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教科書の内容・構成と教育基本法第二条の第１号から第５号との対応を示します。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○社会科への接続という観点から生活科の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両教科の接続がスムーズに図れるようにしまし
た。

○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。

○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，地図や地図記号に関する知識を広げたり理解を深めたりすることがで
きるようにしました。

○地域や市の昔と今を効果的に対比したイラストや写真などの資料を豊富に掲載し，児童が関心を高めながら学習に臨むことができるよう
にしました。

○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーに，地域の様子が時間の経過とともに変化してきていることを考える読み物資
料を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。

○第３学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○身近な地域で役割を果たす多様な人々から話をきき取る活動場面を多数設けて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度
を養ったりすることができるようにしました。

○「地域における生産や販売の仕事」では，児童らが暮らす市内の様々な仕事や勤労者を想起する活動から学習を導入する展開として，職
業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりすることができるようにしました。

○販売や生産の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。

○消防や警察の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。

○「生活の道具が発展してきた様子」の学習を重視して，暮らしをより便利なものにしてきた人間の営みに気づくことができるようにしま
した。

第３号

○身近な地域の公共施設やそれらの場所で働く人と触れ合う活動を重視して，公共の施設や仕事を理解し関心を高めることできるようにし
ました。

○販売の仕事では，障がいのある人の買い物のしやすさに配慮した商店の取り組みを紹介して，地域や社会に暮らす様々な人の立場を踏ま
えて考えることができるようにしました。

○買い物の方法が多様化している現代の社会において，人々は目的や用途に応じて買い方を選択しているということを学習する場面を設け，
学習と生活実践とのつながりを意識させることができるようにしました。

○消防や警察の仕事が，他業種や地域の様々な人々との協力・連携によって成り立っていることを印象的にとらえることのできる図や写真
資料などを数多く掲載して，公共の安全に資する活動の役割や意味を理解することができるようにしました。

○安全を呼びかける標語を考えて発表したり，地域の安全マップをつくって話し合ったりする活動例を示して，自分の身や暮らす地域の安
全を自ら守っていこうとする態度が養われるようにしました。

第４号

○児童らが暮らす市内の自然条件や土地利用，緑地の景観や分布に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められる
ようにしました。

○販売や生産の仕事では，食品の安全や衛生を確保することに注意が払われていることを調べることを重視して，衛生に対する児童の関心
を高めることができるようにしました。

○販売と生産のどちらの仕事においても，リサイクルや廃棄物の減量が取り組まれていることについての学習を重視して，環境の保全に寄
与する態度が養われるようにしました。

第５号

○「身近な地域や市の様子」については，単元の導入に，生活科で行った地域の探検活作動を想起する活動場面を設け，身近な地域に対す
る関心や愛着を高められるようにしました。

○市内に古くから残されている建造物や街道などに注目して調べる学習活動を重視して，地域の伝統と文化に対する関心や愛着を高められ
るようにしました。

○学習をまとめる場面に，市内の特色ある地域をポスターにまとめて紹介する活動を例示して，身近な地域に対する児童の関心や愛着を高
めることができるようにしました。

○商品の仕入先である外国やそれらの国々の国旗について地図などで調べる学習活動を重視して，外国に対する関心を高めたり，各国の国
旗を尊重する態度を養ったりすることができるようにしました。

○地域に古くから伝わる生活の道具を調べたり体験したりする学習を一定の比重で位置づけて，先人たちの知恵や伝統的な文化を尊ぶ態度
を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○第４学年の社会科への接続という観点から第３学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両学年の接続がスムースに図れる
ようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。
○児童らが出したごみや使った水は，リサイクルや水の循環によって再び自分のもとに戻ってくるということを学習に位置づけ，健やかな
身体を養うために必要な道徳的感性を育むことができるようにしました。
○児童らが興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，循環型社会の構築に向けた取り組みを知ることのできる読み物資料
を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。
○昔の開発についての学習では，工事を行ったり，事業を完遂させたりした先人の心情を想像する活動を通して，児童の情操面を養うこと
ができるようにしました。
○第４学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○児童らが住んでいる県の自然条件や土地利用，農産物の産地に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められるよ
うにしました。
○児童らの住んでいる県の主な産業について学習するページでは，働く人の姿を写真で多数取りあげ，勤労を重んずる態度を養うことがで
きるようにしました。
○ごみの処理に関わる人々や，水道施設で働く人々の話から，ごみの処理や水道の供給を安定的に行うための工夫や努力について知り，勤
労を重んずる態度を養うことができるようにしました。
○災害に備える取り組みについて，様々な立場の人々がそれぞれにできる備えを進めていることを紹介し，そうした取り組みを参考に児童
らが自主及び自律的に備えを進めることができるようにしました。
○焼き物づくりの工夫や，かま元の思いなどを知ることを通して，児童らが勤労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第３号

○学校や家庭で出るごみの種類や量，使う水の用途や量について調べる活動を通して，児童らが自身の生活を見つめ直し，主体的に社会の
形成に参画する態度を養うことができるようにしました。
○ごみや水に関わる問題について，児童が将来にわたって考え続けていくことができるような学習活動や話し合いの場面を設定し，主体的
に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うことができるようにしました。
○災害から身の安全を守ることを，より確実なものにするための取り組みを取りあげ，児童が災害への備えについて，主体的に考えていく
ことができるようにしました。
○災害への備えについて児童なりに大切だと思ったことを標語に表し，他者へ伝える活動を通して，主体的に社会の形成に参画する態度を
養うことができるようにしました。
○新田開発と用水路開削の事業を完遂した先人が行った様々な工夫や努力，人々との協力の事実を通して，児童が責任感や自他の敬愛，協
力を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第４号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の貴重な自然景観や特産物の写真を取りあげ，日本の豊かな自然環境に児童の目が向
くようにしました。
○清掃工場や最終処分場でのごみの処理，下水の処理が，環境負荷を与えないように行われていることを紹介し，環境の保全に寄与する態
度を養うことができるようにしました。
○アカウミガメが産卵しやすい環境を整備する地域の人々の取り組みを通して，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うことが
できるようにしました。

第５号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の伝統行事や歴史的な建造物などの写真を取りあげ，日本の伝統や文化を尊重する態
度を養うことができるようにしました。
○県の概要についての学習をまとめる場面では，県内の地形や産物，交通の広がりなどを一枚の地図に整理する活動を通して，児童らの住
んでいる県に対する関心や愛着を高めることができるようにしました。
○地域の伝統的な年中行事についての学習では，阿波踊りが大切に受けつがれてきたことがわかるよう，草創期の踊りの様子を描いた絵画
や，昔の様子をとらえた写真などを年表とともに取りあげ，伝統と文化を尊重する態度が養われるようにしました。
○阿波踊りを実際に踊ったり，阿波人形浄瑠璃の人形を動かしたりする体験を通して，児童が伝統と文化を尊重する感性を育み，地域の文
化財や年中行事に主体的に関わっていこうとする態度を養うことができるようにしました。
○見沼新田，見沼代用水を，現在も地域の人々が大切に守っている様子を紹介し，児童が郷土愛を育むことができるようにしました。
○地域の発展を願い，様々な人々が自分にできることに取り組んでいる姿を多数の事例から紹介し，児童らが主体的に社会に参画し，その
発展に寄与する態度を養ったり，また，郷土を愛する気持ちを養ったりすることができるようにしました。
○国際交流のさかんな地域についての学習では，行政やNPOが主催する交流事業や個人間の交流など，様々な交流の様子を取りあげ，外
国の人と自分たちのお互いの伝統や文化を尊重し，他国を尊重する態度を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○資料の読み取りにおいて，特に注目すべき視点や，複数の資料を比較・関連づける考え方などを児童の発言の形で例示し，「社会的な見方・
考え方」を働かせながら学ぶことが意識づけられるようにしました。

○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第5学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。
○第５学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○食料生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

○工業生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

○安全性，快適さ，環境，福祉など，世の中の様々なニーズに応えようとする自動車の開発・生産の事例を取りあげ，それらを通して働く
人々の創造性について関心をもつことができるようにしました。

○世界に通用する技術をもつ国内の中小工場や，新たな分野を開拓しようとする国内の工業生産の事例を幅広く取りあげ，人々の働きのな
かで発揮される創造性の大切さなどを考えられるようにしました。

○情報通信技術や大量の情報を様々な分野・用途で活用しようとする事例を取りあげ，社会の発展のために発揮される創造性の大切さなど
を考えられるようにしました。

○情報を扱う仕事に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，
職業と生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

