように考えていたのかを調べる。 

③条約改正に対する人々の思いを考え

る。 

 

学習問題をつくり，

調べる計画を立てよ

う 

P182～183 

【配時 1】 

条約改正への歩みに着目し，

条約改正を達成するまでの

できごとについて学習問題

を考え，表現し，解決の見通

しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

○二つの年表の読み取りから，不平等条約

について学習問題をつくり，解決していく

ための方法をつかむ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①二つの年表の読み取りからわかった

ことや考えたことや知りたいことを話

し合い，学習問題をつくる。 

 

 

 

 

 

②学習問題に対する予想を出し合う。 

③学習問題を解決していくための方法

（調べること・調べ方）について見通し

をもつ。 

自由民権運動が広

まる 

P184～185 

【配時 1】 

西南戦争や自由民権運動の

高まりについて調べ，人々

が新しい政治に対してもっ

ていた願いを捉える。 

 

 

 

 

 

○自由民権運動や西南戦争について調

べ，人々がどのような政治を期待してい

たのかを考える。 

◆明治政府が行った政策に対しては反対

の動きもあったこと，広く国民の意見を

取り入れた政治を求める運動が起こり，

広まったこと。 

 

 

①西南戦争など各地で起こった士族の

反乱を調べ，明治政府の諸改革との関

連を考える。 

②自由民権運動の演説会にせりふをつ

け，人々が政治に求めていたことを考

える。 

③自由民権運動が何を求め，どのよう

に広がっていったのかを調べ，その影

響について考える。 

国会が開かれる 

P186～187 

【配時 1】 

大日本帝国憲法の発布や国

会の開設について調べ，明治

政府が目ざした政治のあり

方がどのように実現したの

かを捉える。 

 

 

 

 

○大日本帝国憲法の条文や大日本帝国憲

法下での政治のしくみ，制定過程から，明

治政府が目ざした政治のあり方について

考える。 

◆大日本帝国憲法が制定され，天皇主権の

もとで国民の権利も一定認められるよう

になったこと，憲法にもとづいて議会政治

が始まったこと。 

 

①大日本帝国憲法の条文や大日本帝国

憲法下での政治のしくみ，制定までの過

程を調べ，政府がどのような国を目ざし

ていたのかを話し合う。 

②民間でつくられた憲法を調べ，人々が

どのような願いをもっていたのかを考

える。 

③選挙が行われ国会が開かれたことに

ついて調べ，その意味を考える。 

日清・日露の戦い 

P188～189 

【配時 1】 

日清・日露戦争について調

べ，日本と世界の国々との関

係の変化を捉える。 

 

 

 

 

○二つの戦争の様子と結果を調べ，日本と

周りの国々との関係がどのように変わっ

たのかを考える。 

◆日清戦争に勝利した日本は大陸へ勢力

をのばす足がかりをつかみ，これを警戒す

るロシアとの間で日露戦争が起こったこ

と。 

①風刺画から，当時の東アジアの情勢を

読み取る。 

②地図やグラフなどから，二つの戦争の

様子や影響を調べる。 

③二つの戦争によって，日本と周りの

国々との関係がどのように変わったの

かを考える。 

学習問題 不平等条約の改正は，どのようにして実現されたのだろう。 
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日露戦争後の日本

と世界 

P190～191 

【配時 1】 

日露戦争の影響や朝鮮併合，

条約の改正について調べ，日

本と外国との関係の変化を

多面的に捉える。 

 

 

 

 

○日露戦争の影響や朝鮮併合の経緯を調

べ，その意義について多面的に考えるとと

もに，不平等条約が改正された背景や理由

を考える。 

◆日本が大きな犠牲を出しながらも日露

戦争に勝利し，さらに朝鮮を併合したこ

と，日本が国力を向上させていく中で条約

改正が達成されたこと。 

①日露戦争が国内にあたえた影響や，国

民がそれをどう受け止めていたのかを

調べる。 

②朝鮮併合の経緯を調べ，朝鮮の人々に

とってどういう意味をもったのかを考

える。 

③不平等条約が改正された背景や理由

を考える。 

産業の発展と世界

で活躍する人々 

P192～193 

【配時 1】 

産業の発展や日本人の国際

社会での活躍について調べ，

日本の国力が充実したこと

や国際的な地位が向上した

ことを捉える。 

○日本の産業がどのように発達していっ

たのかを調べ，その影響について考える。 

◆産業の発展の一方で公害問題も発生し

たこと。日本人が国際社会で活躍するよう

になったこと。 

①軽工業・重工業が発達し，生産力が向

上したことをつかむ。 

②公害問題の発生について調べる。 

③日本人が国際社会で活躍するように

なってきたことについて調べる。 

暮らしと社会の変化 

P194～195 

【配時 1】 

暮らしの変化や権利を求め

る運動について調べ，社会が

変化したことを捉える。 

 

