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大単元１ 日本の歴史 配当時間 70時間 
教科書 ６上 

P４～147 

 

目  標 

●我が国の歴史上の主な事象を学ぶことを通して，国家・社

会の発展に大きなはたらきをした先人の業績や優れた文

化遺産について興味・関心と理解を深めさせる。 

●我が国の歴史や伝統を大切にし，国を愛する心情を育てる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・我が国の歴史上の主な事象にかかわる人物のはたらきや代

表的な文化遺産などに関心をもち，意欲的に調べている。 

・自分たちの生活の歴史的背景や歴史を学ぶ意味を考えよう

としている。 

・我が国の歴史や伝統の大切さを考えようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・我が国の歴史上の主な事象にかかわる人物のはたらきや代

表的な文化遺産について，学習問題や予想，学習計画を考

え，表現している。 

・我が国の歴史上の主な事象について調べたことを比較した

り関連づけたりして，人物の願いやはたらき，代表的な文

化遺産の意味を考え，適切に表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・遺跡や文化財，地図や年表，その他の資料を活用して，我

が国の歴史上の主な事象にかかわる人物のはたらきや代

表的な文化遺産について必要な情報を集め，読み取ってい

る。 

・調べたことを白地図や年表，作品などにまとめている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・大和朝廷による国土の統一の様子がわかっている。 

・天皇を中心とした政治が確立したことや日本風の文化が起

こったことがわかっている。 

・武士による政治が始まったことがわかっている。 

・室町文化が生まれたことがわかっている。 

・戦国の世が統一され，身分制度が確立し，武士による政治

が安定したことがわかっている。 

・町人の文化が栄え新しい学問が起こったことがわかってい

る。 

・廃藩置県や四民平等などの諸改革を行い，欧米の文化を取

り入れつつ近代化を進めたことがわかっている。 

・我が国の国力が充実し国際的地位が向上したことがわかっ

ている。 

・戦後我が国は民主的な国家として出発し，国民生活が向上

し国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことがわか

っている。 

・自分たちの生活の歴史的背景を理解している。 
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大単元の構成 

 

 オリエンテーション   歴史探検に出かけよう ②  

       

      

１ 国づくりへの歩み ⑦ 

大昔の暮らしをさぐろう／学習問題をつくり，学習の見通し

を立てよう／米づくりが始まる／むらからくにへ／巨大古

墳と大王／古墳をつくった人々 

  ７ 新しい文化と学問 ⑤ 

都市のにぎわいと人々の楽しみ／活気あふれる町人の文化

／文化を支えた産業と交通／新しい学問を発展させた人々

／寺子屋と藩校 

  

  

      

２ 大陸に学んだ国づくり ⑧ 

命がけの航海／聖徳太子の理想／木簡からよみがえる人々

の暮らし／聖武天皇と大仏づくり／海をこえた人やもの／

藤原道長と貴族の暮らし／日本独自の文化が生まれる 

  ８ 新しい時代の幕あけ ⑧ 

まちの風景が変わった／黒船が来た／江戸幕府がたおれる

／新しい政府をつくる／西洋に追いつけ／人々の暮らしが

変わった／自由民権運動が広まる／国会が開かれる 

  

  

     
      ９ 近代国家に向けて ⑥ 

ノルマントン号事件と条約改正／日清・日露の戦い／日露戦

争後の日本と世界／産業の発展と暮らしの向上／社会に参

加する権利を求めて 

３ 武士の政治が始まる ④ 

武士が現れる／源氏と平氏が戦う／幕府を開いた源頼朝／

元との戦い 

 

  

  

      

４ 今も受けつがれる室町文化 ③ 

書院造の部屋／簡素で静かな美しさ／暮らしの中から生ま

れた文化 

  10 戦争と人々の暮らし ⑦ 

戦火に焼けた日本／中国との戦争が始まる／アジア・太平洋

に広がる戦争／戦争と人々の暮らし／子どもたちと戦争／

おそいかかる空襲／沖縄・広島・長崎，そして敗戦 

  

    

５ 全国統一への動き ⑤ 

戦国の世の中／勢力を広げた織田信長／全国を統一した豊

臣秀吉／江戸に幕府を開いた徳川家康 

    

  11 平和で豊かな暮らしを目ざして ⑥ 

焼けあとからの出発／もう戦争はしない／日本の独立と東

京オリンピック／産業の発展と国民生活の変化／これから

の日本とわたしたち 

    

