
観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。

◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。

◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。

◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。

◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。

◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。

◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。

◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。

◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。

◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。

◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。

◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。

◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。

◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色

観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。
◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。
◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。
◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。
◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。
◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。
◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。
◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。
◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。
◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。
◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。
◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。
◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。
◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色

観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。

◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。

◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。

◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。

◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。

◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。

◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。

◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。

◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。

◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。

◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。

◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。

◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。

◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色



観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。

◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。

◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。

◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。

◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。

◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。

◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。

◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。

◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。

◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。

◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。

◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。

◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。

◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色



観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。

◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。

◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。

◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。

◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。

◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。

◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。

◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。

◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。

◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。

◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。

◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。

◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。

◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色



観点 『小学社会』の特色と具体例

基本条件

教育基本法・学校教育法
との関係はどうであるか。

◆教育基本法第１条の教育の目的及び同法第２条に掲げられた教育の目標に一致している。また，同法第５条第
２項の義務教育の目的及び学校教育法第21条に掲げられた義務教育の目標並びに同法に定められた小学校の目
的及び教育の目標に一致している。

児童の発達段階に対して
どのように工夫・配慮さ
れているか。

◆全学年を通じ，発達段階に応じて無理なく学習することのできる内容である。第３学年は，体験的な活動を重
視して楽しく学べるよう，特に配慮されている。また，グラフや地図，写真やイラストには読み取りのための
着目ポイントを示すなど，資料活用を支援する配慮がなされている。

選択・扱い及び構成・配列

学習指導要領との関係は
どうであるか。

◆学習指導要領の目標・内容・内容の取扱いに準拠した，適切な事象・事例に基づいた教材が掲載されている。
特に，社会の変化や今日的課題が反映された事象が積極的に教材化されているとともに，そうした変化や課題
に自ら対応する資質・能力を育成するという視点から，問題解決的な学習が基調とされている。各学年の単元
の構成も，基本的に学習指導要領に準拠している。

主体的・対話的で深い学
びの実現に資する学習及
び指導ができるように，
どう配慮されているか。

◆学習を見とおしたり，追究の過程をふり返ったりすることを児童に意識づける意図から，問題解決的な学習の
進め方を見通すモデル図を巻頭に掲載しているほか，学習計画を立てる場面を丁寧に例示したり，前の学年で
進めてきた追究をふり返りながら当該学年の学習を見通す場面や，当該学年の学習をふり返る場面を設けたり
するなど，工夫されている。

◆「問い」から展開していく問題解決的な学習の流れが重視され，子どもから「問い」を引き出すうえで効果的
な教材や資料が掲載されている。また，単元の学習問題や，各時間の中心となる問いが例示されているほか，
各時間の「問い」がつながり，追究に一貫性が保たれるようにする工夫として「次につなげよう」が各見開き
の末尾に記載されている。

◆学習問題の立て方，学習計画の立て方，情報の集め方，資料の読み取り方，学習の整理の仕方，表現活動の仕
方などの学習技能について解説した「学びのてびき」のコーナーが適宜置かれていて，どのようにして学べば
よいのかをとらえやすくする工夫がなされている。

◆各単元の末尾に位置づけられた学習をまとめる場面は，小単元の学習問題やキーワードが再掲されており，学
習の整理・定着と追究結果の確認に役立つ。また，学習のまとめを児童相互が対話的に行う際の進め方や方法
を具体的にわかりやすく例示するなど，学習を主体的に進めていく力を身につけられるように工夫されている。

◆「社会的な見方・考え方」の視点や方法が，当該学年の学習内容にそくして各学年巻頭に例示されている。ま
た，「社会的な見方・考え方」を働かせた学習が促されるように，資料やその提示の仕方が工夫されている。
そのほかにも，資料の読み取りに際して働かせるべき視点や考え方の示唆が，子どものキャラクターのふきだ
しに丁寧に示されている。

