
伝統・文化に関する扱い
地域に見られる古くから残る建造物（p.7，15，36−37）
地域に見られる伝統的な年中行事（p.128）
地域に見られる昔の道具（p.130，128−133）

地図帳を使って日本各地の伝統的な年中行事を調べる学習活動
（p.9）

地図帳を使って日本各地の史跡を調べる学習活動（p.9）
県内の伝統的な年中行事とその継承に向けた人々の取り組み
（p.116−125）

県内の代表的な文化財とその継承に向けた人々の取り組み
（p.126−129）

地域の先人による伝統的な文化の研究とその啓発の事績
（p.158−159）

県内の伝統工芸の継承に向けた取り組み（p.164−173，174−175）
地域の文化財や史跡の保護・活用に向けた取り組み
（p.178−189）

沖縄県の史跡（p.31）
沖縄の伝統的なつくりの家（p.34）
アイヌの人たちの伝統的な文化や，その継承に向けた取り組み
（p.45，56−57）

地域で生産される食料や，それを使った郷土料理（p.116−117）
伝統工芸の高い技術を生かした現代の工業製品（p.165）
白神山地の原生林の美しい景観（p.218−219）
日本にある世界遺産（p.240−241）

歴史的な景観の保存に向けた地方自治体の条例の制定（p.63）
日本の歴史（p.64−231）
アイヌの人たちの文化の復興に向けて博物館の果たす役割
（p.69）

日本列島に見られる史跡や歴史的建築物のイラストマップ
（p.72）

地域のシンボルとなっている史跡（p.73）

文化財の指定や登録の種類（p.73）
縄文土器・土偶（p.74）
弥生土器（p.81）
日本の神話（p.87）
法隆寺（p.92）
東大寺の大仏・正倉院とその宝物（p.96，99）
唐招提寺（p.98）
源氏物語絵巻（p.101，102，103）
文化財の修復に活用される現代の技術（p.103）
厳島神社（p.108）
中尊寺金色堂と，その復元・継承の取り組み（p.115）
室町文化（p.116−122）
金閣（p.116）
銀閣（p.116）
水墨画（p.118）
龍安寺（p.118−119）
茶の湯・生け花（p.119）
伝統行事・祇園祭（p.120）
能・狂言（p.121）
南蛮屛風（p.131）
石見銀山遺跡（p.133）
関ヶ原合戦図屛風（p.134）
日光東照宮（p.140）
アイヌの人たちが作った織物（p.146）
江戸の文化と学問（p.150−162）
浮世絵（p.153）
浮世絵がヨーロッパ文化に与えた影響（p.153）
今につながる江戸の文化（p.154−155）
リサイクル都市江戸（p.163）
近代化を今に伝える建造物（p.167）
富岡製糸場（p.175）
伝統文化を通した外国の人々との交流（p.242）
途上国の灌漑工事に生かされる日本の伝統的な技術（p.258）

３
年

４
年

５
年

６
年

６
年

『小
学社会』課題別系統表



人権・福祉に関する扱い
様々な人が買い物をする店内の様子（p.51）
誰もが買い物をしやすい店の設備（p.53）
高齢者にとっての買い物のしやすさと販売の形態（p.62）
バリアフリーの交通安全施設（p.120−121）
高齢者や障がいのある人のための地域の公共施設（p.150−151）

災害発生時に高齢者の避難を支援する取り組み（p.96）
災害発生時に障がいのある人の避難を支援する取り組み
（p.109）

地域の人々を病気から救った医師や医療の働き（p.156−157）

アイヌの人たちの文化とその継承に向けた取り組み（p.56−57）
自動車工場における労働環境への配慮（p.127）
ユニバーサルデザインの自動車の開発（p.132，134−135，137）
女性や障がいのある人の就労（p.135）
少子化・高齢化の進む社会を支える工業技術の開発（p.164）
障がいのある人の就労に向けた研修（p.194）
個人情報の保護（p.195）
情報通信技術を活用した医療・福祉（p.198−199）
誰もが暮らしやすい社会をめざした情報通信技術の活用
（p.201）