第３号

○食料生産についての学習をまとめる場面では，生産者だけでなく消費者の立場でも考える視点を示し，国内の食料生産の発展と自分たち
消費者との関わりについて，考えることができるようにしました。

○障がいの有無や性別などのちがいに関わらず，様々な人が働いている工場の様子を取りあげ，社会に暮らす様々な立場の人の存在につい
て考えることができるようにしました。

○自らの生活と情報との関わりを意識させる活動例や資料を多く提示し，各種メディアや情報通信技術を活用する主体として児童自らが考
えることができるようにしました。

○マスメディア（放送局）で働く人の具体的な事例を通して，情報を伝えるうえでの責任について考え，正確な情報を発信することや広く
情報を集めることの大切さに気づくことができるようにしました。

○自然災害は完全には防げないことや，被害を減らすための取り組みなどを具体的に取りあげ，一人ひとりが自然災害とどのように向き合っ
ていけばよいか，主体的に考えることができるようにしました。

○森林の育成や活用に関わる人々の様子を学習したうえで，児童自らが協力できそうなことを考える場面を設け，主体的に社会の形成に参
画する態度を養うことができるようにしました。

○公害防止や環境保全の取り組みに様々な立場の人々が関わってきたことを図などに整理し，自分たちとの関わりや，環境保全の取り組み
を進めるうえで大切なことについて，主体的に考えることができるようにしました。

第４号

○農業に従事する人々が，安全でおいしい米を多くの消費者に届けるために，無農薬や減農薬など，環境に配慮しながら様々な工夫や努力
を重ねている事例を取りあげ，環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。

○水産業に従事する人々が，質の高い魚介類を多くの消費者に安定して届けるために，環境に配慮しながら様々な工夫や努力を重ねている
事例を取りあげ，水産資源や海洋環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。

○人々の生活環境や健康に影響を及ぼした過去の公害の事例を学習したうえで，人間や社会生活と自然環境とのつながりを図で表し，自ら
が自然の一部であることや，環境を守ることの大切さについて深く考えられるようにしました。

第５号

○国土の位置や領土について正しく把握するために，日本の東西南北端や排他的経済水域，北方領土，竹島，尖閣諸島の位置や現状につい
て詳しく取りあげました。また，日章旗及び周辺国の国旗を取りあげ，国旗を大切にする態度や他国を尊重する態度を養えるようにしま
した。

○太平洋戦争における沖縄戦の歴史について取りあげ，我が国や郷土を愛し，平和を希求していく態度を養えるようにしました。
○アイヌの人たちの歴史や文化の継承について取りあげ，自然を生かしながら育まれた伝統や文化を尊重することの大切さに気づくことが
できるようにしました。

○我が国固有の領土である北方領土に近い根室の水産業について取りあげ，領土問題とその解決に向けた努力の必要性について考えること
ができるようにしました。

○豊作や豊漁を願う祭り，水田の果たす役割などについて取りあげ，食料生産と各地の生活や文化とのつながりを意識づけ，郷土の食料生
産の大切さに気づくことができるようにしました。

○日本の美しい自然や伝統文化を象徴する世界遺産を取りあげ，我が国と郷土について誇りをもち，また大切にする態度を養うことができ
るようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○児童や学習の状況に応じて柔軟に活用できる「ひろげる」のページを適宜設け，新たな知識を増やしたり学習を深めたりすることができ
るようにしました。
○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第６学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。

第２号

○勤労やボランティアなど，社会の中でそれぞれ役割を果たしている人々の思いや願いなどを適宜紹介し，それらを共感的に理解しながら
社会の形成に参画する態度を養うことができるようにしました。
○生産を高めるための人々の工夫や努力が，日本の歴史を発展させてきた原動力の一つであることをとらえることのできる教材を適宜取り
あげました。

第３号

○学年の導入にオリンピック・パラリンピックに関わる内容を位置づけ，多様な人々が共生している世界のあり方について関心や興味を高
めながら学習を進めていくことができるようにしました。
○日本国憲法の基本的な考え方や，日本の政治の基本的なしくみについて関心や問いをもち，各種の資料を活用して追究を進めながら，政
治に関わる知識や教養の基礎を培うことができるようにしました。
○ユニバーサルデザインや障害者差別解消法に関わる内容を位置づけ，すべての人々の人権を尊重する社会を形成していくことの重要性を
認識できるようにしました。
○選挙権の18才への引き下げに関わる内容を位置づけて，将来の選挙権の行使に向けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりす
ることができるようにしました。
○国民としての義務を認識し，社会を形成していく一員としての自覚を高めることができるようにしました。
○法のもとの平等の観点から，男女平等の重要性について認識できるようにしました。
○アイヌの人たちが独自の文化の継承や先住民族としての権利を守ることに自ら取り組んできたことや，そうした取り組みを通して我が国
の法律などが整えられてきたことについて認識することができるようにしました。
○選挙や裁判員制度などを通して国民が政治に参加していることについて重点的に取りあげ，主体的に社会の形成に参画することの重要性
に気づくことができるようにしました。
○社会の再生産を担う家族・家庭の機能・役割を踏まえ，少子化・高齢化や人口の減少を日本が直面する大きな課題であると位置づけ，そ
の対策や解決に向けた地方自治など政治の取り組みを取りあげました。
○日本の選挙における投票率の推移を調べて課題を見いだしたり，模擬投票を体験したりする学習を位置づけて，将来の選挙権の行使に向
けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりすることができるようにしました。
○自然災害から命や暮らしを守るためには，「自助・共助・公助」がそれぞれ重要であることを取りあげ，一人一人の自覚と責任について
考えることができるようにしました。
○歴史の学習で学んだことを生かして，少子化・高齢化や人口の減少などの我が国の社会的課題の解決に向けて児童なりに主体的に考えて
表現する学習活動を位置づけました。
○外国籍や異なる文化的基盤に立つ人々とともに社会をつくっている地域の事例を取りあげ，多国籍・多文化社会化が進んでいることにつ
いて認識を深めることができるようにしました。
○国際社会の中で，他者と協力しながら問題解決に取り組んでいる日本人のはたらきを取りあげ，公共の精神や社会の発展に寄与する態度
を養うことができるようにしました。

第４号

○環境の保全という観点から江戸時代の生活様式を紹介することで，過去の事象にも学びながら，生活と環境について考えを深めることが
できるようにしました。
○さまざまな理由によって人々の生命や健康がおびやかされている世界各地の事象や，その改善のための国や人々の活動について取りあげ，
生命の尊重について考えを深めることができるようにしました。
○地球環境の現状や，その改善に向けたさまざまな取り組みを具体的に取りあげ，持続可能な社会のあり方について考え，将来にわたって
自らのとるべき態度について考えを深めることができるようにしました。

第５号

○身近な地域の史跡や遺跡を手がかりに日本の歴史について調べる学び方を紹介し，日本の伝統や文化について児童が興味・関心をもって
学習することができるようにしました。
○「国宝」「重要文化財」「世界遺産」の写真資料を多数掲載して，該当する資料にはマークを付し，代表的な文化遺産に着目しながら伝統
や文化に対する理解を深めることができるようにしました。
○日本の文化が維持・継承されてきた過程や，身近な暮らしの中にも受け継がれている伝統文化について取りあげ，我が国の伝統や文化に
ついて理解を深めることができるようにしました。
○日本の歴史の中での異文化との交流についても積極的に取りあげ，自国の文化への理解を深めるとともに，他国の文化も尊重する相対的
な視点を身につけることができるようにしました。
○戦後，我が国と近隣諸国の友好関係が発展してきたこととともに，北方領土や竹島，尖閣諸島をめぐっては課題があることにも触れて，
我が国をめぐる国際関係を多角的にとらえることができるようにしました。
○多様な資料を用いながら国旗・国歌について取りあげ，自国はもちろんのこと，他国の国旗・国歌も尊重する態度を養うことができるよ
うにしました。