 

 

 

○女性運動や全国水平社，普通選挙運動に

ついて調べ，人々が求めていた社会のあり

方について考える。 

◆近代化の進展を背景に，民主的な社会を

求めるさまざまな運動が起こったこと。 

 

 

①産業の変化に伴って，人々の暮らしも

変化したことを調べる。 

②女性運動や全国水平社，普通選挙運動

を通して，人々が何を求めていたのかを

調べる。 

③人々が求めていた社会のあり方と民

主主義の考え方について話し合う。 

<まとめる> 

P196～197 

【配時 1】 

調べたことをまとめ，どのよ

うに条約改正が達成された

のかを考え，日本の国際的地

位が向上したことを理解す

る。 

 

 

〇学習してきた，条約改正に向けた明治政

府の動きをまとめ，どのように条約改正が

達成されたか考える。  

 

 

 

 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②学習してきた条約改正が達成される

までのできごとを年表にまとめる。 

③年表をもとに，どのように条約改正が

達成されたのか話し合う。 

④大日本帝国憲法下での政治のしくみ

や選挙権の拡大について確かめる。 
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小単元名：10 戦争と人々の暮らし 【配当７時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

戦火に焼けた日本 

P200～201 

【配時 1】 

空襲の被害を受けた東京の

まちと現在の様子に着目し，

戦争と人々の暮らしについ

ての学習問題をつくり，解決

の見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東京大空襲の被害の様子を調べ，戦争と

その時代の人々の暮らしに関心をもち，学

習問題をつくる。 

◆空襲で多くの人々が犠牲になり、東京を

はじめたくさんの都市が大きな被害を受

けた戦争を日本が戦ったこと。 

 

 

 

 

 

 

 

①東京大空襲の写真を見て気づいたこ

とを話し合う。 

②東京大空襲での人的・物的な被害を調

べる。 

③戦争とその時代について関心をもっ

たことから学習問題をつくり，学習計画

を立てる。 

 

 

 

 

 

 

中国との戦争が始

まる 

P202～203 

【配時 1】 

満州国の建国や中国大陸で

戦線が拡大していった経緯

を調べ，日中戦争がどのよう

なものかを捉える。 

 

 

 

 

 

○日本が中国大陸に進出し，中国との間で

戦争が起こった経緯について調べる。 

◆日本が国内の不況を打開するために中

国大陸に進出したことから，国際社会で孤

立していき，最終的に，中国との戦争が始

まったこと。 

 

 

 

①日本が中国大陸に進出していった経

緯や，満州に渡った人々がどのような暮

らしをしていたのかを調べる。 

②満州国建国が国際社会の反感を買い，

日本が孤立していったことをとらえる。 

③中国大陸で戦線が広がり，戦いが長期

化していったことを調べる。 

④日本と中国との戦争がどのようなも

のだったのかについて考え，まとめる。 

アジア・太平洋に広

がる戦争 

P204～205 

【配時 1】 

戦争が，アジア・太平洋の広

い範囲に拡大していった経

緯や背景を調べ，その影響を

捉える。 

 

 

 

 

○戦争がアジア・太平洋地域へと広がって

いく経緯とその背景を調べ，日本の状況や

他の地域にあたえた影響について考える。 

◆日本がアメリカ・イギリスとも戦争を始

め，戦域を広げていったこと。資源の不足

と戦力の違いや，占領地で起こった抵抗運

動によって，日本が徐々に追い込まれてい

ったこと。 

①年表と地図から，戦争がアジア・太平

洋地域へと広がっていく経過を読み取

る。 

②グラフから，日本とアメリカの航空機

生産力のちがいが何を意味するかを考

える。 

③戦況の変化や占領した地域，植民地の

人々にあたえた影響について考える。 

戦争と人々の暮らし 

P206～207 

【配時 1】 

戦争中の暮らしの様子を調

べ，戦争が人々の暮らしにあ

たえた影響を捉える。 

 