公害病による被害と裁判（p.232）

パラリンピックの成立と開催の歴史（p.7−8）
障がいのある人の暮らしの願いや思い（p.9−11）
障がいのある人を支える法律（p.11）
バリアフリー・ユニバーサルデザイン（p.11）
まちに設けられているバリアフリーの施設（p.11）
介護施設に設けられた投票所で投票する高齢者（p.16）
基本的人権の尊重，差別の撤廃（p.18−19）
ハンセン病と人権の侵害（p.19）
先住民族の人々の人権（p.19）
障害者差別解消法（p.19）
障害者差別解消法の成立の過程（p.23）

厚生労働省の仕事（p.25）
教育や社会保障の財源としての税金（p.28−29，38−39）
少子化・高齢化と人口減少が進む日本（p.32−33）
国や地方自治体による子育て支援事業と住民の願い（p.34−41）
地方自治のしくみ（p.38−39）
介護保険制度（p.40）
社会保障の考え方（p.41）
人口減少をめぐる課題の解決に向けた国や地方自治体の取り組
み（p.42−43）
地域の雇用を支える公共事業（p.58）
室町時代の優れた造園技術を担った人々（p.119）
江戸時代の身分制度と，社会を支えた人々（p.142−143）
松前藩によるアイヌの人たちの支配（p.147）
優れた技術や知識を生かして，近代医学の発展に寄与した人々
（p.158）

渋染一揆に立ち上がった人々（p.161）
江戸時代までの身分制度の廃止と「解放令」（p.173）
北海道の開拓とアイヌの人たち（p.173）
明治政府による学校制度の導入と改革（p.177）
福沢諭吉と「学問のすゝめ」（p.177）
大日本帝国憲法の制定による近代的政治体制の成立
（p.184−187）

自由民権運動と女性参政権の主張（p.185）
近代化過程における工場労働者の問題（p.192）
普通選挙の導入と女性の地位向上をめざす運動（p.195）
全国水平社の運動（p.195）
日本式点字を開発した石川倉次（p.199）
戦後の民主改革と日本国憲法の制定（p.220−221）
北朝鮮による日本人拉致問題（p.226）
異なる国籍や文化をもつ人々との共生（p.253）
子どもの権利条約とユニセフの活動（p.260−261）
女子児童への教育を求めるマララ=ユスフザイさんの訴え
（p.268）

国際連合の「持続可能な開発目標」（p.165，271）

３
年

４
年

５
年

６
年

６
年



環境・公害に関する扱い
地域の緑地の分布（p.32−33）
環境に配慮した消費行動（p.59）
工場におけるごみ減量化とリサイクルの取り組み（p.76−77）
有機肥料を使った野菜づくり（p.85）
土地利用の移り変わりからとらえた地域環境の変化
（p.146−147）

廃棄物処理施設の公害防止策（p.35）
廃棄物の減量とリサイクル（p.36−41）
最終処分場の土地の確保や費用をめぐる問題（p.36−37）
廃棄物の処理のしかたや費用の変化（p.42−43）
地域の人々による廃棄物の減量化・リサイクルの取り組み
（p.44−47）

水源林のはたらきと保全のためのボランティア活動（p.61−63）
下水の処理と再利用，水の循環（p.66−67）
節水（p.69）
再生可能エネルギーの模索（p.78−79）
地域の自然環境を保全する取り組み（p.190−193）

国土の気候や地形の特色（p.18−55）
農薬を減らし化学肥料に頼らない稲作（p.68−69）
水産資源の減少（p.94−95）
持続可能な水産業（p.96−97.）
水産資源の保全に向けた植林活動（p.100−101）
環境に負荷をかけない食料生産（p.111）