６ 幕府の政治と人々の暮らし ⑤ 

江戸を目ざす行列／江戸幕府と大名／鎖国への道／鎖国の

もとでの交流／人々の暮らしと身分 
    

  深める 

新聞づくりを通して歴史の見方を深めよう ② 

歴史上の人物やできごとから学ぼう ② 

   

○の中の数字は、配当時数。   
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小単元１ 国づくりへの歩み 配当時間 ７時間 
教科書 ６上 

P８～21 

 

目  標 

●米づくりが始まって人々の暮らしや社会の様子が変化し

てきたことをつかみ，巨大古墳の広がりなどから，王（豪

族）を中心としたくにが大和朝廷によって統一されていっ

た様子をおさえて，国の形成の経過を理解させる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・想像図の読み取りを通して，大昔の暮らしの様子や，社会

が変化・発展していく様子に関心をもち，意欲的に調べよ

うとしている。 

・身近な地域にあるこの時代の遺跡や文化財に興味をもち，

進んで調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・人々の暮らしや社会の様子が変化していく過程について学

習問題を設定し，表現している。 

・人々の暮らしや社会の様子が変化した理由を，米づくりが

始まったことと結びつけて考えている。 

・古墳の分布や出土物から，大和朝廷と地方の豪族との関係

を考えることができる。 

●観察・資料活用の技能 

・人々の暮らしの変化や，社会の様子・しくみの変化を，想

像図や写真などから読み取り，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・米づくりの伝来・定着によって，人々の暮らしや社会の様

子がどのように変わったか理解している。 

・各地に豪族が現れ，それらの人々が連合した大和朝廷によ

って国土が統一されていったことを理解している。 

 

 

 

 

 

指導・評価のポイント 

●歴史学習では，自分たちの生活経験や具体的な事実から学

ぶことが難しいことがらを，資料を通して考え，追究する

場面が多くなる。想像図を読み取る活動を通して，歴史学

習の着眼点をつかむことができるようにする。 

●想像図の読み取り・比較を通して子どもたちに考えさせる

際には，「違いの理由」を常に意識させることが大切であ

る。 

●農耕の始まりの学習では，生産手段が変化することによっ

て，人々の暮らしや集団（社会）が変わっていくことをつ

かませる。 

●むらからくにへの変化の過程では，米づくりが定着するに

つれて，立地条件や指導者（首長）の力の差などによって

むらの規模に差が生じていったこと，集団生活の規模が大

きくなるにつれて，争いや防衛といった要素が現れ，社会

の体制がつくられてきたことに気づかせる。 

●古墳の建造については，古墳の巨大さから，建造にかかっ

た人手や期間を想像させ，それを可能にした権力が全国各

地に生まれたことをとらえさせる。 

●大和朝廷による国土の統一については，古墳が集中してい

る地域があることや，大王の名が刻まれた刀や剣が九州や

北関東から出土していることから，豪族の連合である大和

朝廷がつくられて，全国の豪族を従えたことをとらえさせ

る。 
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学習指導計画 大単元名：日本の歴史 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

歴史探検に出

かけよう 

上 P4～7 

【配時２】 

自分たちの身のまわ

りに，昔の人々の暮ら

しや社会の様子を知

る手がかりが多くあ

ることに気づき，暮ら

しや社会の様子の変

化を調べていく意欲

をもつことができる

ようにする。 

○身近な地域に残っている，昔

の人々の暮らしや社会の様子を

知る手がかりとなる遺跡や行事

などについて調べる。 

◆遺跡や石碑，建造物等が伝え

ている昔の社会の様子や人々の

暮らしの様子。 

①P4～5の地図や写真から，自

分たちの身のまわりにも，昔の

人々の暮らしや世の中の様子

を知る手がかりが残されてい

ることをつかむ。 

②地域に残されているものに

ついて，いつごろのものか，ど

のような昔を伝えるものかを

調べる。 

③調べたことを出し合い，自分

たちの暮らす社会がどのよう

につくられてきたのかに関心

をもつ。 

【関】身近な地域に残されて

いる遺跡や建造物，行事など

から，昔の人々の暮らしや社

会の様子に関心をもち，意欲

的に調べようとしている。

（行）（発） 

【技】身のまわりに残された

遺跡や建造物がいつごろの

もので、どのような昔の様子

を伝えるものか調べている。

（行）（ノ） 
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学習指導計画 小単元名：国づくりへの歩み 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