 

 

 

○戦争が人々の暮らしにどのような影響

をあたえたのかを調べ，当時の人々の思い

を考える。 

◆国が戦争を推し進めることに総力をあ

げていった結果，人々の暮らしが物心両面

で大きな制約を受けるようになっていっ

たこと。 

①写真や年表から，人々の暮らしの様子

が変わっていったことを調べる。 

②戦争の状況が悪化するにしたがい，資

源や物資が不足していったことをつか

む。 

③標語がつくられた理由と当時の人々

の思いを考える。 

子どもたちと戦争 

P208～209 

【配時 1】 

戦争中の子どもたちの暮ら

しの様子を調べ，戦争が子ど

もたちの暮らしにあたえた

影響を捉える。 

 

 

 

○戦争中の子どもたちの暮らしの様子を

調べ，当時の子どもたちの思いや願いを考

える。 

◆教科書や学校行事への戦争の影響が色

濃くなり，戦争遂行のための教育が行われ

ていたこと。 

 

①戦争中の子どもたちの暮らしを予想

する。 

②写真や当時の子供向けの発行物など

から，戦争中の子どもたちの暮らしにつ

いて調べる。 

③戦争が子どもたちの暮らしにどのよ

うな影響をあたえたのか話し合う。 

学習問題 日本が戦った戦争は，どのような戦争だったのだろう。 

それによって，人々の暮らしはどうなったのだろう。 
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おそいかかる空襲 

P210～211 

【配時 1】 

空襲による被害や日本各地

に残る戦争遺跡を調べ，戦争

によって国民が受けた被害

の大きさを捉える。 

 

 

 

 

○空襲の様子と被害の大きさについて調

べ，戦争が国民生活に及ぼした影響につい

て考える。 

◆アメリカ軍の圧倒的な航空力によって，

日本各地が空襲を受け，大きな被害を受け

たこと。 

 

 

①写真から空襲の様子についてとらえ，

空襲を受けた都市の被害について推測

する。 

②日本各地での空襲の被害について調

べる。 

③疎開体験者に話を聞いたり地域に残

る戦争遺跡を調べたりして，国民が受け

た被害について話し合う。 

沖縄・広島・長崎，そ

して敗戦 

P212～213 

 

<まとめる> 

P214 

【配時 1】 

沖縄戦や広島・長崎への原爆

投下を調べ，大きな犠牲の上

に戦争が終結したことを捉

える。 

また，調べたことをまとめ,

戦時中の社会の様子や戦争

によって国内外に大きな被

害があったことを捉える。 

○沖縄戦や広島・長崎の原爆被害について

調べ，この戦争が大きな犠牲をはらって終

わったことを理解し，戦争の学習から学ん

だことを表現する。 

◆沖縄戦，広島・長崎への原爆投下によっ

て，多くの非戦闘員の命が奪われ，さらに，

満州や樺太などでも多くの民間人が犠牲

になり，戦争が終結したこと。 

①沖縄戦の様子と被害について調べる。 

②広島・長崎に投下された原爆による被

害について調べる。 

③日本が敗戦を迎えるまでの経緯を調

べ，戦争が国内外に大きな被害を出して

終わったことをつかむ。 

④「まとめる」（P214）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習を振り返る。 
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小単元名：11 平和で豊かな暮らしを目ざして 【配当８時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

焼けあとからの出発 

P216～219 

【配時 2】 

戦争が終わったころの暮ら

しの様子に着目し，戦後の新

しい社会についての学習問

題をつくり，解決するための

見通しを持つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○戦争が終わったころの暮らしの様子を

調べ，人々がどのような社会を目ざしたの

かを考えながら，学習問題をつくる。 

◆戦争が終わったころの暮らしはとても

厳しいものであったこと，その中で人々は

暮らしを立て直していったこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①写真から，戦争が終わったころの様子

を調べ，人々の暮らしを推測する。 

②戦争を体験した人の話などから，さら

に調べたいことや疑問を出し合う。 

③戦後の社会や人々の暮らしについて，

学習問題をつくる。 

④学習問題に対する予想を出し合いな

がら，戦後の日本について調べていく見

通しを立てる。 

 