◆児童同士の対話的な学習や，社会の様々な人々から話を聴き取る対話的な学習が多様に位置づけられており，
それらを参考にしながら多角的に理解したり考えを深めたりしながら学ぶことができるようにされている。

◆公民としての資質・能力の基礎を効果的に培うことを意図した，学んできたことを根拠に自分なりの考えを表
現し合う「選択・判断」や「構想」の学習場面は，学習のねらいにそくした，発達段階において無理がなく，
実際に取り組みやすい例が多様に紹介されている。

児童にとって親しみやす
く，興味や関心のもてる
内容になっているか。

◆児童の生活経験と結びつきの深い身近な事例が取りあげられ，学習意欲が高まるように配慮されている。学習
の導入では，児童が，これまでの知識や経験，体験的な活動，イメージをふくらませやすい資料などをもとに，
興味・関心を高めながら課題を発見できるように工夫されている。

◆導入・追究・まとめの各学習段階に応じて，多様な活動や体験が取り入れられ，児童が興味・関心を高めなが
ら意欲的に学習できるように配慮されている。さらに，児童による活動場面の写真や作品例が豊富に掲載され，
学びの姿を具体的にイメージすることができるように工夫されている。

◆「せんたく」や「ひろげる」の各コーナーなど，地域や学校の実態，児童の興味・関心に応じて，補充的・発
展的に活用することのできる教材・資料も掲載され，個に応じた指導に対応できるように配慮されている。

◆学習する児童と同年代のキャラクター（イラスト）が登場し，学習者が親しみを感じながら共感的に学び合い
を進めることができるように工夫されている。

カリキュラム・マネジメ
ントにおいて，どのよう
に活用しやすいか。

◆全体として，教科ならではの「見方・考え方」を明確に一貫させて編集されており，そのため，他の教科等と
の横断的・連携的なカリキュラムの立案がしやすい。

◆第３学年・第４学年の巻頭に置かれた特設のコーナー「他の教科とのかかわり」は，教科横断的に学ぶ社会科
の特性を児童に意識づけるうえで有効である。

◆各学年１冊の分冊は，年間を通したフレキシブルな活用がしやすく，地域の行事，特別活動，社会科見学，他
の教科との横断的な連携が図りやすい。

◆地域・社会の生活者や勤労者など，人々との対話や交流を通して学ぶ場面が多様に位置づけられており，地域
の実態を踏まえた学校カリキュラムの策定に際して参考にしやすい。

授業時数は適切に配分さ
れているか。

◆学校教育法施行規則が定める各学年の授業時数を踏まえて編集されており，教材の扱いに軽重をつけるなどし
て，調査活動や表現活動のための時間も十分に確保しながら，充実した学習を進めることができるように，適
切に配分されている。

◆原則として１単位時間の内容が見開き２ページで構成され，学習と指導の両面からわかりやすく，見通しをも
ちやすいように工夫されている。

二期制に対して配慮され
ているか。

◆各学年の単元（教材）構成は，前期・後期の二期にも配分しやすく配列されている。

系統的・発展的に構成さ
れているか。網羅的・羅
列的になっていないか。

◆第３学年から第６学年までの全体を通して，資質・能力が系統的・発展的に培われるように配慮された内容・
構成になっている。

◆第３学年は，生活科における既習をふり返るページを巻頭に設けるなど，社会科との接続が留意されるととも
に，生活科との相違を踏まえて，社会科の学び方，調べ方，資料の活用の仕方の基礎を身につけることが重視
されるなど，系統的・発展的に構成されている。

◆第６学年の末尾には，小学校の社会科の学習を振り返り，中学校で学ぶことを見通す内容が位置づけられてお
り，中学校との接続や系統を児童に意識づけることができるように配慮されている。

◆単元間のつながりが重視され，児童が自らの問題意識や学習意欲を高めながら追究できるように工夫されてい
る。また，安全・防災，伝統・文化，人権・福祉，国際理解・平和，環境・公害，情報などの社会的重要課題
についても，系統的にとらえられるように構成されている。