『小
学社会』教育基本法との対照表

内容解説資料（2019年４月）



４年

３年

５年 ６年

教科書の内容・構成と教育基本法第二条の第１号から第５号との対応を示します。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○社会科への接続という観点から生活科の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両教科の接続がスムーズに図れるようにしまし
た。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。
○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，地図や地図記号に関する知識を広げたり理解を深めたりすることがで
きるようにしました。
○地域や市の昔と今を効果的に対比したイラストや写真などの資料を豊富に掲載し，児童が関心を高めながら学習に臨むことができるよう
にしました。
○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーに，地域の様子が時間の経過とともに変化してきていることを考える読み物資
料を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。
○第３学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○身近な地域で役割を果たす多様な人々から話をきき取る活動場面を多数設けて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度
を養ったりすることができるようにしました。
○「地域における生産や販売の仕事」では，児童らが暮らす市内の様々な仕事や勤労者を想起する活動から学習を導入する展開として，職
業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりすることができるようにしました。
○販売や生産の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。
○消防や警察の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。
○「生活の道具が発展してきた様子」の学習を重視して，暮らしをより便利なものにしてきた人間の営みに気づくことができるようにしま
した。

第３号

○身近な地域の公共施設やそれらの場所で働く人と触れ合う活動を重視して，公共の施設や仕事を理解し関心を高めることできるようにし
ました。
○販売の仕事では，障がいのある人の買い物のしやすさに配慮した商店の取り組みを紹介して，地域や社会に暮らす様々な人の立場を踏ま
えて考えることができるようにしました。
○買い物の方法が多様化している現代の社会において，人々は目的や用途に応じて買い方を選択しているということを学習する場面を設け，
学習と生活実践とのつながりを意識させることができるようにしました。
○消防や警察の仕事が，他業種や地域の様々な人々との協力・連携によって成り立っていることを印象的にとらえることのできる図や写真
資料などを数多く掲載して，公共の安全に資する活動の役割や意味を理解することができるようにしました。
○安全を呼びかける標語を考えて発表したり，地域の安全マップをつくって話し合ったりする活動例を示して，自分の身や暮らす地域の安
全を自ら守っていこうとする態度が養われるようにしました。

第４号

○児童らが暮らす市内の自然条件や土地利用，緑地の景観や分布に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められる
ようにしました。
○販売や生産の仕事では，食品の安全や衛生を確保することに注意が払われていることを調べることを重視して，衛生に対する児童の関心
を高めることができるようにしました。
○販売と生産のどちらの仕事においても，リサイクルや廃棄物の減量が取り組まれていることについての学習を重視して，環境の保全に寄
与する態度が養われるようにしました。

第５号

○「身近な地域や市の様子」については，単元の導入に，生活科で行った地域の探検活作動を想起する活動場面を設け，身近な地域に対す
る関心や愛着を高められるようにしました。
○市内に古くから残されている建造物や街道などに注目して調べる学習活動を重視して，地域の伝統と文化に対する関心や愛着を高められ
るようにしました。
○学習をまとめる場面に，市内の特色ある地域をポスターにまとめて紹介する活動を例示して，身近な地域に対する児童の関心や愛着を高
めることができるようにしました。
○商品の仕入先である外国やそれらの国々の国旗について地図などで調べる学習活動を重視して，外国に対する関心を高めたり，各国の国
旗を尊重する態度を養ったりすることができるようにしました。
○地域に古くから伝わる生活の道具を調べたり体験したりする学習を一定の比重で位置づけて，先人たちの知恵や伝統的な文化を尊ぶ態度
を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○第４学年の社会科への接続という観点から第３学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両学年の接続がスムースに図れる
ようにしました。

○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。

○児童らが出したごみや使った水は，リサイクルや水の循環によって再び自分のもとに戻ってくるということを学習に位置づけ，健やかな
身体を養うために必要な道徳的感性を育むことができるようにしました。

○児童らが興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，循環型社会の構築に向けた取り組みを知ることのできる読み物資料
を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。

○昔の開発についての学習では，工事を行ったり，事業を完遂させたりした先人の心情を想像する活動を通して，児童の情操面を養うこと
ができるようにしました。

○第４学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○児童らが住んでいる県の自然条件や土地利用，農産物の産地に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められるよ
うにしました。

○児童らの住んでいる県の主な産業について学習するページでは，働く人の姿を写真で多数取りあげ，勤労を重んずる態度を養うことがで
きるようにしました。

○ごみの処理に関わる人々や，水道施設で働く人々の話から，ごみの処理や水道の供給を安定的に行うための工夫や努力について知り，勤
労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

○災害に備える取り組みについて，様々な立場の人々がそれぞれにできる備えを進めていることを紹介し，そうした取り組みを参考に児童
らが自主及び自律的に備えを進めることができるようにしました。

○焼き物づくりの工夫や，かま元の思いなどを知ることを通して，児童らが勤労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第３号

○学校や家庭で出るごみの種類や量，使う水の用途や量について調べる活動を通して，児童らが自身の生活を見つめ直し，主体的に社会の
形成に参画する態度を養うことができるようにしました。

○ごみや水に関わる問題について，児童が将来にわたって考え続けていくことができるような学習活動や話し合いの場面を設定し，主体的
に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うことができるようにしました。

○災害から身の安全を守ることを，より確実なものにするための取り組みを取りあげ，児童が災害への備えについて，主体的に考えていく
ことができるようにしました。

○災害への備えについて児童なりに大切だと思ったことを標語に表し，他者へ伝える活動を通して，主体的に社会の形成に参画する態度を
養うことができるようにしました。

○新田開発と用水路開削の事業を完遂した先人が行った様々な工夫や努力，人々との協力の事実を通して，児童が責任感や自他の敬愛，協
力を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第４号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の貴重な自然景観や特産物の写真を取りあげ，日本の豊かな自然環境に児童の目が向
くようにしました。

○清掃工場や最終処分場でのごみの処理，下水の処理が，環境負荷を与えないように行われていることを紹介し，環境の保全に寄与する態
度を養うことができるようにしました。

○アカウミガメが産卵しやすい環境を整備する地域の人々の取り組みを通して，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うことが
できるようにしました。

第５号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の伝統行事や歴史的な建造物などの写真を取りあげ，日本の伝統や文化を尊重する態
度を養うことができるようにしました。

○県の概要についての学習をまとめる場面では，県内の地形や産物，交通の広がりなどを一枚の地図に整理する活動を通して，児童らの住
んでいる県に対する関心や愛着を高めることができるようにしました。

○地域の伝統的な年中行事についての学習では，阿波踊りが大切に受けつがれてきたことがわかるよう，草創期の踊りの様子を描いた絵画
や，昔の様子をとらえた写真などを年表とともに取りあげ，伝統と文化を尊重する態度が養われるようにしました。

○阿波踊りを実際に踊ったり，阿波人形浄瑠璃の人形を動かしたりする体験を通して，児童が伝統と文化を尊重する感性を育み，地域の文
化財や年中行事に主体的に関わっていこうとする態度を養うことができるようにしました。

○見沼新田，見沼代用水を，現在も地域の人々が大切に守っている様子を紹介し，児童が郷土愛を育むことができるようにしました。
○地域の発展を願い，様々な人々が自分にできることに取り組んでいる姿を多数の事例から紹介し，児童らが主体的に社会に参画し，その
発展に寄与する態度を養ったり，また，郷土を愛する気持ちを養ったりすることができるようにしました。

○国際交流のさかんな地域についての学習では，行政やNPOが主催する交流事業や個人間の交流など，様々な交流の様子を取りあげ，外
国の人と自分たちのお互いの伝統や文化を尊重し，他国を尊重する態度を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○資料の読み取りにおいて，特に注目すべき視点や，複数の資料を比較・関連づける考え方などを児童の発言の形で例示し，「社会的な見方・
考え方」を働かせながら学ぶことが意識づけられるようにしました。
○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第5学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。
○第５学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○食料生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。
○工業生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。
○安全性，快適さ，環境，福祉など，世の中の様々なニーズに応えようとする自動車の開発・生産の事例を取りあげ，それらを通して働く
人々の創造性について関心をもつことができるようにしました。
○世界に通用する技術をもつ国内の中小工場や，新たな分野を開拓しようとする国内の工業生産の事例を幅広く取りあげ，人々の働きのな
かで発揮される創造性の大切さなどを考えられるようにしました。
○情報通信技術や大量の情報を様々な分野・用途で活用しようとする事例を取りあげ，社会の発展のために発揮される創造性の大切さなど
を考えられるようにしました。
○情報を扱う仕事に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，
職業と生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