環境に負荷をかけない工業生産（p.134）
環境にやさしい自動車の開発（p.134）
自動車工場での環境保全の取り組み（p.135）
環境に負荷をかけない輸送手段（p.149）
省資源・省エネルギーにつながる製品の開発（p.163，165）
資源・エネルギーをめぐる現状と課題（p.168−169）
日本の国土の豊かな自然（p.202−203）
森林のはたらき（p.216−219，227）
森林を守り育てる人たち（p.220−225）
林業の後継者育成の取り組み（p.224−225）
バイオマス発電（p.225）
森林を活用して保全する取り組み（p.226−227）
北九州市における環境保全と環境首都を目ざした取り組み
（p.230−237）

公害の歴史と教訓（p.232−233）
自然環境と人間の暮らしの関係（p.237）
日本にある世界遺産（p.240−241）
環境の保全に向けた日本各地の取り組み（p.250−251）

リサイクル都市江戸（p.163）
足尾銅山鉱毒事件と田中正造（p.192）
日本で初めて環境保護運動を起こした南方熊楠（p.199）
高度経済成長と公害の発生（p.224−225）
地球規模の環境問題と持続可能な社会（p.264−265）
国際連合の「持続可能な開発目標」（p.271）

３
年

４
年

５
年

５
年

６
年

安全・防災に関する扱い
火災の防止に努める公共機関や地域の活動（p.92−111）
交通事故や犯罪の防止に努める公共機関や地域の活動
（p.112−125）

交通法規を順守できているかを確かめるチェックシート
（p.121）

「こども110番の家」の取り組み（p.122−123）
地域安全マップ（p.125）
インターネットや電子メールを利用する際の個人情報保護への
留意（p.163）

自然災害から人々を守る活動（p.82−115）
地震・津波災害から人々を守る活動（p.84−99）
水害から人々を守る活動（p.100−111）
火山災害から人々を守る活動（p.112−113）
雪害から人々を守る活動（p.114−115）
地域で過去に発生した災害（p.93，103，112，114）
地域における防災計画（p.86−87，104−105，113，115）
ハザードマップ（p.89，109，113）
地域住民が担う防災活動（p.94−95，108−109，）

国土の自然条件と災害との関係（p.34）
低地の水害を防ぐ土地改良事業（p.54−55）
水田が果たす治水の役割（p.113）
災害が工業生産に及ぼす影響（p.129）
災害が海外現地生産に及ぼす影響（p.161）
情報が防災や災害時に果たす役割（p.178，180−181，184−185）
インターネットを利用する時の安全への留意（p.195）
自然災害の防止（p.204−215）
日本で近年発生した大きな自然災害を示した地図（p.204−205）
日本で近年発生した大きな自然災害を示した年表（p.207）
防災のための公共事業（p.208−213）
日本の国土とプレート（p.210）
緊急地震速報のしくみ（p.211）
防災のための啓発活動に取り組む小学生（p.213）
過去に発生した災害を伝承する活動（p.213）
森林が水害防止に果たす役割（p.216−217）

災害からの復旧・復興と政治の働き（p.48−55）
関東大震災の被害（p.195）
関東大震災からの復興に尽くした後藤新平（p.198）
ユニセフによる被災地への支援（p.261）
国境を越えて行われる災害時の支援活動（p.267）

３
年

４
年

５
年

６
年



国際理解・平和に関する扱い
地域における外国からの文化の移入（p.36）
地域の商店に見られる外国から運ばれてくる食品（p.56−57）
国旗（p.57）
地域の工場で使われている原料の輸入（p.75）
地域で暮らす外国籍の人々の増加（p.148）

外国語で書かれたごみの分別の仕方（p.33）
使われなくなった楽器を外国の子どもへ贈る取り組み（p.47）
発電に使う燃料資源の輸入依存（p.74−77）
地域に見られる５か国語で書かれた津波避難施設の案内板
（p.84）

地域の伝統的な年中行事を通した外国との文化交流（p.123）
外国に由来のある伝統工芸品（p.166）
地域の伝統工芸品を外国で紹介する取り組み（p.171）
地域の伝統的景観を訪日客にガイドする外国人のボランティア
活動（p.186）
県内の国際交流が盛んな地域（p.200−209）
物や人の行き来を通した外国との結びつき（p.202−203）
市が姉妹都市・友好都市の関係を結んでいる外国の都市
（p.204−205）