大昔の暮らしを

さぐろう 

上 P8～11 

【配時２】 

想像図や出土物など

から，縄文時代の暮ら

しの様子をとらえる

とともに，弥生時代の

想像図と比較するこ

とで，暮らしの変化・

発展の様子に気づく

ことができるように

する。 

○「狩りや漁をしていたころの

様子」「米づくりが広まったころ

の様子」の想像図を読み取った

り，比較したりして，気づいた

ことや疑問点について話し合

う。 

◆大昔の人々が，狩りや漁，採

集を行って暮らしていたこと

や，そうした暮らしの様子が変

化していくこと。 

①「狩りや漁をしていたころの

様子」の想像図から，人々がど

のような暮らしをしていたの

かを読み取る。 

②P８の写真や記述から，当時

の人々の暮らしについて調べ

る。 

③「米づくりが広まったころの

様子」の想像図から，人々がど

のような暮らしをしていたの

かを読み取る。 

④２枚の想像図を比較して，何

が変化しているかを話し合い，

それはなぜかを予想する。 

【関】２枚の想像図や写真な

どから，当時の暮らしの様子

に関心をもち，自分の調べた

いことを見つけている。（行）

（発） 

【技】２枚の想像図から人々

の暮らしやむらの様子を読

み取ったり，２枚を比べて変

化を見つけ出したりしてい

る。（発）（ノ） 

学習問題をつく

り，学習の見通

しを立てよう 

上 P12～13 

【配時１】 

２枚の想像図の読み

取りからわかったこ

とや疑問点を話し合

い，大昔の暮らしの変

化・発展の様子につい

て学習問題を設定す

ることができるよう

にする。 

○２枚の想像図の読み取りか

ら，大昔の人々の暮らしの変化

について学習問題を設定し，解

決していくための方法をつか

む。 

①２枚の想像図の読み取りか

らわかったことや考えたこと，

知りたいことを話し合い，学習

問題をつくる。 

②学習問題に対する予想を出

し合いながら，大昔の暮らしに

ついて調べていく見通しをも

つ。 

③学習問題を解決していくた

めの方法（調べる・まとめる・

深める）をつかむ。 

【思】大昔の人々の暮らしの

変化について調べるための

学習問題を考え，表現してい

る。（発）（ノ） 

米づくりが始ま

る 

上 P14～15 

【配時１】 

登呂のむらの想像図

などから，米づくりの

方法やそれに使われ

た道具，大陸から伝わ

った技術について調

べ，農耕による人々の

暮らしの変化をとら

えることができるよ

うにする。 

○米づくりの様子の想像図や，

田げた，石包丁などの写真から，

この時代の米づくりの方法や作

業の特徴をつかみ，米づくりに

よってどのように暮らしが変わ

ったのかを考える。 

◆米づくりが始まって，人々は

集まって定住し，共同で作業を

行うようになったこと。 

①米づくりの様子の想像図や，

田げた，石包丁などの写真か

ら，この時代の米づくりの方法

や作業の特徴をつかむ。 

②米づくりによって，人々の暮

らし方がどのように変わった

のかを考える。 

③米づくりが始まったことで、

人々の暮らしにどのような変

化が現れたかについてまとめ

る。 

【知】米づくりが人々の暮ら

しにあたえた影響について

理解している。（発）（ノ） 

むらからくにへ 

上 P16～17 

【配時１】 

吉野ヶ里遺跡の様子

などから，首長の登場

や戦いの様子などを

調べ，むらからくにへ

と大きく変化してい

く社会の動きをとら

えることができるよ

うにする。 

○吉野ヶ里遺跡やそこからの出

土物，邪馬台国などについて調

べ，むらからくにへと移り変わ

ったころの変化の様子をつか

む。 

◆米づくりが定着すると，むら

の規模に差が生じ争いも生まれ

てきたこと。そうした中から，

ほかのむらを従える指導者が王

となり，くにがつくられるよう

になったこと。 

①吉野ヶ里遺跡の写真や P10

～11 の想像図から，大規模な

集落が生まれたころの様子を

読み取る。 

②どのようにしてむらからく

にへと移行したのか，それにと

もなってどんな変化があった

のかについて考える。 

③邪馬台国のコラムなどから，

王に率いられたくにの様子を

つかむ。 

【思】むらの様子とそこから

の出土物とを関係づけて，む

らの変化について考えてい

る。（発）（ノ） 
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巨大古墳と大

王 

上 P18～19 

【配時１】 

大仙古墳の規模や立

地条件などから，だれ

が，どのような目的で

巨大な古墳をつくっ

たのかを考え，大和朝

廷とのつながりや朝

廷と豪族の動きをと

らえることができる

ようにする。 

○写真から，巨大な古墳をつく

ることができる力をもつ人々が

現れたことをつかみ，前方後円

墳の分布や出土したものを調べ

て，朝廷の支配の広がりと各地

の豪族との関係を考える。 

◆各地で強い勢力をもつ豪族が

現れ，これらの豪族たちが連合