 

 

 

 

もう戦争はしない 

P220～221 

【配時 1】 

日本国憲法の制定やさまざ

まな改革を調べ，日本が目ざ

した新しい社会のあり方に

ついて捉える。 

 

 

 

○日本国憲法やさまざまな改革を調べ，戦

後の日本が目ざした民主的な社会につい

て考える。 

◆日本国憲法が制定され，国民主権の原則

のもとで，平和で民主的な社会づくりが目

ざされていったこと。 

 

①選挙や国会の様子やすみぬり教科書

などの写真から，戦後の日本が民主的で

平和な社会になったことをつかむ。 

②日本国憲法やさまざまな制度の改革

について調べる。 

③戦後の日本が目ざした社会のあり方

について話し合う。 

日本の独立と東京

オリンピック・パラリ

ンピック 

P222～223 

【配時 1】 

サンフランシスコ平和条約

や東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催などを調べ，

日本が国際社会に復帰した

過程を捉える。 

 

 

 

 

○日本が独立を回復した経緯や東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催された経

緯について調べ，これらのことが国内外に

およぼした影響について考える。 

◆終戦から７年目に日本が独立を回復し，

国際連盟にも加入して国際社会へ復帰し

たこと，その後，東京オリンピック・パラ

リンピックを開催するまでに国際社会で

の地位を向上させたこと。 

①アメリカに占領されていた日本が独

立を回復した経緯をつかむ。 

②東京オリンピック・パラリンピックが

開催されるまでの経緯や資料から，当時

の人々の思いについて調べる。 

③東京オリンピック・パラリンピックが

開催されたことの意味を考え，話し合

う。 

 

産業の発展と国民

生活の変化 

P224～225 

【配時 1】 

産業や経済の発展を調べ，社

会の様子や人々の暮らしが

どのように変化していった

のかを捉える。 

 

 

○産業や経済の発展と人々の暮らしの向

上をつなげて考え，経済成長がもたらした

変化について理解する。 

◆日本の産業が急速に発展し，人々の暮ら

しが向上したこと。その一方で，公害の問

題が起きたこと。 

①産業や経済が急速に発展していった

様子について調べる。 

②経済の発展によって人々の暮らしが

どのように変化したのか調べる。 

③産業が発展していく一方で，公害の問

題も起こったことをつかむ。 

これからの日本とわ

たしたち 

P226～227 

 

<まとめる> 

P228 

【配時 1】 

戦後の近隣諸国との関係や

残された課題を調べ，国際社

会の一員として友好や信頼

の関係を築いていくことの

大切さ捉える。また，調べた

ことをまとめ，戦後，民主的

な国家を目ざして今日の日

本が築かれたことを理解す

る。  

○日本と近隣の国々やアメリカとの間に

残された課題に目を向け，これからの社会

のあり方について考える。 

◆日本と近隣の国々との間には，解決して

いかなければならない課題が残されてい

ること。ともに発展していくために，平和

で友好的な関係を築いていくことが重要

であること。 

 

①日本と近隣の国々やアメリカとの結

びつきについて調べる。 

②日本と近隣の国々やアメリカとの間

に残された課題について調べる。 

③今日の社会が築かれてきた経緯をふ

り返り，これからの社会のあり方につい

て考え，話し合う。 

④「まとめる」（P228）も活用して，本

単元の学習をまとめ，学習を振り返る。 

学習問題 戦争のあと，人々はどのように暮らしを立て直し， 

今日の社会を築いていったのだろう。 
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<つなげる> 

歴史を学ぶ意味を

考えよう 

P230～231 

【配時 2】 

歴史の学習から学んだこと

と自分たちの暮らしや現在

の社会とのつながりを考え，

今後，自分が大切にしていき

たいことを意見文にまとめ

る。 

 

 

 

○歴史上の人物やできごとから学んだこ

とをもとに，自分の考えを意見文にまとめ

る。 

◆歴史から学んだことと自分たちの暮ら

しとのつながりを考え，歴史上の人物やで

きごとを今後の自分たちや社会のあり方

に生かすことができること。 

 

 

①ノートや作品などから，これまで学習

してきたことをふり返り，選挙権の拡大

を例に歴史上のできごとと自分たちの

暮らしや現在の社会とのつながりにつ

いて話し合う。 

③歴史上の人物やできごとから学んだ

ことをもとに，大切だと思うことや自分

の考えをメモにまとめる。 

④メモをもとに意見文を仕上げる。 
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大単元名：３ 世界の中の日本 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