第３号

○食料生産についての学習をまとめる場面では，生産者だけでなく消費者の立場でも考える視点を示し，国内の食料生産の発展と自分たち
消費者との関わりについて，考えることができるようにしました。
○障がいの有無や性別などのちがいに関わらず，様々な人が働いている工場の様子を取りあげ，社会に暮らす様々な立場の人の存在につい
て考えることができるようにしました。
○自らの生活と情報との関わりを意識させる活動例や資料を多く提示し，各種メディアや情報通信技術を活用する主体として児童自らが考
えることができるようにしました。
○マスメディア（放送局）で働く人の具体的な事例を通して，情報を伝えるうえでの責任について考え，正確な情報を発信することや広く
情報を集めることの大切さに気づくことができるようにしました。
○自然災害は完全には防げないことや，被害を減らすための取り組みなどを具体的に取りあげ，一人ひとりが自然災害とどのように向き合っ
ていけばよいか，主体的に考えることができるようにしました。
○森林の育成や活用に関わる人々の様子を学習したうえで，児童自らが協力できそうなことを考える場面を設け，主体的に社会の形成に参
画する態度を養うことができるようにしました。
○公害防止や環境保全の取り組みに様々な立場の人々が関わってきたことを図などに整理し，自分たちとの関わりや，環境保全の取り組み
を進めるうえで大切なことについて，主体的に考えることができるようにしました。

第４号

○農業に従事する人々が，安全でおいしい米を多くの消費者に届けるために，無農薬や減農薬など，環境に配慮しながら様々な工夫や努力
を重ねている事例を取りあげ，環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。
○水産業に従事する人々が，質の高い魚介類を多くの消費者に安定して届けるために，環境に配慮しながら様々な工夫や努力を重ねている
事例を取りあげ，水産資源や海洋環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。
○人々の生活環境や健康に影響を及ぼした過去の公害の事例を学習したうえで，人間や社会生活と自然環境とのつながりを図で表し，自ら
が自然の一部であることや，環境を守ることの大切さについて深く考えられるようにしました。

第５号

○国土の位置や領土について正しく把握するために，日本の東西南北端や排他的経済水域，北方領土，竹島，尖閣諸島の位置や現状につい
て詳しく取りあげました。また，日章旗及び周辺国の国旗を取りあげ，国旗を大切にする態度や他国を尊重する態度を養えるようにしま
した。
○太平洋戦争における沖縄戦の歴史について取りあげ，我が国や郷土を愛し，平和を希求していく態度を養えるようにしました。
○アイヌの人たちの歴史や文化の継承について取りあげ，自然を生かしながら育まれた伝統や文化を尊重することの大切さに気づくことが
できるようにしました。
○我が国固有の領土である北方領土に近い根室の水産業について取りあげ，領土問題とその解決に向けた努力の必要性について考えること
ができるようにしました。
○豊作や豊漁を願う祭り，水田の果たす役割などについて取りあげ，食料生産と各地の生活や文化とのつながりを意識づけ，郷土の食料生
産の大切さに気づくことができるようにしました。
○日本の美しい自然や伝統文化を象徴する世界遺産を取りあげ，我が国と郷土について誇りをもち，また大切にする態度を養うことができ
るようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○児童や学習の状況に応じて柔軟に活用できる「ひろげる」のページを適宜設け，新たな知識を増やしたり学習を深めたりすることができ
るようにしました。

○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第６学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。

第２号

○勤労やボランティアなど，社会の中でそれぞれ役割を果たしている人々の思いや願いなどを適宜紹介し，それらを共感的に理解しながら
社会の形成に参画する態度を養うことができるようにしました。

○生産を高めるための人々の工夫や努力が，日本の歴史を発展させてきた原動力の一つであることをとらえることのできる教材を適宜取り
あげました。

第３号

○学年の導入にオリンピック・パラリンピックに関わる内容を位置づけ，多様な人々が共生している世界のあり方について関心や興味を高
めながら学習を進めていくことができるようにしました。

○日本国憲法の基本的な考え方や，日本の政治の基本的なしくみについて関心や問いをもち，各種の資料を活用して追究を進めながら，政
治に関わる知識や教養の基礎を培うことができるようにしました。

○ユニバーサルデザインや障害者差別解消法に関わる内容を位置づけ，すべての人々の人権を尊重する社会を形成していくことの重要性を
認識できるようにしました。

○選挙権の18才への引き下げに関わる内容を位置づけて，将来の選挙権の行使に向けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりす
ることができるようにしました。

○国民としての義務を認識し，社会を形成していく一員としての自覚を高めることができるようにしました。
○法のもとの平等の観点から，男女平等の重要性について認識できるようにしました。
○アイヌの人たちが独自の文化の継承や先住民族としての権利を守ることに自ら取り組んできたことや，そうした取り組みを通して我が国
の法律などが整えられてきたことについて認識することができるようにしました。

○選挙や裁判員制度などを通して国民が政治に参加していることについて重点的に取りあげ，主体的に社会の形成に参画することの重要性
に気づくことができるようにしました。

○社会の再生産を担う家族・家庭の機能・役割を踏まえ，少子化・高齢化や人口の減少を日本が直面する大きな課題であると位置づけ，そ
の対策や解決に向けた地方自治など政治の取り組みを取りあげました。

○日本の選挙における投票率の推移を調べて課題を見いだしたり，模擬投票を体験したりする学習を位置づけて，将来の選挙権の行使に向
けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりすることができるようにしました。

○自然災害から命や暮らしを守るためには，「自助・共助・公助」がそれぞれ重要であることを取りあげ，一人一人の自覚と責任について
考えることができるようにしました。

○歴史の学習で学んだことを生かして，少子化・高齢化や人口の減少などの我が国の社会的課題の解決に向けて児童なりに主体的に考えて
表現する学習活動を位置づけました。

○外国籍や異なる文化的基盤に立つ人々とともに社会をつくっている地域の事例を取りあげ，多国籍・多文化社会化が進んでいることにつ
いて認識を深めることができるようにしました。

○国際社会の中で，他者と協力しながら問題解決に取り組んでいる日本人のはたらきを取りあげ，公共の精神や社会の発展に寄与する態度
を養うことができるようにしました。

第４号

○環境の保全という観点から江戸時代の生活様式を紹介することで，過去の事象にも学びながら，生活と環境について考えを深めることが
できるようにしました。

○さまざまな理由によって人々の生命や健康がおびやかされている世界各地の事象や，その改善のための国や人々の活動について取りあげ，
生命の尊重について考えを深めることができるようにしました。

○地球環境の現状や，その改善に向けたさまざまな取り組みを具体的に取りあげ，持続可能な社会のあり方について考え，将来にわたって
自らのとるべき態度について考えを深めることができるようにしました。

第５号

○身近な地域の史跡や遺跡を手がかりに日本の歴史について調べる学び方を紹介し，日本の伝統や文化について児童が興味・関心をもって
学習することができるようにしました。

○「国宝」「重要文化財」「世界遺産」の写真資料を多数掲載して，該当する資料にはマークを付し，代表的な文化遺産に着目しながら伝統
や文化に対する理解を深めることができるようにしました。

○日本の文化が維持・継承されてきた過程や，身近な暮らしの中にも受け継がれている伝統文化について取りあげ，我が国の伝統や文化に
ついて理解を深めることができるようにしました。

○日本の歴史の中での異文化との交流についても積極的に取りあげ，自国の文化への理解を深めるとともに，他国の文化も尊重する相対的
な視点を身につけることができるようにしました。

○戦後，我が国と近隣諸国の友好関係が発展してきたこととともに，北方領土や竹島，尖閣諸島をめぐっては課題があることにも触れて，
我が国をめぐる国際関係を多角的にとらえることができるようにしました。

○多様な資料を用いながら国旗・国歌について取りあげ，自国はもちろんのこと，他国の国旗・国歌も尊重する態度を養うことができるよ
うにしました。

『小
学社会』教育基本法との対照表

内容解説資料（2019年４月）



４年

３年

５年 ６年

教科書の内容・構成と教育基本法第二条の第１号から第５号との対応を示します。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○社会科への接続という観点から生活科の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両教科の接続がスムーズに図れるようにしまし
た。

○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。

○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，地図や地図記号に関する知識を広げたり理解を深めたりすることがで
きるようにしました。

○地域や市の昔と今を効果的に対比したイラストや写真などの資料を豊富に掲載し，児童が関心を高めながら学習に臨むことができるよう
にしました。

○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーに，地域の様子が時間の経過とともに変化してきていることを考える読み物資
料を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。

○第３学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○身近な地域で役割を果たす多様な人々から話をきき取る活動場面を多数設けて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度
を養ったりすることができるようにしました。

○「地域における生産や販売の仕事」では，児童らが暮らす市内の様々な仕事や勤労者を想起する活動から学習を導入する展開として，職
業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりすることができるようにしました。