◆学習指導要領の目標の達成に向けて必要な教材・資料が精選され，掲載されている。

地図帳や地球儀を活用し
たり白地図などにまとめ
たりして学習することが
できるように，どう配慮
されているか。

◆地図帳を活用した学習は各学年に，また，地球儀を活用した学習は主に高学年に，それぞれ適宜例示されてい
る。また，調べたことを白地図にまとめる活動も，各学年に適宜位置づけられている。

◆地図帳の使い方については第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で，また，地球儀の使い方については
第５学年の導入部で，それぞれ詳しく解説されている。

◆47都道府県の名称と位置については第４学年巻頭に，世界の大陸と主な海洋の名称と位置については第５学年
巻頭に，それぞれクイズや模擬旅行などの活動により楽しみながら学べる内容として位置づけられており，小
学校社会科を通じた習得に向けて意欲や関心が高まるよう工夫されている。

観察や見学，聴き取りな
どの体験を伴う学習や，
それに基づく表現活動を，
児童が自ら行うことがで
きるように，どう配慮さ
れているか。

◆どの地域・学校の児童でも，自ら実際に行うことできる観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習や，それ
に基づく表現活動の多様な例が，その方法とともにわかりやすく紹介されている。

◆各学年とも，資料館や博物館などの施設を活用した学習が具体的な事例に基づき例示されている。
　特に第６学年の歴史学習の導入部には「歴史の学び方をナビゲーション！」と題された特設ページが設けられ，
博物館を活用した歴史の学び方が詳しく紹介されている。

◆観察や見学，聴き取りなどの体験を伴う学習を，児童が自ら行う際のマナーや安全上の留意点について，第３
学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」で解説するなど，適切に配慮がなされている。

図書館やコンピューター
などを活用して学習する
ことができるように，ど
う配慮されているか。

◆調べ方の見通しを立てる学習場面では，図書館の活用が適宜例示されており，また，第３学年巻末の「わくわ
く！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして図書館の活用が紹介されている。

◆情報収集・共有の手段として，コンピューター（インターネット）やタブレット型端末の活用例が適宜示され
ている。また，第３学年巻末の「わくわく！社会科ガイド」では，情報を集める方法の一つとして，インター
ネットや電子メールの利用を，安全上の留意点とともに紹介している。

道徳教育と関連させて学
習できるようにされてい
るか。

◆社会科の特質に応じた道徳教育の指導が効果的に行われることを意図して，地域や我が国の歴史や伝統と文化，
多様な人々からなる社会のあり方について，多角的に理解や考えを深めていくことができるように編集されて
いる。

観点 『小学社会』の特色と具体例

人物や文化遺産を中心と
した歴史学習に，どのよ
うに配慮されているか。

◆学習指導要領に掲げられた42人の人物を中心に，人物の肖像画や写真，生没年などが示され，人物名を付した
小見出しを適宜設けるなど，歴史的事象との結びつきがとらえやすくされている。また，人物を中心にした調
べ学習の例や，人物に焦点をあてたコラムなどの資料も掲載されている。

◆代表的な文化遺産や伝統文化を焦点化して取り上げ，それぞれの時代像や特色をイメージ豊かにとらえること
ができるようにされている。国宝や国の重要文化財，世界遺産登録対象などの写真にはマークを付すなど，文
化遺産や伝統文化を中心とした学習を進めやすくする配慮がなされている。

プログラミング教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆小学校段階におけるプログラミング教育のねらいの一つである「身近な生活でコンピューターが活用されてい
ることに気づかせる」ことができるように，第５学年「未来とつながる情報」では，ＡＩやビッグデータといっ
た最新の動向にも触れながら，産業や生活におけるコンピューターの活用の事例が多様に紹介されている。

正確性及び表記・表現

内容は正確・公正である
か。

◆内容は正確・公正である。社会的課題を扱った内容については，成果と課題，立場による見方の相違，理想と
現実などのように，事象を多角的に理解したうえで，総合的に判断することができるように配慮されている。