日本と世界 

P232～233 

【配時 1】 

オリンピック・パラリンピッ

クの写真にから，世界には生

活習慣や文化の異なるたく

さんの国があり，日本ともつ

ながりがあることを捉える。

また，国旗と国歌の意義を捉

え，尊重する態度を養う。 

 

 

 

 

 

○写真や地図をもとに知っている国を確

認し合い，それらの国と日本や自分とのつ

ながりについて，調べてみたいことを話し

合う。 

◆世界にはさまざまな国があり，生活習慣

や文化などさまざまな違いがあること。各

国に国旗と国歌があり，その国の象徴とし

て大切にされていること。 

 

 

 

 

①オリンピック・パラリンピックの写真

をもとに世界にはさまざまな国がある

ことに気づく。 

②写真や文章をもとに，それぞれの国に

国旗と国歌があり，その国の象徴として

大切にされていることを捉える。 

③地図帳や地球儀を使って知っている

国の位置や日本からの距離・方角を確認

し，気づいたことを発表し合う。 

④それらの国と日本や自分とのつなが

りについて，調べてみたいことを話し合

う。 
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小単元名：１ 日本とつながりの深い国々 【配当６時間】 

※「アメリカ」「中国」「ブラジル」「サウジアラビア」の中から，児童が一か国を選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

日本とつながりのあ

る国 

P234～235 

【配時 1】 

身のまわりの品物や統計資

料に着目して，自分なりの根

拠をもって調べる国を決め，

外国と日本のつながりや

人々の暮らしについて学習

問題をつくり，解決の見通し

を持つ。 

 

 

 

 

 

○身近な生活やこれまで学習してきたこ

との中から外国とのつながりを探し，日本

とつながりの深い国の人々の暮らしにつ

いて調べる学習問題をつくり，自分の興

味・関心に基づいて調べる国を決め，見通

しをもちながら学習計画を立てる。 

◆日本は，ものや人の行き来や文化交流な

どを通して，世界のさまざまな国とつなが

りをもっていること。 

 

 

 

①身近な生活やこれまで学習してきた

ことの中から日本と外国のつながりを

探し，発表し合う。 

②日本とつながりの深い国々について

調べる学習問題をつくる。 

③自分なりの根拠をもって調べる国を

決め，何についてどのように調べるか，

学習計画を立てる。 

 

 

 

 

<選択> 

文化で深くつながっ

ている国 アメリカ 

P236～239 

【配時 3】 

 

 

日本とアメリカのつながり

や人々の生活の様子を調べ，

日本との違いやアメリカの

特色，人々の暮らしの様子を

捉える。 

 

 

 

 

 

 

 

○日本とアメリカのつながりについて，本

や統計資料などを活用して，さまざまな観

点から調べ，日本との相違点・共通点，日

本とのつながりについて考える。 

◆アメリカの人々の生活，文化や習慣，国

土の特徴，日本とのつながり，異なる文化

や習慣をもつ人々と互いに協調していく

ことの大切さ。 

 

 

 

 

①アメリカについての基本的事項を地

図帳などの資料から確認する。 

②日本とアメリカの文化のつながりを

調べ，その特色を考える。 

③地図帳や図書館の事典，インターネッ

トなどからアメリカの産業や国土，人々

の生活の様子，日本との交流について調

べる｡ 

④調べたことや体験を通して気づいた

ことをまとめ，アメリカと日本のつなが

りやこれからの関係のあり方について

考える。 

<選択> 

経済でつながりの深

い国 中国 

P240～243 

【配時 3】 

 

 

日本と中国のつながりや

人々の生活の様子を調べ，日

本との違いや中国の特色や

人々の暮らしの様子を捉え

る。 

 

 

 

 

 

 

○日本と中国のつながりについて，本や統

計資料などを活用して，さまざまな観点か

ら調べ，日本との相違点・共通点，日本と

のつながりについて考える。 

◆中国の人々の生活，文化や習慣，国土の

特徴，日本とのつながり，異なる文化や習

慣をもつ人々と互いに協調していくこと

の大切さ。 

 

 

 