○販売や生産の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。

○消防や警察の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。

○「生活の道具が発展してきた様子」の学習を重視して，暮らしをより便利なものにしてきた人間の営みに気づくことができるようにしま
した。

第３号

○身近な地域の公共施設やそれらの場所で働く人と触れ合う活動を重視して，公共の施設や仕事を理解し関心を高めることできるようにし
ました。

○販売の仕事では，障がいのある人の買い物のしやすさに配慮した商店の取り組みを紹介して，地域や社会に暮らす様々な人の立場を踏ま
えて考えることができるようにしました。

○買い物の方法が多様化している現代の社会において，人々は目的や用途に応じて買い方を選択しているということを学習する場面を設け，
学習と生活実践とのつながりを意識させることができるようにしました。

○消防や警察の仕事が，他業種や地域の様々な人々との協力・連携によって成り立っていることを印象的にとらえることのできる図や写真
資料などを数多く掲載して，公共の安全に資する活動の役割や意味を理解することができるようにしました。

○安全を呼びかける標語を考えて発表したり，地域の安全マップをつくって話し合ったりする活動例を示して，自分の身や暮らす地域の安
全を自ら守っていこうとする態度が養われるようにしました。

第４号

○児童らが暮らす市内の自然条件や土地利用，緑地の景観や分布に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められる
ようにしました。

○販売や生産の仕事では，食品の安全や衛生を確保することに注意が払われていることを調べることを重視して，衛生に対する児童の関心
を高めることができるようにしました。

○販売と生産のどちらの仕事においても，リサイクルや廃棄物の減量が取り組まれていることについての学習を重視して，環境の保全に寄
与する態度が養われるようにしました。

第５号

○「身近な地域や市の様子」については，単元の導入に，生活科で行った地域の探検活作動を想起する活動場面を設け，身近な地域に対す
る関心や愛着を高められるようにしました。

○市内に古くから残されている建造物や街道などに注目して調べる学習活動を重視して，地域の伝統と文化に対する関心や愛着を高められ
るようにしました。

○学習をまとめる場面に，市内の特色ある地域をポスターにまとめて紹介する活動を例示して，身近な地域に対する児童の関心や愛着を高
めることができるようにしました。

○商品の仕入先である外国やそれらの国々の国旗について地図などで調べる学習活動を重視して，外国に対する関心を高めたり，各国の国
旗を尊重する態度を養ったりすることができるようにしました。

○地域に古くから伝わる生活の道具を調べたり体験したりする学習を一定の比重で位置づけて，先人たちの知恵や伝統的な文化を尊ぶ態度
を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○第４学年の社会科への接続という観点から第３学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両学年の接続がスムースに図れる
ようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。
○児童らが出したごみや使った水は，リサイクルや水の循環によって再び自分のもとに戻ってくるということを学習に位置づけ，健やかな
身体を養うために必要な道徳的感性を育むことができるようにしました。
○児童らが興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，循環型社会の構築に向けた取り組みを知ることのできる読み物資料
を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。
○昔の開発についての学習では，工事を行ったり，事業を完遂させたりした先人の心情を想像する活動を通して，児童の情操面を養うこと
ができるようにしました。
○第４学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○児童らが住んでいる県の自然条件や土地利用，農産物の産地に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められるよ
うにしました。
○児童らの住んでいる県の主な産業について学習するページでは，働く人の姿を写真で多数取りあげ，勤労を重んずる態度を養うことがで
きるようにしました。
○ごみの処理に関わる人々や，水道施設で働く人々の話から，ごみの処理や水道の供給を安定的に行うための工夫や努力について知り，勤
労を重んずる態度を養うことができるようにしました。
○災害に備える取り組みについて，様々な立場の人々がそれぞれにできる備えを進めていることを紹介し，そうした取り組みを参考に児童
らが自主及び自律的に備えを進めることができるようにしました。
○焼き物づくりの工夫や，かま元の思いなどを知ることを通して，児童らが勤労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第３号

○学校や家庭で出るごみの種類や量，使う水の用途や量について調べる活動を通して，児童らが自身の生活を見つめ直し，主体的に社会の
形成に参画する態度を養うことができるようにしました。
○ごみや水に関わる問題について，児童が将来にわたって考え続けていくことができるような学習活動や話し合いの場面を設定し，主体的
に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うことができるようにしました。
○災害から身の安全を守ることを，より確実なものにするための取り組みを取りあげ，児童が災害への備えについて，主体的に考えていく
ことができるようにしました。
○災害への備えについて児童なりに大切だと思ったことを標語に表し，他者へ伝える活動を通して，主体的に社会の形成に参画する態度を
養うことができるようにしました。
○新田開発と用水路開削の事業を完遂した先人が行った様々な工夫や努力，人々との協力の事実を通して，児童が責任感や自他の敬愛，協
力を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第４号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の貴重な自然景観や特産物の写真を取りあげ，日本の豊かな自然環境に児童の目が向
くようにしました。
○清掃工場や最終処分場でのごみの処理，下水の処理が，環境負荷を与えないように行われていることを紹介し，環境の保全に寄与する態
度を養うことができるようにしました。
○アカウミガメが産卵しやすい環境を整備する地域の人々の取り組みを通して，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うことが
できるようにしました。

第５号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の伝統行事や歴史的な建造物などの写真を取りあげ，日本の伝統や文化を尊重する態
度を養うことができるようにしました。
○県の概要についての学習をまとめる場面では，県内の地形や産物，交通の広がりなどを一枚の地図に整理する活動を通して，児童らの住
んでいる県に対する関心や愛着を高めることができるようにしました。
○地域の伝統的な年中行事についての学習では，阿波踊りが大切に受けつがれてきたことがわかるよう，草創期の踊りの様子を描いた絵画
や，昔の様子をとらえた写真などを年表とともに取りあげ，伝統と文化を尊重する態度が養われるようにしました。
○阿波踊りを実際に踊ったり，阿波人形浄瑠璃の人形を動かしたりする体験を通して，児童が伝統と文化を尊重する感性を育み，地域の文
化財や年中行事に主体的に関わっていこうとする態度を養うことができるようにしました。
○見沼新田，見沼代用水を，現在も地域の人々が大切に守っている様子を紹介し，児童が郷土愛を育むことができるようにしました。
○地域の発展を願い，様々な人々が自分にできることに取り組んでいる姿を多数の事例から紹介し，児童らが主体的に社会に参画し，その
発展に寄与する態度を養ったり，また，郷土を愛する気持ちを養ったりすることができるようにしました。
○国際交流のさかんな地域についての学習では，行政やNPOが主催する交流事業や個人間の交流など，様々な交流の様子を取りあげ，外
国の人と自分たちのお互いの伝統や文化を尊重し，他国を尊重する態度を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○資料の読み取りにおいて，特に注目すべき視点や，複数の資料を比較・関連づける考え方などを児童の発言の形で例示し，「社会的な見方・
考え方」を働かせながら学ぶことが意識づけられるようにしました。

○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第5学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。
○第５学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○食料生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

○工業生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

○安全性，快適さ，環境，福祉など，世の中の様々なニーズに応えようとする自動車の開発・生産の事例を取りあげ，それらを通して働く
人々の創造性について関心をもつことができるようにしました。

○世界に通用する技術をもつ国内の中小工場や，新たな分野を開拓しようとする国内の工業生産の事例を幅広く取りあげ，人々の働きのな
かで発揮される創造性の大切さなどを考えられるようにしました。

○情報通信技術や大量の情報を様々な分野・用途で活用しようとする事例を取りあげ，社会の発展のために発揮される創造性の大切さなど
を考えられるようにしました。

○情報を扱う仕事に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，
職業と生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

第３号

○食料生産についての学習をまとめる場面では，生産者だけでなく消費者の立場でも考える視点を示し，国内の食料生産の発展と自分たち
消費者との関わりについて，考えることができるようにしました。

○障がいの有無や性別などのちがいに関わらず，様々な人が働いている工場の様子を取りあげ，社会に暮らす様々な立場の人の存在につい
て考えることができるようにしました。

○自らの生活と情報との関わりを意識させる活動例や資料を多く提示し，各種メディアや情報通信技術を活用する主体として児童自らが考
えることができるようにしました。

○マスメディア（放送局）で働く人の具体的な事例を通して，情報を伝えるうえでの責任について考え，正確な情報を発信することや広く
情報を集めることの大切さに気づくことができるようにしました。

○自然災害は完全には防げないことや，被害を減らすための取り組みなどを具体的に取りあげ，一人ひとりが自然災害とどのように向き合っ
ていけばよいか，主体的に考えることができるようにしました。