して大和朝廷をつくり，大王の

支配が広い範囲におよぶように

なったこと。 

①大仙古墳の大きさを調べ，身

近なものと比較するなどして

規模を実感する。 

②だれが，どのような目的でこ

のような古墳をつくったのか

話し合う。 

③前方後円墳の分布の様子や

出土した鉄剣・鉄刀から，朝廷

の支配の広がりと豪族との関

係を考える。 

【知】前方後円墳の分布の様

子や出土物から，大和朝廷と

地方豪族の関係をとらえ，国

土が統一されてきたことを

理解している。（発）（ノ） 

古墳をつくった

人々 

上 P20 

 

まとめる 

上 P21 

【配時１】 

古墳がつくられる様

子を調べ，古墳をつく

らせた人物が強大な

権力と富をもってい

たことや，古墳の造営

には大陸からの渡来

人が大きな役割を果

たしたことをつかむ

ことができるように

する。 

○古墳づくりの様子の想像図を

読み取り，大勢の人や大量の物

資，高度な技術が必要であるこ

とをつかみ，豪族の力の大きさ

や大陸からの技術の果たした役

割を考える。 

◆巨大古墳は，大きな力や富，

大陸の進んだ技術を用いてつく

られたこと。 

①想像図から，大勢の人々がさ

まざまな作業に取り組んでい

ることを読み取る。 

②古墳造営の困難さについて

話し合い，大規模な作業が組織

的に行われていたことをつか

む。 

③古墳造営に必要な高度な技

術が，渡来人によって伝えられ

たことをつかむ。 

④「まとめる」（P21）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【思】古墳造営の具体的な作

業と，それを行った豪族の権

力の大きさとを結びつけて

考えている。(発）（ノ） 
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小単元２ 大陸に学んだ国づくり 配当時間 ８時間 
教科書 ６上 

P22～35 

 

目  標 

●聖徳太子の業績や大仏造営の事業などから，天皇を中心と

した中央集権の国づくりが，大陸の政治や文化に学びなが

ら進められたことをとらえるとともに，大陸文化を消化・

吸収する中から日本風の文化が花開いていったことを理

解させる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・遣唐使派遣の様子に関心をもち，その苦労や果たした役割

について意欲的に調べようとしている。 

・日本の国づくりと大陸文化とのかかわりに関心をもち，意

欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・大陸に学びながら天皇中心の国づくりが進められていく過

程について学習問題を設定し，表現している。 

・木簡からわかることを通して，都と地方のつながりを考え

ることができる。 

・正倉院の宝物に見られる大陸文化の影響や，貴族の暮らし

の中から生まれた文化の特色などから，大陸と日本との関

係を考えることができる。 

●観察・資料活用の技能 

・大陸文化に学びながら国づくりが進められたことや，天皇

の力が地方におよぶようになったことを，想像図や写真，

地図などから読み取り，まとめている。 

 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・天皇を中心とした中央集権の国づくりが進んだことや，日

本風の文化が生まれたことを理解している。 

 

 

 

 

 

指導・評価のポイント 

●聖徳太子の政治と大化の改新の学習では，太子が目ざした

国づくりと，行ったこととを関連づけて理解させ，その後，

大化の改新を経て，天皇中心の国づくりが目ざされていっ

たことをとらえさせる。 

●平城京から出土した木簡の事例を通して，全国から税を取

り，それを都に集めるしくみがつくられたことに気づかせ，

都の支配が全国に及んだことをつかませる。 

●大仏造営については，大仏の大きさから，造営にかかる労

力や材料，期間を想像させ，それらを可能にした天皇の力

の大きさをとらえさせる。そして，大仏が造営されたころ

に，天皇を中心とした政治が確立したことをつかませる。 

●鑑真の来日や遣唐使，正倉院宝物の事例を通して，日本が，

政治のしくみや文化，宗教などを大陸から学びながら，国

のしくみを整えていったことをとらえさせる。人物の思い

に共感したり，今に伝わる文化財の意味や価値について考

えたりすることも大切である。 

●貴族の生活の学習では，貴族が政治の中心を担う世の中に

変わったことをつかみ，その暮らしや社会の様子をとらえ

させる。 

●貴族の時代には，それまで取り入れてきた大陸文化を吸

収・消化した日本風の文化が生み出されたことをとらえさ

せる。 
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学習指導計画 小単元名：大陸に学んだ国づくり 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