①中国についての基本的事項を地図帳

などの資料から確認する。 

②日本と中国の貿易の様子や経済のつ

ながりを調べ，その特色を考える。 

③地図帳や図書館の事典，インターネッ

トなどから日本と中国の歴史的なつな

がり，中国の人々の生活の様子，日本と

の交流について調べる｡ 

④調べたことをまとめ，中国と日本のつ

ながりやこれからの関係のあり方につ

いて考える。 

<選択> 

日系人が多く住む国 

ブラジル 

P244～247 

【配時 3】 

 

 

日本とブラジルのつながり

や人々の生活の様子を調べ，

日本との違いやブラジルの

特色や人々の暮らしの様子

を捉える。 

 

 

 

 

 

○日本とブラジルのつながりについて，本

や統計資料などを活用して，さまざまな観

点から調べ，日本との相違点・共通点，日

本とのつながりについて考える。 

◆ブラジルの人々の生活，文化や習慣，国

土の特徴，日本とのつながり，異なる文化

や習慣をもつ人々と互いに協調していく

ことの大切さ。 

 

 

①ブラジルについての基本的事項を地

図帳などの資料から確認する。 

②日本とブラジルの歴史的なつながり

について調べ，その特色を考える。 

③地図帳や統計資料，図書館の本などか

らブラジルの人々の生活の様子や日本

との交流について調べる。 

④調べたことをまとめ，ブラジルと日本

のつながりやこれからの関係のあり方

について考える。 

学習問題 日本とつながりの深い国の人々は，どのような暮らしをしているのだろう。 
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<選択> 

豊かな石油資源をも

つ国 サウジアラビ

ア 

P248～251 

【配時 3】 

 

 

日本とサウジアラビアのつ

ながりや人々の生活の様子

を調べ，日本との違いやサウ

ジアラビアの特色や人々の

暮らしの様子を捉える。 

 

 

 

 

 

 

○日本とサウジアラビアのつながりにつ

いて，本や統計資料などを活用して，さま

ざまな観点から調べ，日本との相違点・共

通点，日本とのつながりについて考える。 

◆サウジアラビアの人々の生活，文化や習

慣，国土の特徴，日本とのつながり，異な

る文化や習慣をもつ人々と互いに協調し

ていくことの大切さ。 

 

 

 

①サウジアラビアについての基本的事

項を地図帳などの資料から確認する。 

②地図帳や統計資料，まちなみの写真な

どからサウジアラビアの産業や国土の

様子について調べる。 

③大使館のホームページなどから，サウ

ジアラビアの人々の暮らしや宗教，日本

との交流について調べる。 

④調べたことをまとめ，サウジアラビア

と日本のつながりやこれからの関係の

あり方について考える。 

<まとめる> 

P252～253 

【配時 2】 

調べたことを発表し，日本は

様々な国とつながりをもっ

ていて，世界の国の人々の生

活や文化は多様であること

を理解する。 

 

 

 

○それぞれが調べたことを発表し合って，

学習の成果を共有し，日本との相違点や共

通点，日本と外国とのつながりについて理

解を深める。 

◆日本とつながりの深い国々の人々の生

活，文化や習慣，国土の特徴，日本とのつ

ながり，異なる文化や習慣を尊重し，互い

に協調していくことの大切さ。 

①学習問題を確かめる。 

②調べたことをポスターセッション形

式で発表し、学習成果を共有する。 

③感想や疑問，意見を出し合いながら，

世界の国々と日本とのつながりや調べ

た国々と日本との違いについて考える。 
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小単元名：２ 地球規模の課題の解決と国際協力 【配当８時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

世界で活躍する日

本人 

P256～259 

【配時 2】 

世界で活躍する日本人の活

動に着目して，世界の課題を

解決するために，日本の人々

がどのように取りくんでい

るかについての学習問題を

つくり，解決の見通しを持

つ。 

 

 

 

 

 

○世界各地で，平和や環境を守るために日

本人がどのような活動をしているのかを

調べ，日本の国際貢献について学習問題を

つくる。 

◆人々の健康や生命を守ったり，暮らしを

向上させたりするために，日本をはじめ世

界各国が協力し合っていること。 

 

 

 

 

 

①世界で活躍する日本人の活動を調べ，

感想を話し合う。 

②世界でどのような問題が起きている

のか調べる。 

③世界の平和や環境を守るために，どの

ような取り組みが行われているのかに

ついて学習問題をつくり，学習計画を立

てる。 

 