○森林の育成や活用に関わる人々の様子を学習したうえで，児童自らが協力できそうなことを考える場面を設け，主体的に社会の形成に参
画する態度を養うことができるようにしました。

○公害防止や環境保全の取り組みに様々な立場の人々が関わってきたことを図などに整理し，自分たちとの関わりや，環境保全の取り組み
を進めるうえで大切なことについて，主体的に考えることができるようにしました。

第４号

○農業に従事する人々が，安全でおいしい米を多くの消費者に届けるために，無農薬や減農薬など，環境に配慮しながら様々な工夫や努力
を重ねている事例を取りあげ，環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。

○水産業に従事する人々が，質の高い魚介類を多くの消費者に安定して届けるために，環境に配慮しながら様々な工夫や努力を重ねている
事例を取りあげ，水産資源や海洋環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。

○人々の生活環境や健康に影響を及ぼした過去の公害の事例を学習したうえで，人間や社会生活と自然環境とのつながりを図で表し，自ら
が自然の一部であることや，環境を守ることの大切さについて深く考えられるようにしました。

第５号

○国土の位置や領土について正しく把握するために，日本の東西南北端や排他的経済水域，北方領土，竹島，尖閣諸島の位置や現状につい
て詳しく取りあげました。また，日章旗及び周辺国の国旗を取りあげ，国旗を大切にする態度や他国を尊重する態度を養えるようにしま
した。

○太平洋戦争における沖縄戦の歴史について取りあげ，我が国や郷土を愛し，平和を希求していく態度を養えるようにしました。
○アイヌの人たちの歴史や文化の継承について取りあげ，自然を生かしながら育まれた伝統や文化を尊重することの大切さに気づくことが
できるようにしました。

○我が国固有の領土である北方領土に近い根室の水産業について取りあげ，領土問題とその解決に向けた努力の必要性について考えること
ができるようにしました。

○豊作や豊漁を願う祭り，水田の果たす役割などについて取りあげ，食料生産と各地の生活や文化とのつながりを意識づけ，郷土の食料生
産の大切さに気づくことができるようにしました。

○日本の美しい自然や伝統文化を象徴する世界遺産を取りあげ，我が国と郷土について誇りをもち，また大切にする態度を養うことができ
るようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○児童や学習の状況に応じて柔軟に活用できる「ひろげる」のページを適宜設け，新たな知識を増やしたり学習を深めたりすることができ
るようにしました。
○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第６学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。

第２号

○勤労やボランティアなど，社会の中でそれぞれ役割を果たしている人々の思いや願いなどを適宜紹介し，それらを共感的に理解しながら
社会の形成に参画する態度を養うことができるようにしました。
○生産を高めるための人々の工夫や努力が，日本の歴史を発展させてきた原動力の一つであることをとらえることのできる教材を適宜取り
あげました。

第３号

○学年の導入にオリンピック・パラリンピックに関わる内容を位置づけ，多様な人々が共生している世界のあり方について関心や興味を高
めながら学習を進めていくことができるようにしました。
○日本国憲法の基本的な考え方や，日本の政治の基本的なしくみについて関心や問いをもち，各種の資料を活用して追究を進めながら，政
治に関わる知識や教養の基礎を培うことができるようにしました。
○ユニバーサルデザインや障害者差別解消法に関わる内容を位置づけ，すべての人々の人権を尊重する社会を形成していくことの重要性を
認識できるようにしました。
○選挙権の18才への引き下げに関わる内容を位置づけて，将来の選挙権の行使に向けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりす
ることができるようにしました。
○国民としての義務を認識し，社会を形成していく一員としての自覚を高めることができるようにしました。
○法のもとの平等の観点から，男女平等の重要性について認識できるようにしました。
○アイヌの人たちが独自の文化の継承や先住民族としての権利を守ることに自ら取り組んできたことや，そうした取り組みを通して我が国
の法律などが整えられてきたことについて認識することができるようにしました。
○選挙や裁判員制度などを通して国民が政治に参加していることについて重点的に取りあげ，主体的に社会の形成に参画することの重要性
に気づくことができるようにしました。
○社会の再生産を担う家族・家庭の機能・役割を踏まえ，少子化・高齢化や人口の減少を日本が直面する大きな課題であると位置づけ，そ
の対策や解決に向けた地方自治など政治の取り組みを取りあげました。
○日本の選挙における投票率の推移を調べて課題を見いだしたり，模擬投票を体験したりする学習を位置づけて，将来の選挙権の行使に向
けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりすることができるようにしました。
○自然災害から命や暮らしを守るためには，「自助・共助・公助」がそれぞれ重要であることを取りあげ，一人一人の自覚と責任について
考えることができるようにしました。
○歴史の学習で学んだことを生かして，少子化・高齢化や人口の減少などの我が国の社会的課題の解決に向けて児童なりに主体的に考えて
表現する学習活動を位置づけました。
○外国籍や異なる文化的基盤に立つ人々とともに社会をつくっている地域の事例を取りあげ，多国籍・多文化社会化が進んでいることにつ
いて認識を深めることができるようにしました。
○国際社会の中で，他者と協力しながら問題解決に取り組んでいる日本人のはたらきを取りあげ，公共の精神や社会の発展に寄与する態度
を養うことができるようにしました。

第４号

○環境の保全という観点から江戸時代の生活様式を紹介することで，過去の事象にも学びながら，生活と環境について考えを深めることが
できるようにしました。
○さまざまな理由によって人々の生命や健康がおびやかされている世界各地の事象や，その改善のための国や人々の活動について取りあげ，
生命の尊重について考えを深めることができるようにしました。
○地球環境の現状や，その改善に向けたさまざまな取り組みを具体的に取りあげ，持続可能な社会のあり方について考え，将来にわたって
自らのとるべき態度について考えを深めることができるようにしました。

第５号

○身近な地域の史跡や遺跡を手がかりに日本の歴史について調べる学び方を紹介し，日本の伝統や文化について児童が興味・関心をもって
学習することができるようにしました。
○「国宝」「重要文化財」「世界遺産」の写真資料を多数掲載して，該当する資料にはマークを付し，代表的な文化遺産に着目しながら伝統
や文化に対する理解を深めることができるようにしました。
○日本の文化が維持・継承されてきた過程や，身近な暮らしの中にも受け継がれている伝統文化について取りあげ，我が国の伝統や文化に
ついて理解を深めることができるようにしました。
○日本の歴史の中での異文化との交流についても積極的に取りあげ，自国の文化への理解を深めるとともに，他国の文化も尊重する相対的
な視点を身につけることができるようにしました。
○戦後，我が国と近隣諸国の友好関係が発展してきたこととともに，北方領土や竹島，尖閣諸島をめぐっては課題があることにも触れて，
我が国をめぐる国際関係を多角的にとらえることができるようにしました。
○多様な資料を用いながら国旗・国歌について取りあげ，自国はもちろんのこと，他国の国旗・国歌も尊重する態度を養うことができるよ
うにしました。

『小
学社会』教育基本法との対照表

内容解説資料（2019年４月）



４年

３年

５年 ６年

教科書の内容・構成と教育基本法第二条の第１号から第５号との対応を示します。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○社会科への接続という観点から生活科の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両教科の接続がスムーズに図れるようにしまし
た。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。
○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，地図や地図記号に関する知識を広げたり理解を深めたりすることがで
きるようにしました。
○地域や市の昔と今を効果的に対比したイラストや写真などの資料を豊富に掲載し，児童が関心を高めながら学習に臨むことができるよう
にしました。
○児童が興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーに，地域の様子が時間の経過とともに変化してきていることを考える読み物資
料を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。
○第３学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○身近な地域で役割を果たす多様な人々から話をきき取る活動場面を多数設けて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度
を養ったりすることができるようにしました。
○「地域における生産や販売の仕事」では，児童らが暮らす市内の様々な仕事や勤労者を想起する活動から学習を導入する展開として，職
業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりすることができるようにしました。
○販売や生産の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。
○消防や警察の仕事に見られる様々な工夫を具体的に取りあげて，職業と生活との関わりを考えたり，勤労を重んずる態度を養ったりする
ことができるようにしました。
○「生活の道具が発展してきた様子」の学習を重視して，暮らしをより便利なものにしてきた人間の営みに気づくことができるようにしま
した。