命がけの航海 

上 P22～23 

【配時２】 

遣唐使について調べ，

大陸の政治や文化に

学びながら進められ

ていった日本の国づ

くりについて学習問

題を設定することが

できるようにする。 

○遣唐使について調べ，日本が

長期間にわたって使節を送った

理由を考え，学習問題を設定す

る。 

◆日本から中国へ何度も遣唐使

が派遣され，使節は命がけの航

海をして大陸を目ざしたこと。 

①遣唐使船の航海について調

べ，多くの困難を乗り越えて大

陸を目ざしていたことをつか

む。 

②遣唐使がどのような目的で

大陸を目ざしたのか，何を持ち

帰ったのかを調べる。 

③日本の国づくりと大陸の文

化の関係を考え，このころの日

本の国づくりについて学習問

題をつくる。 

【関】遣唐使が何のために命

がけで大陸を目ざしたのか

に関心をもち，進んで調べよ

うとしている。（行）（発） 

【思】遣唐使派遣の目的を考

え，日本の国づくりと大陸と

の関係を調べていく学習問

題を考え，表現している。

（発）（ノ） 

聖徳太子の理

想 

上 P24～25 

【配時１】 

聖徳太子の考えや太

子が行った政治の特

色を調べ，太子が天皇

中心の国づくりを進

めたことや，太子の理

想がその後も引き継

がれていったことを

理解することができ

るようにする。 

○聖徳太子について調べ，どの

ような国づくりを目ざしていた

のか，太子の理想がその後の政

治にどのような影響をあたえた

のかを考える。 

◆聖徳太子が，天皇中心の国づ

くりを目ざして十七条の憲法や

冠位十二階をつくり，大陸から

進んだ政治のしくみや文化を取

り入れようとしたこと。 

①聖徳太子がどのようなこと

を行ったのかを調べる。 

②聖徳太子が目ざした国づく

りと，大陸の政治や文化との関

係を考える。 

③聖徳太子の業績と，その後の

政治にあたえた影響について

考える。 

【技】聖徳太子が活躍した時

代背景や目ざしたこと，業績

について調べ，わかりやすく

まとめている。（行）（ノ） 

【知】聖徳太子の業績から，

太子が目ざした国づくりに

ついて理解している。（ノ） 

木簡からよみ

がえる人々の

暮らし 

上 P26～27 

【配時１】 

平城京の様子や木簡

に記されていたこと

がらを通して，都の暮

らしとそれを支えた

各地の人々の暮らし

を，都と地方のつなが

りからとらえること

ができるようにする。 

○平城京の様子や木簡に書かれ

ていることなどを調べ，都と地

方の関係について考える。 

◆平城京と各地をつなぐ中央集

権のしくみがつくられ，都の

人々の暮らしを支える生産物が

各地から届けられるようになっ

たこと。 

①木簡に書かれていることか

ら，木簡が何に使われたのかを

考える。 

②貴族と庶民の食事を比べて，

木簡から想像したこととのつ

ながりを考える。 

③都と地方との関係について

話し合い，中央集権の国家体制

が整備されていったことをと

らえる。 

【思】木簡からわかること

と，各地から運ばれた生産物

の地図からわかることを関

連づけて，都と地方の関係を

考えている。（発）（ノ） 

聖武天皇と大

仏づくり 

上 P28～29 

【配時１】 

大仏づくりの様子や

その背景について調

べ，大仏造営が国家を

あげての事業であっ

たことや，大陸から伝

わった技術に支えら

れていたことなどを

とらえることができ

るようにする。 

○大仏づくりについて調べ，大

仏がつくられた意味を考えるこ

とを通じて，中央集権のしくみ

が整えられていったことをとら

える。 

◆天皇が大きな力で全国を支配

するしくみが整えられ，大仏造

営や国分寺の建設が進められた

こと。 

①大仏の大きさや大仏づくり

の様子から，大仏造営の経緯や

目的を調べる。 

②聖武天皇・行基・大仏づくり

にたずさわった民衆などの立

場から，大仏づくりの意味を考

え，話し合う。 

③国をあげての大事業が行わ

れたことや，国分寺の分布図な

どから，中央集権の国家のしく

みが整えられたことをつかむ。 

【知】大仏造営や国分寺の建

立などの国家的事業を通し

て，中央集権の国家のしくみ

が成立したことを理解して

いる。（発）（ノ） 
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海をこえた人