 

 

 

ユニセフのはたらき 

P260～261 

【配時 1】 

すべての子どもの命や権利

を守るための取り組みを調

べ，その重要性や，国際協力

の必要性を捉える。 

 

 

 

 

○世界の子どもたちの健康や安全を守る

ユニセフのはたらきについて調べる。 

◆ユニセフが，世界の子どもたちの健康や

安全を守る活動を行っていること。子ども

たちの健康や安全を守るためには，国際協

力が必要であること。 

 

 

①写真や資料から，世界の子どもたちが

おかれている状況について調べる。 

②子どもたちの健康と安全を守るユニ

セフの活動について調べる。 

③ユニセフの役割と自分たちとのつな

がりについて話し合い，自分たちが協力

できることについて考える。 

 

国際連合のはたらき 

P262～263 

【配時 1】 

紛争の防止・解決のための取

り組みを調べ，その重要性

や，国際協力の必要性，日本

の果たしている役割を捉え

る。 

 

 

○世界の人々の平和と安全を守る国際連

合のはたらきについて調べる。 

◆世界の平和と安全を守るためには国際

的な協力が必要であり，その中で日本も重

要な役割を果たしていること。 

 

 

①世界で起きている紛争・戦争について

調べる。 

②世界の平和を守るための国際連合の

活動について調べる。 

③国際連合のはたらきと日本が果たし

ている役割について話し合う。 

 

地球の環境とともに

生きる 

P264～265 

【配時 1】 

地球環境をめぐるさまざま

な問題を調べ，その解決に向

けての国際協力の必要性や，

持続可能な社会を目ざすこ

との重要性を捉える。 

 

 

○地球環境を守りながら，持続可能な社会

を目ざしていくために，世界の人々が協力

して取り組んでいる事例について調べる。 

◆地球環境を守るためには，世界各国が協

力して取り組まなければならないことや，

持続可能な社会を目ざしていくことが必

要であること。 

①世界で起きている環境問題について

調べる。 

②さまざまな環境問題を解決するため

の取り組みについて調べる。 

③地球環境を守ることの大切さや，自分

たちの暮らしとのかかわりについて話

し合う。 

よりよい社会をとも

にひらく 

P266～267 

【配時 2】 

地球規模の諸課題を解決す

るための取り組みを調べ，す

べての人の人権が尊重され，

だれもが安心して生き生き

と暮らすことのできる社会

の実現に向けて，国際社会の

一員として協力することが

大切であることを捉える。 

 

○現代に残されている課題に目を向けな

がら，国際社会の一員として何を大切にし

ていくべきか話し合う。 

◆地球規模の諸問題を解決するために，異

なる文化をもつ人々と国境をこえてとも

に助け合う必要があること。 

 

 

 

①水不足の問題をはじめとして世界各

地で起きている課題について調べる。 

②異なる文化をもつ人々と国境をこえ

てともに助け合う必要があることをつ

かむ。 

③国際社会の中で，互いを尊重し合いな

がら，だれもが安心して生き生きと暮ら

すことができる社会を実現するために

は，何が大切なのか考える。 

学習問題 世界の平和や環境を守る取り組みに， 

日本の人々はどのように関わっているのだろう。 
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<まとめる> 

P270～271 

【配時 1】 

地球規模で発生している課

題の解決に向けた活動につ

いて調べたことをまとめ，世

界の平和や環境を守るため

に協力することの大切さを

理解し，国際社会の一員とし

て自分はどのような行動を

していくべきか考える。  

 

○学習をふり返り，だれもが安心して生き

生きと暮らせる世界の実現に向けて，これ

から実行したいことを考え，表現する。 

◆国際社会の一員として，日本人が，経験

や知識・技術をよりよい社会づくりのため

に役立てていることや，限りある資源を有

効に使いながら社会を発展させていくた

めにできることが，自分たちの暮らしの中

にもあること。 

①学習問題とキーワードを確かめる。 

②世界の平和や環境を守るために活動

している組織や日本人についてまとめ

る。 

③国際連合の「持続可能な快活目標」に

示された 17の項目をもとに，だれもが

安心して生き生きと暮らせる世界の実

現に向けて，自分が実行したいことを理

由とともに発表する。 

 