発行者が管理するウェブ
ページは適切なものであ
るか。

◆各学年の「もくじ」に掲載されたＱＲコードやＵＲＬは，発行者が管理する特設のウェブページのものである。
また，そのリンク先の内容は，省庁などの公的機関・公立博物館などのホームページや，教科書のより効果的
な活用に資するコンテンツなどを主としており，安全で公正なものである。

より多くの児童にとって，
理解しやすく見やすいよ
うに，どう配慮されてい
るか。

◆見開きを単位とした紙面は，本文と資料を明確に区分するなど，整理され，また，パターン化されたレイアウ
トでデザインされており，視認性が高まるよう配慮されている。

◆資料のネームにはア，イ，ウ…の記号が付され，どの資料に注目すればよいのかを簡潔に指示することができ
るよう工夫されているので，児童にとって理解がしやすい。

◆１文が数行にわたる場合には，文節で改行が施されており，児童にとって読みやすい。
◆ロービジョン（弱視）や読みに困難さがある学習障害の児童にも読みやすく配慮した「ＵＤデジタル教科書体」
が本文で，また，そのほかも用途に応じたユニバーサルデザインフォントが使用されている。さらに，中学年
と高学年で書式を変えるなど，発達段階に応じて読みやすく表現されている。

◆色覚のタイプにより色の見え方に違いがあることに配慮し，全ページにわたって図版等の色を工夫したり，形
や模様など色以外の表現を加えたりして，より多くの児童に見やすい紙面になっている。

◆当該学年以上の配当漢字や固有名詞，社会科用語等には，見開きごとに「ふりがな」を付すとともに，平易な
文章表現や語句解説により，読解に負担がかからないよう配慮されている。

◆第３学年と第４学年には，各時間における学習の進め方の例が，３段階で簡潔に示されており，児童が見通し
をもって学習に臨むことができるように発達段階を踏まえた配慮がなされている。

◆選択して扱うページには，紙面にマークや解説が付され，選択の仕方や趣旨がわかりやすい。

社会的課題

人権教育・福祉教育に対
して，どのように配慮さ
れているか。

◆本書の編集の柱である「人間尊重の精神」に基づき，お互いの人権が守られる差別の無い社会について考察し
たり，すべての人にとっての安全や住みよさという視点から，身近なくらしを見直したりする学習活動が重視
され，共生・共創社会の実現を追求する力が養われるように配慮されている。

◆同和教育に関わる内容については，同和問題の歴史的・科学的な認識が深まるように配慮され，人権保障や問
題解決に向けた努力の必要性が強調されている。

環境教育に対して，どの
ように配慮されているか。

◆自分たちのくらしを支えている自然環境について多角的に考察し，理解を深める学習活動が重視され，「持続
可能な社会」の創造に向けて自ら考え行動する力の基礎が養われるように配慮されている。

◆「地球規模で考え，足元から行動する」観点が強調され，廃棄物の減量やリサイクルをはじめ，循環型社会へ
の転換を追求する教材が多く取り入れられている。

国際理解教育・平和教育
に対して，どのように配
慮されているか。

◆地域の外国籍の人との交流や地域の国際化などの事例を通して，国籍や文化・習慣の違いをこえてお互いを理
解・尊重し合う必要性が強調され，国際社会に生きる日本人として 「共に生きる・共に創る」社会の実現を追
求する力が養われるように配慮されている。

◆発達段階を踏まえながら，戦時下のくらしや戦争のもたらした惨禍について具体的にとらえる学習活動が重視
され，平和の尊さや平和を希求する人々の願いについて実感することのできる教材が取り上げられている。

情報リテラシーについて，
どのように配慮されてい
るか。

◆ソーシャルメディア（ＳＮＳ）の利用が広がる社会にあって，フェイクニュースや個人情報の流出などの問題
が生じていることを紹介するなど，情報社会の光と影の両面を的確にとらえ，情報を主体的に収集・選択・活
用できる情報リテラシーの育成が重視されている。