国旗（p.205）
地域における外国の人たちとの文化交流（p.204，206−207）
地域にあるハラルフードのレストランガイド（p.207）
地域に見られる数か国語で書かれた公共交通機関の案内板
（p.207）

地域で暮らす外国から来た人との共生に向けた模索（p.207）

地球儀の特色と活用（p.6−11）
世界の国々の暮らし（p.8−11）
日本の周りにある国々と国旗（p.12−13）
日本の排他的経済水域（p.14）
領土・領土問題（p.15−16）
沖縄県における過去の戦争被害・軍用地の問題（p.35）
北海道に見られるロシア連邦の人々との交流（p.49）
外国産米の輸入と農家への影響（p.77）
北方領土周辺海域の漁場問題（p.93）
世界的な水産資源の消費量の増加と漁場をめぐる問題（p.94）
日本の水産物の輸出促進の取り組み（p.95）
食料の輸入依存（p.108−111）
輸出される日本産の米（p.112）
日本の自動車の輸出（p.142）
日本と世界各国との貿易の現状（p.142−151）
自由貿易をめぐる課題（p.147）
海外現地生産の増加（p.160−161）
海外現地工場における労働に対する考え方の日本との違い
（p.161）

観光産業に活用される情報通信技術（p.192−193）
世界各国を結ぶ光通信ケーブルの設置作業（p.194）
公害を防ぐ日本の技術の移転（p.234）

オリンピック・パラリンピックとその成り立ち（p.6−7）
オリンピック・パラリンピックが開催された都市（p.8）
オリンピック・パラリンピックをめぐる年表（p.8）
在日外国人の人権（p.19）
日本国憲法と平和主義（p.20−21）
沖縄戦の記憶を受け継ぐ取り組み（p.21）
国連の障害者権利条約（p.23）
渡来人やその子孫の活躍（p.86，97）
古代の歴史書に見られる中国と日本の関係（p.87）
遣隋使や遣唐使の派遣（p.90−93）
人の行き来を通した文化の伝播（p.98−99）
古代の東アジアの国々と日本との関わり（p.105）
元軍の襲来（p.112−113）
キリスト教やヨーロッパ文化の伝来（p.130−131）
キリスト教のヨーロッパと日本との関わり（p.137）
禁教と鎖国（p.144−145）
朝鮮通信使による交流，出島や琉球での貿易を通した外国との
結びつき（p.146−147，149）
海外にも影響を与えた浮世絵（p.153）
蘭学の研究と解体新書の出版（p.158）
幕末における外国船の接近（p.161）
黒船の来航と開国（p.168−169）
岩倉使節団と女子留学生（p.172）
日本に招かれた外国人（p.175）
パリ万国博覧会への日本の参加（p.179）
ノルマントン号事件と条約改正（p.180−183，191）
エルトゥールル号の遭難と大島の人々（p.183）
日清戦争・日露戦争（p.188−191）
世界で活躍した日本人（p.193）
太平洋戦争と国民生活（p.200−214）
空襲，沖縄戦，広島と長崎への原爆投下（p.210−211，212−213）
アメリカから贈られた友情の人形（p.215）
多数のユダヤ人の命を救った外交官・杉原千畝（p.215）
敗戦後の国民の窮乏生活（p.216−219）
日本国憲法の制定（p.220−221）
日本の独立と国際社会への復帰（p.222−223）
東京オリンピックの開催（p.222−223）
日本の周辺諸国との外交関係，領土をめぐる問題（p.226−227）
沖縄の米軍基地（p.227）
ノーベル賞を受賞した人たち（p.229）
国旗・国歌（p.233）
日本とつながりの深い世界の国々（p.234−255）
地域に暮らす外国籍の人との共生（p.253）
世界で活躍する日本人（p.256−259，261）
ユニセフの活動と国際連合（p.262−263）
持続可能な社会をめざした国際協力（p.264−265）
文化を通した国際交流（p.242）
ODAと JICA（p.266）
日本が受けた国際支援（p.267）
国連の「持続可能な開発目標」（p.265，271）
平和への誓い（p.269）