やもの 

上 P30～31 

【配時１】 

鑑真が来日した経緯

や正倉院の宝物など

から，大仏が完成した

ころの日本とアジア

の国々との交流とそ

の影響について考え

ることができるよう

にする。 

○鑑真が来日した経緯や正倉院

の宝物などを調べ，日本の国づ

くりとアジアの国々とのかかわ

りについて考える。 

◆日本は，中国との交流を通し

てアジアの国々の文化の影響を

受けていること。 

①鑑真が来日した経緯から，鑑

真の思いや日本に招いた人々

の願いを考える。 

②P22～23もふり返りながら，

遣唐使たちが果たした役割に

ついて考える。 

③大仏の開眼式の様子や正倉

院宝物などから，日本とアジア

の国々とのつながりについて

考える。 

【思】日本の国づくりとアジ

アの国々とのかかわりにつ

いて，正倉院の宝物と外国か

ら出土した品々との比較か

らわかることと関連づけて

考えている。（発）（ノ） 

藤原道長と貴

族の暮らし 

上 P32～33 

【配時１】 

貴族の屋敷の想像図

や今に受け継がれて

いる文化の様子から，

貴族の暮らしの特色

をつかみ，貴族が栄え

たころの政治につい

て理解することがで

きるようにする。 

○貴族の屋敷や暮らしの様子に

ついて調べ，貴族の栄えたころ

の政治の様子をつかむ。 

◆貴族が力をもって政治の中心

をになうようになり，貴族の暮

らしの中から，今につながる文

化も生まれてきたこと。 

①貴族の屋敷の想像図から，貴

族の暮らしの様子を読み取る。 

②藤原氏が行った政治を調べ，

貴族の時代の社会の様子をつ

かむ。 

③貴族の時代の文化や社会の

特色をつかみ，現在にも受け継

がれているものがあることに

気づく。 

【技】想像図から，貴族の暮

らしの様子を読み取ってい

る。（行）（発） 

日本独自の文

化が生まれる 

上 P34 

 

まとめる 

上 P35 

【配時１】 

大和絵やかな文字の

成立などについて調

べ，貴族の暮らしの中

から，新しい日本風の

文化が生まれたこと

を理解することがで

きるようにする。 

○大和絵やかな文字を手がかり

に，貴族の時代に生まれた文化

を調べ，日本独自の文化がつく

られたことをつかむ。 

◆大陸の文化の強い影響のもと

で発展してきた日本で，それら

を消化・吸収した，日本固有の

文化が形づくられたこと。 

①大和絵やかな文字などを手

がかりにして，貴族の時代に生

まれた文化について調べる。 

②「源氏物語」「枕草子」など

を通して，貴族の世の中で生ま

れた文化が現代まで続くよさ

をもっていることをつかむ。 

③大陸の文化を消化・吸収し

て，日本独自の文化様式がつく

られたことを理解する。 

④「まとめる」（P35）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【知】貴族の時代に，大陸の

文化を消化・吸収した日本風

の文化が生まれたことを理

解している。（発）（ノ） 

【思】日本が進めた国づくり

と大陸とのかかわりについ

て考え，表現している。（発）

（ノ） 

<深める> 

新聞づくりを通

して歴史の見

方を深めよう 

上 P36 

【配時２】 

歴史新聞づくりを通

して，学習したり興味

をもったりした歴史

上の人物やことがら

を調べ，自分の考えも

入れながら表現する

ことができるように

する。 

○これまでの学習をふり返り，

題材を選んで歴史新聞をつく

る。さらに，それらを交流させ

て，考えを深める。 

①作品例や本文記述を参考に

して歴史新聞のつくり方を理

解し，自分が書きたい題材を決

める。 

②これまでの学習をふり返り

ながら新聞の構成を考え，必要

に応じて新しく調べながら，記

事や資料をつくる。 

③作品を発表し合い，お互いに

批評したり内容を補ったりす

ることを通して，学習を深め

る。 

【技】自分が決めた題材に沿

って必要な情報を集め，それ

らを吟味・再構成して新聞づ

くりにいかしている。（行）

（ノ） 

【思】調べたことをもとに，

それに対する自分の考えや

意見を表現している。(ノ） 
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小単元３ 武士の政治が始まる 配当時間 ４時間 
教科書 ６上 