消費者教育に対して，ど
のように配慮されている
か。

◆安全・健康・環境などの観点から，自分のくらしを見つめ直し，行動につなげていこうとする学習活動が重視
され，賢い消費者として主体的に生きる力が養われるように配慮されている。

伝統と文化を尊重し，そ
れらを育んできた我が国
と郷土を愛する態度を育
成するために，どのよう
に配慮されているか。

◆地域や国の伝統と文化に関わる内容が，各学年に位置づけられている。
◆第５学年には，日本にある世界遺産を一覧できる資料が巻末に置かれている。第６学年では，日本の代表的な
伝統文化について，豊富な写真資料で紹介したり体験活動を取りあげたりして，親しむことができるようにさ
れている。

◆各学年とも国旗を尊重する態度の育成が図られるように配慮され，第６学年では日章旗（日の丸）・君が代の
由来や意義についても言及されている。

勤労観の育成などキャリ
ア教育に対して，どのよ
うに配慮されているか。

◆各学年とも，働く人々の具体的な姿を通して社会的事象をとらえることが重視されている。働く人からの聴き
取りの場面が，学習の流れにそくして随所に設けられ，働く人々の工夫と努力，苦労と喜びなど，個々の内面
にまで迫ったキャリア教育に資する内容とされている。

食育に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆安全な食料を安定的に供給するための生産・流通の工夫，安全で新鮮な食料を購入するための消費行動など，
「食」に関する内容が社会科の特性にそくして取りあげられている。

男女共同参画に対して，
どのように配慮されてい
るか。

◆学習活動の場面では，女子と男子が協力し合いながら取り組む様子が描写されている。また，女性の社会進出
や男性の家事参加なども積極的に取り上げ，性別による差別の解消と男女共同参画社会の追求が強調されてい
る。

防災に対して，どのよう
に配慮されているか。

◆防災に関わる内容が各学年に位置づけられており，社会科の学習と防災教育との連携を効果的に図ることがで
きるようにされている。

◆過去の災害から学び，自助・共助・公助の考え方に基づき，地域や国土の防災・減災，自分の身の安全の確保，
被災地の復興に向けて積極的に考え行動する主体の形成に必要な内容が取り上げられている。

領土に関する学習に対し
て，どのように配慮され
ているか。

◆第５学年・第６学年で，学習指導要領に基づき，政府見解に立ち適切に記載されている。北方領土と竹島の領
土問題や，尖閣諸島を巡る問題に関わる解説や資料が掲載され，国土の範囲が重要であるとされる意味や，問
題の平和的な解決が日本にとって重要な課題であることなどを多面的に理解・考察することができるようにさ
れている。

地域化

地域学習に対して，どの
ように配慮されているか。

◆中学年では，地域副読本との併用を前提に，学習問題や学習計画の立て方，調べ方，まとめ方など，学習活動
の方法や手順，注意点について重点化し，「学びのてびき」や第３学年巻末を中心にわかりやすく示してあり，
地域での学び方が身につくように配慮されている。

◆高学年では，地域化を促す視点が適宜示されている。また，各地の実態に応じて，選択して活用することので
きる多様な内容の教材が設けられている。第６学年は，歴史学習の導入部に，身近な地域の史跡や遺跡に着目
することを促す内容が設けられている。

印刷・製本

印刷の仕上がりは，鮮明
で見やすいか。

◆文字や資料などの印刷は鮮明で，色彩もビジュアル性が高い。特に，写真やイラストの発色がきれいなうえ，
地図やグラフ等の資料も読み取りやすい。

本の造りは，使いやすく
配慮されているか。

◆年間の使用に耐えうる堅固な製本で，装丁にも汚れにくい加工が施されている。また，環境への配慮から，再
生紙を用いて植物油インキとグリーン電力により印刷されている。

内容解説資料（2019年４月）

『小
学社会』選定の観点から見た内容の特色