第３号

○身近な地域の公共施設やそれらの場所で働く人と触れ合う活動を重視して，公共の施設や仕事を理解し関心を高めることできるようにし
ました。
○販売の仕事では，障がいのある人の買い物のしやすさに配慮した商店の取り組みを紹介して，地域や社会に暮らす様々な人の立場を踏ま
えて考えることができるようにしました。
○買い物の方法が多様化している現代の社会において，人々は目的や用途に応じて買い方を選択しているということを学習する場面を設け，
学習と生活実践とのつながりを意識させることができるようにしました。
○消防や警察の仕事が，他業種や地域の様々な人々との協力・連携によって成り立っていることを印象的にとらえることのできる図や写真
資料などを数多く掲載して，公共の安全に資する活動の役割や意味を理解することができるようにしました。
○安全を呼びかける標語を考えて発表したり，地域の安全マップをつくって話し合ったりする活動例を示して，自分の身や暮らす地域の安
全を自ら守っていこうとする態度が養われるようにしました。

第４号

○児童らが暮らす市内の自然条件や土地利用，緑地の景観や分布に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められる
ようにしました。
○販売や生産の仕事では，食品の安全や衛生を確保することに注意が払われていることを調べることを重視して，衛生に対する児童の関心
を高めることができるようにしました。
○販売と生産のどちらの仕事においても，リサイクルや廃棄物の減量が取り組まれていることについての学習を重視して，環境の保全に寄
与する態度が養われるようにしました。

第５号

○「身近な地域や市の様子」については，単元の導入に，生活科で行った地域の探検活作動を想起する活動場面を設け，身近な地域に対す
る関心や愛着を高められるようにしました。
○市内に古くから残されている建造物や街道などに注目して調べる学習活動を重視して，地域の伝統と文化に対する関心や愛着を高められ
るようにしました。
○学習をまとめる場面に，市内の特色ある地域をポスターにまとめて紹介する活動を例示して，身近な地域に対する児童の関心や愛着を高
めることができるようにしました。
○商品の仕入先である外国やそれらの国々の国旗について地図などで調べる学習活動を重視して，外国に対する関心を高めたり，各国の国
旗を尊重する態度を養ったりすることができるようにしました。
○地域に古くから伝わる生活の道具を調べたり体験したりする学習を一定の比重で位置づけて，先人たちの知恵や伝統的な文化を尊ぶ態度
を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○第４学年の社会科への接続という観点から第３学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，両学年の接続がスムースに図れる
ようにしました。

○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科と他教科の連携を図りながら学習を進めていくイメージをもつことのできるコーナーを設け，カリキュラムマネジメントに基づい
た学習への活用を図ることができるようにしました。

○児童らが出したごみや使った水は，リサイクルや水の循環によって再び自分のもとに戻ってくるということを学習に位置づけ，健やかな
身体を養うために必要な道徳的感性を育むことができるようにしました。

○児童らが興味や関心に応じて活用する「ひろげる」コーナーを設け，循環型社会の構築に向けた取り組みを知ることのできる読み物資料
を掲載し，知識を広げたり理解を深めたりすることができるようにしました。

○昔の開発についての学習では，工事を行ったり，事業を完遂させたりした先人の心情を想像する活動を通して，児童の情操面を養うこと
ができるようにしました。

○第４学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○児童らが住んでいる県の自然条件や土地利用，農産物の産地に注目する学習を重視して，自然や環境に対する関心や愛着を高められるよ
うにしました。

○児童らの住んでいる県の主な産業について学習するページでは，働く人の姿を写真で多数取りあげ，勤労を重んずる態度を養うことがで
きるようにしました。

○ごみの処理に関わる人々や，水道施設で働く人々の話から，ごみの処理や水道の供給を安定的に行うための工夫や努力について知り，勤
労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

○災害に備える取り組みについて，様々な立場の人々がそれぞれにできる備えを進めていることを紹介し，そうした取り組みを参考に児童
らが自主及び自律的に備えを進めることができるようにしました。

○焼き物づくりの工夫や，かま元の思いなどを知ることを通して，児童らが勤労を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第３号

○学校や家庭で出るごみの種類や量，使う水の用途や量について調べる活動を通して，児童らが自身の生活を見つめ直し，主体的に社会の
形成に参画する態度を養うことができるようにしました。

○ごみや水に関わる問題について，児童が将来にわたって考え続けていくことができるような学習活動や話し合いの場面を設定し，主体的
に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うことができるようにしました。

○災害から身の安全を守ることを，より確実なものにするための取り組みを取りあげ，児童が災害への備えについて，主体的に考えていく
ことができるようにしました。

○災害への備えについて児童なりに大切だと思ったことを標語に表し，他者へ伝える活動を通して，主体的に社会の形成に参画する態度を
養うことができるようにしました。

○新田開発と用水路開削の事業を完遂した先人が行った様々な工夫や努力，人々との協力の事実を通して，児童が責任感や自他の敬愛，協
力を重んずる態度を養うことができるようにしました。

第４号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の貴重な自然景観や特産物の写真を取りあげ，日本の豊かな自然環境に児童の目が向
くようにしました。

○清掃工場や最終処分場でのごみの処理，下水の処理が，環境負荷を与えないように行われていることを紹介し，環境の保全に寄与する態
度を養うことができるようにしました。

○アカウミガメが産卵しやすい環境を整備する地域の人々の取り組みを通して，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うことが
できるようにしました。

第５号

○地図帳の活用の仕方についての学習場面では，各地の伝統行事や歴史的な建造物などの写真を取りあげ，日本の伝統や文化を尊重する態
度を養うことができるようにしました。

○県の概要についての学習をまとめる場面では，県内の地形や産物，交通の広がりなどを一枚の地図に整理する活動を通して，児童らの住
んでいる県に対する関心や愛着を高めることができるようにしました。

○地域の伝統的な年中行事についての学習では，阿波踊りが大切に受けつがれてきたことがわかるよう，草創期の踊りの様子を描いた絵画
や，昔の様子をとらえた写真などを年表とともに取りあげ，伝統と文化を尊重する態度が養われるようにしました。

○阿波踊りを実際に踊ったり，阿波人形浄瑠璃の人形を動かしたりする体験を通して，児童が伝統と文化を尊重する感性を育み，地域の文
化財や年中行事に主体的に関わっていこうとする態度を養うことができるようにしました。

○見沼新田，見沼代用水を，現在も地域の人々が大切に守っている様子を紹介し，児童が郷土愛を育むことができるようにしました。
○地域の発展を願い，様々な人々が自分にできることに取り組んでいる姿を多数の事例から紹介し，児童らが主体的に社会に参画し，その
発展に寄与する態度を養ったり，また，郷土を愛する気持ちを養ったりすることができるようにしました。

○国際交流のさかんな地域についての学習では，行政やNPOが主催する交流事業や個人間の交流など，様々な交流の様子を取りあげ，外
国の人と自分たちのお互いの伝統や文化を尊重し，他国を尊重する態度を養うことができるようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。
○資料の読み取りにおいて，特に注目すべき視点や，複数の資料を比較・関連づける考え方などを児童の発言の形で例示し，「社会的な見方・
考え方」を働かせながら学ぶことが意識づけられるようにしました。
○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第5学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。
○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。
○第５学年の１年間を通して学んだこと，学習技能，「社会的な見方・考え方」などをふり返るコーナーを設けて，学習した内容や学習に
用いた視点を確かめながら，自ら主体的に学習に取り組んでいく方法を身につけるとともに態度が養われるようにしました。

第２号

○食料生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。
○工業生産に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，職業と
生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。
○安全性，快適さ，環境，福祉など，世の中の様々なニーズに応えようとする自動車の開発・生産の事例を取りあげ，それらを通して働く
人々の創造性について関心をもつことができるようにしました。
○世界に通用する技術をもつ国内の中小工場や，新たな分野を開拓しようとする国内の工業生産の事例を幅広く取りあげ，人々の働きのな
かで発揮される創造性の大切さなどを考えられるようにしました。
○情報通信技術や大量の情報を様々な分野・用途で活用しようとする事例を取りあげ，社会の発展のために発揮される創造性の大切さなど
を考えられるようにしました。
○情報を扱う仕事に従事する人々を幅広く取りあげ，仕事の内容や工夫・努力，仕事に対する人々の思いなどについて学ぶことを通して，
職業と生活との関わりに関心をもったり，勤労の意味や意義を考えたりすることができるようにしました。