P38～46 

 

目  標 

●武士による政治が始まった経緯や鎌倉幕府のしくみを調

べ，武士の暮らしの様子や鎌倉幕府の政治について理解さ

せる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・武士による政治が始まったことに関心をもち，幕府の政治

や御家人との関係について意欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・鎌倉幕府がどのような政治を行ったのかについて学習問題

を考え，表現している。 

・元との戦いの結果，鎌倉幕府の政治がゆらいでいったこと

について，幕府と御家人の関係と関連づけて考えている。 

●観察・資料活用の技能 

・武士の暮らしの様子や鎌倉幕府の政治について，想像図や

絵図，写真などから読み取り，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・鎌倉幕府が成立した経緯と，その政治のしくみについて理

解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

●武士の館の想像図から，武士の特徴を読み取り，これまで

との違いをつかませる。 

●武士の台頭や源平の戦いの学習を通して，平氏の政治が

人々の不満をよんだ理由や，源氏が平氏を凌駕することが

できた要因を考え，武士が力をもつ世の中になったことを

とらえさせる。 

 

 

●鎌倉幕府の成立については，征夷大将軍となった源頼朝に

よって武士による政治が始められたことや，幕府に従った

御家人たちが，土地を仲立ちとした「ご恩と奉公」の関係

で将軍と結ばれていたことをつかませる。 

●元との戦いを通して，「ご恩と奉公」の関係のもと，幕府

と御家人たちが元とどのように戦ったのかをつかみ，その

後，「ご恩と奉公」の関係がくずれて幕府の力がおとろえ

ていった理由をとらえさせる。 
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学習指導計画 小単元名：武士の政治が始まる 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

武士が現れる 

上 P38～39 

【配時１】 

武士の館の想像図か

ら，武士がどのような

暮らしをしていたの

かを読み取り，武士が

力をもつ世の中につ

いて調べていく学習

問題を設定すること

ができるようにする。 

○武士の館の想像図から，武士

の暮らしの様子を読み取り，武

士の世の中について調べていく

学習問題をつくる。 

◆武芸を身につけ，一族ととも

に領地をおさめている武士が，

各地で力をつけてきたこと。 

①武士の館の想像図から，武士

の暮らしの様子を読み取る。 

②館とその周辺に住んでいる

人々の関係について考える。 

③貴族の暮らしの様子との違

いにも着目しながら，武士が活

躍した世の中について調べて

いく学習問題をつくる。 

【関】武士の館の想像図か

ら，武士の暮らしの様子に関

心をもち，調べたいことを見

つけている。（行）（発） 

【思】武士が現れて世の中が

どのように変わっていった

のかについて調べていく学

習問題を考え，表現してい

る。（ノ） 

源氏と平氏が

戦う 

上 P40～41 

【配時１】 

源氏と平氏の戦いを

調べ，武士が力をもっ

てきた経緯をつかむ

ことができるように

する。 

○源平の戦いの経緯を調べ，武

士がどのようにして力をもつよ

うになったのかを考える。 

◆武士の中で源氏と平氏が力を

のばし，戦いの結果，源氏が平

氏を滅ぼしたこと。 

①源氏と平氏の戦いを時系列

で整理しながら、それぞれの戦

いの経緯やエピソードを調べ

る。 

②源氏と平氏の戦いの結果，源

氏が勝利して武士が政権を握

るまでの流れをつかむ。 

③武士が力をもつようになっ

た背景をまとめ，武士がどのよ

うな政治を目ざしたのか予想

する。 

【知】平氏の隆盛から源平の

戦いを経て，武士が力をつけ

ていった経緯をつかんでい

る。（ノ） 

幕府を開いた

源頼朝 

上 P42～43 

【配時１】 

「ご恩と奉公」に象徴

される幕府と御家人

の関係や，鎌倉幕府の

しくみについて理解

することができるよ

うにする。 

○鎌倉の地形的特徴や，幕府と

御家人の関係を調べ，武士によ

る政治のしくみについて考え

る。 

◆源頼朝が鎌倉に幕府を開いて

武士の政治を始め，幕府と御家

人は土地を仲立ちとしてつなが

っていたこと。武士の力が朝廷

をしのぐようになったこと。 

①鎌倉の地形的な特徴を読み

取り，これまでの政治の中心と

の違いを考える。 

②「ご恩と奉公」「いざ鎌倉」

という言葉を手がかりに，幕府

と御家人の関係について話し

合う。 

③幕府の政治のしくみや朝廷

との関係を調べ，鎌倉時代の特

徴を考える。 

【技】鎌倉周辺の土地の様子

を読み取り，その特徴と，頼

朝が鎌倉に幕府を開いたこ

とのつながりを考えている。

（発）（ノ） 

【知】鎌倉幕府が成立した過

程や幕府の政治のしくみ，幕

府と御家人の関係について

理解している。（ノ） 

元との戦い 

上 P44～45 

 