３
年

４
年

５
年

６
年



情報に関する扱い
販売の仕事に活用されるコンピューター（p.55）
インターネットを活用した通信販売（p.63）
緊急通報のしくみと，そこに活用されるコンピューター
（p.100−101，116−117）

暮らしの変化とコンピューターの普及（p.135）
インタビューや電話，手紙による調査活動（p.160−161）
インターネットや電子メールの利用の仕方や留意点
（p.162−163）

デジタルカメラ，電子黒板やタブレット型端末の学習における
活用（p.164）

防災・災害に関わる情報の関係機関からの発信
（p.88−89，104−105，113，115）

ケーブルテレビを活用した自治体による地域情報の発信
（p.170）

情報通信技術を活用した水田の管理（p.68）
インターネットを活用した生産者による商品情報の発信
（p.78，91，107）

インターネットを活用して情報を集める学習活動の例
（p.122−123）

コンピューターを活用した自動車の生産管理（p.124−127）
コンピューターを活用した自動車のデザインや設計（p.133）
自動運転車の開発（p.135）
コンピューターを活用したコンテナターミナルの管理（p.148）
ＩＣ工場の日本国内の分布（p.154−155）
少子化や高齢化が進む社会を支えるロボットの開発（p.164）
生活に生かされている情報（p.170−171）

ニュース番組をつくり伝える仕事（p.172−183）
マスメディアの情報が及ぼす影響（p.178−179）
ソーシャルメディア（ＳＮＳ）（p.180−181）
フェイクニュース（p.181）
情報を伝える様々なメディアとその特質（p.180−181）
新聞をつくり届ける仕事（p.184−185）
情報通信技術の普及（p.186−187）
販売や観光に関わる産業で活用されている情報通信技術
（p.186−197）

医療に関わり活用されている情報通信技術（p.198−199）
運輸や流通に関わる産業で活用されている情報通信技術
（p.200）

ＡＩの開発（p.194，201）
情報社会における安全をめぐる問題（p.195）
緊急地震速報のしくみ（p.211）

鎖国による情報の独占（p.145）
通信手段の近代化，新聞の発行の始まり（p.176）
自由民権運動が広がる中で行われた新聞の取り締まり
（p.184−185）

戦時下における報道・出版の制限（p.206）
出版物に見られる戦時色の濃厚化（p.208−209）
戦後の日本におけるテレビの普及（p.223，225）
情報通信技術の開発で世界をリードするアメリカ合衆国
（p.238）

技術革新を世界で推進していくことを掲げた国連の「持続可能
な開発目標」（p.271）

３
年

４
年

５
年

５
年

６
年

健康・消費者に関する扱い
食品の鮮度や安全性を考慮した販売や消費（p.52，55，56，58）
食品工場で取り組まれている衛生管理（p.70−71）
地域に見られる農産物の地産・地消（p.78−79）
地域に見られる有機肥料・低農薬の野菜づくり（p.84−85）
地域に見られる生産者と消費者の交流（p.88−89）

廃棄物や下水の処理事業と健康で快適な暮らし
（p.26−49，66−67）

水道事業と健康で快適な暮らし（p.52−71）

安全でおいしい米をつくるための農家の取り組み（p.68−69）
米の産地直送販売（p.74−75）
米の価格と生産コスト（p.75）

米の消費量（p.76−77）
水産物の鮮度保持と衛生管理の工夫（p.85，87−89）
養殖業での安全性や品質を高める工夫（p.91）
食料自給率（p.108−109）
食料の安定供給と地産地消（p.110−113）
情報通信技術の活用による廃棄食料の減量化（p.188−189）

日本国憲法に定められている健康で文化的な生活を送る権利
（p.18）

食品や薬品の安全を確認する厚生労働省の仕事（p.25）
消費税のしくみ（p.28）
高度経済成長に伴う国民の購買力の向上（p.224−225）

３
年

４
年

５
年

５
年
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年
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