第３号

○食料生産についての学習をまとめる場面では，生産者だけでなく消費者の立場でも考える視点を示し，国内の食料生産の発展と自分たち
消費者との関わりについて，考えることができるようにしました。
○障がいの有無や性別などのちがいに関わらず，様々な人が働いている工場の様子を取りあげ，社会に暮らす様々な立場の人の存在につい
て考えることができるようにしました。
○自らの生活と情報との関わりを意識させる活動例や資料を多く提示し，各種メディアや情報通信技術を活用する主体として児童自らが考
えることができるようにしました。
○マスメディア（放送局）で働く人の具体的な事例を通して，情報を伝えるうえでの責任について考え，正確な情報を発信することや広く
情報を集めることの大切さに気づくことができるようにしました。
○自然災害は完全には防げないことや，被害を減らすための取り組みなどを具体的に取りあげ，一人ひとりが自然災害とどのように向き合っ
ていけばよいか，主体的に考えることができるようにしました。
○森林の育成や活用に関わる人々の様子を学習したうえで，児童自らが協力できそうなことを考える場面を設け，主体的に社会の形成に参
画する態度を養うことができるようにしました。
○公害防止や環境保全の取り組みに様々な立場の人々が関わってきたことを図などに整理し，自分たちとの関わりや，環境保全の取り組み
を進めるうえで大切なことについて，主体的に考えることができるようにしました。

第４号

○農業に従事する人々が，安全でおいしい米を多くの消費者に届けるために，無農薬や減農薬など，環境に配慮しながら様々な工夫や努力
を重ねている事例を取りあげ，環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。
○水産業に従事する人々が，質の高い魚介類を多くの消費者に安定して届けるために，環境に配慮しながら様々な工夫や努力を重ねている
事例を取りあげ，水産資源や海洋環境を守ることの大切さに気づくことができるようにしました。
○人々の生活環境や健康に影響を及ぼした過去の公害の事例を学習したうえで，人間や社会生活と自然環境とのつながりを図で表し，自ら
が自然の一部であることや，環境を守ることの大切さについて深く考えられるようにしました。

第５号

○国土の位置や領土について正しく把握するために，日本の東西南北端や排他的経済水域，北方領土，竹島，尖閣諸島の位置や現状につい
て詳しく取りあげました。また，日章旗及び周辺国の国旗を取りあげ，国旗を大切にする態度や他国を尊重する態度を養えるようにしま
した。
○太平洋戦争における沖縄戦の歴史について取りあげ，我が国や郷土を愛し，平和を希求していく態度を養えるようにしました。
○アイヌの人たちの歴史や文化の継承について取りあげ，自然を生かしながら育まれた伝統や文化を尊重することの大切さに気づくことが
できるようにしました。
○我が国固有の領土である北方領土に近い根室の水産業について取りあげ，領土問題とその解決に向けた努力の必要性について考えること
ができるようにしました。
○豊作や豊漁を願う祭り，水田の果たす役割などについて取りあげ，食料生産と各地の生活や文化とのつながりを意識づけ，郷土の食料生
産の大切さに気づくことができるようにしました。
○日本の美しい自然や伝統文化を象徴する世界遺産を取りあげ，我が国と郷土について誇りをもち，また大切にする態度を養うことができ
るようにしました。

第二条 編集上，特に意を用いた点や特色

第１号

○学習の問題をつくり見通しを立てる場面を丁寧に例示し，問題解決的な学習に対する理解を深めながら自ら主体的に取り組むことができ
るようにしました。

○児童や学習の状況に応じて柔軟に活用できる「ひろげる」のページを適宜設け，新たな知識を増やしたり学習を深めたりすることができ
るようにしました。

○前の学年の代表的な学習場面を想起させるコーナーを設け，第６学年への接続がスムーズに図れるようにしました。
○「社会的な見方・考え方」を，児童の問いや発言の形で例示したコーナーを設け，それらの見方・考え方を働かせながら学ぶことを意識
づけられるようにしました。

○社会科の学習におけるノートの有効活用例を示し，対話的な学びや深い学びにつなげることができるようにしました。

第２号

○勤労やボランティアなど，社会の中でそれぞれ役割を果たしている人々の思いや願いなどを適宜紹介し，それらを共感的に理解しながら
社会の形成に参画する態度を養うことができるようにしました。

○生産を高めるための人々の工夫や努力が，日本の歴史を発展させてきた原動力の一つであることをとらえることのできる教材を適宜取り
あげました。

第３号

○学年の導入にオリンピック・パラリンピックに関わる内容を位置づけ，多様な人々が共生している世界のあり方について関心や興味を高
めながら学習を進めていくことができるようにしました。

○日本国憲法の基本的な考え方や，日本の政治の基本的なしくみについて関心や問いをもち，各種の資料を活用して追究を進めながら，政
治に関わる知識や教養の基礎を培うことができるようにしました。

○ユニバーサルデザインや障害者差別解消法に関わる内容を位置づけ，すべての人々の人権を尊重する社会を形成していくことの重要性を
認識できるようにしました。

○選挙権の18才への引き下げに関わる内容を位置づけて，将来の選挙権の行使に向けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりす
ることができるようにしました。

○国民としての義務を認識し，社会を形成していく一員としての自覚を高めることができるようにしました。
○法のもとの平等の観点から，男女平等の重要性について認識できるようにしました。
○アイヌの人たちが独自の文化の継承や先住民族としての権利を守ることに自ら取り組んできたことや，そうした取り組みを通して我が国
の法律などが整えられてきたことについて認識することができるようにしました。

○選挙や裁判員制度などを通して国民が政治に参加していることについて重点的に取りあげ，主体的に社会の形成に参画することの重要性
に気づくことができるようにしました。

○社会の再生産を担う家族・家庭の機能・役割を踏まえ，少子化・高齢化や人口の減少を日本が直面する大きな課題であると位置づけ，そ
の対策や解決に向けた地方自治など政治の取り組みを取りあげました。

○日本の選挙における投票率の推移を調べて課題を見いだしたり，模擬投票を体験したりする学習を位置づけて，将来の選挙権の行使に向
けて関心を高めたり，主権者としての意識を高めたりすることができるようにしました。

○自然災害から命や暮らしを守るためには，「自助・共助・公助」がそれぞれ重要であることを取りあげ，一人一人の自覚と責任について
考えることができるようにしました。

○歴史の学習で学んだことを生かして，少子化・高齢化や人口の減少などの我が国の社会的課題の解決に向けて児童なりに主体的に考えて
表現する学習活動を位置づけました。

○外国籍や異なる文化的基盤に立つ人々とともに社会をつくっている地域の事例を取りあげ，多国籍・多文化社会化が進んでいることにつ
いて認識を深めることができるようにしました。

○国際社会の中で，他者と協力しながら問題解決に取り組んでいる日本人のはたらきを取りあげ，公共の精神や社会の発展に寄与する態度
を養うことができるようにしました。

第４号

○環境の保全という観点から江戸時代の生活様式を紹介することで，過去の事象にも学びながら，生活と環境について考えを深めることが
できるようにしました。

○さまざまな理由によって人々の生命や健康がおびやかされている世界各地の事象や，その改善のための国や人々の活動について取りあげ，
生命の尊重について考えを深めることができるようにしました。

○地球環境の現状や，その改善に向けたさまざまな取り組みを具体的に取りあげ，持続可能な社会のあり方について考え，将来にわたって
自らのとるべき態度について考えを深めることができるようにしました。

第５号

○身近な地域の史跡や遺跡を手がかりに日本の歴史について調べる学び方を紹介し，日本の伝統や文化について児童が興味・関心をもって
学習することができるようにしました。

○「国宝」「重要文化財」「世界遺産」の写真資料を多数掲載して，該当する資料にはマークを付し，代表的な文化遺産に着目しながら伝統
や文化に対する理解を深めることができるようにしました。

○日本の文化が維持・継承されてきた過程や，身近な暮らしの中にも受け継がれている伝統文化について取りあげ，我が国の伝統や文化に
ついて理解を深めることができるようにしました。

○日本の歴史の中での異文化との交流についても積極的に取りあげ，自国の文化への理解を深めるとともに，他国の文化も尊重する相対的
な視点を身につけることができるようにしました。

○戦後，我が国と近隣諸国の友好関係が発展してきたこととともに，北方領土や竹島，尖閣諸島をめぐっては課題があることにも触れて，
我が国をめぐる国際関係を多角的にとらえることができるようにしました。

○多様な資料を用いながら国旗・国歌について取りあげ，自国はもちろんのこと，他国の国旗・国歌も尊重する態度を養うことができるよ
うにしました。

『小
学社会』教育基本法との対照表

内容解説資料（2019年４月）