まとめる 

上 P46 

【配時１】 

元との戦いを調べ，武

士が何を求めてどの

ように戦ったのか，そ

の結果、幕府と御家人

の関係がどのように

変わったのかをつか

むことができるよう

にする。 

○元との戦いの様子を調べ，こ

の戦いが幕府にどのような影響

をあたえたのかを考える。 

◆元との２度の戦いの結果，「ご

恩と奉公」の関係がくずれ，鎌

倉幕府がおとろえていったこ

と。 

①元軍と日本の武士との戦い

の様子を読み取る。 

②武士は何を求めて戦ったの

か，幕府はどのように対応した

のかを調べる。 

③元との戦いのあと，幕府と御

家人との関係がどうなってい

ったのかをまとめる。 

④「まとめる」（P46）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【思】幕府の力がおとろえて

いった理由を，幕府と御家人

の関係とかかわらせて考え

ている。（発）（ノ） 
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小単元４ 今も受けつがれる室町文化 配当時間 ３時間 
教科書 ６上 

P48～53 

 

目  標 

●室町時代に生まれた文化について調べ，自分たちの生活と

のつながりを考えることを通して，室町文化の特徴を理解

させる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・室町時代の代表的な建造物や絵画などに関心をもち，当時

の文化の様子について進んで調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・室町時代にはどのような文化が生み出されたのかについて

学習問題を考え，表現している。 

・室町文化と現代の暮らしとのつながりを考え，表現してい

る。 

 

●観察・資料活用の技能 

・室町時代の文化について，資料から読み取ったり実際に体

験したりして調べ，まとめている。 

 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・室町文化の特徴を理解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

●室町時代につくられた代表的な建造物については，前の時

代との違いや，現代とのつながりに気づかせ，その特徴を

とらえさせる。 

●室町時代に広まった水墨画や茶の湯，生け花については，

その特徴をつかませるとともに，建造物の様式との関連性

や，現代とのつながりを考えさせる。 

●室町時代に生み出された能や狂言については，田楽・猿楽

との関連をつかませ，こうした文化や，室町時代から続い

ている行事などが，今日まで受け継がれ，楽しまれている

ことの意味を考えさせる。 
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学習指導計画 小単元名：今も受けつがれる室町文化 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

書院造の部屋 

上 P48～49 

【配時１】 

室町時代の建造物に

ついて調べ，この時代

に生まれた文化に関

心をもち，学習問題を

設定することができ

るようにする。 

○書院造の写真を見て気づいた

ことを話し合い，金閣・銀閣に

ついて調べ，学習問題をつくる。 

◆室町時代には書院造の部屋が

つくられ，足利義満・義政によ

って金閣・銀閣が建てられたこ

と。 

①書院造の写真を見て気づい

たことを話し合う。 

②金閣・銀閣について調べる。 

③室町時代に生まれた文化に

ついて調べる学習問題をつく

り，学習計画を立てる。 

【関】室町時代の文化に関心

をもち、代表的な建造物につ

いて進んで調べようとして

いる。（行）（ノ） 

【思】室町時代にはどのよう

な文化が生み出されたのか

について学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

簡素で静かな

美しさ 

上 P50～51 

【配時１】 

水墨画や茶の湯、生け

花について調べ、その

特徴を理解するとと

もに，現在の暮らしと

のつながりを考える

ことができるように

する。 

○室町時代に盛んになった水墨

画や茶の湯、生け花などについ

て調べる。 

◆室町時代には雪舟によって日

本風の水墨画が完成され、茶の

湯や生け花なども盛んになった

こと。 

①「天橋立図」を見て，感じた

ことを話し合う。 

②雪舟の業績を調べる。 

③茶の湯や生け花などについ

て調べる。 

④水墨画，茶の湯，生け花の特

徴や，現代まで受け継がれてき

た意味を考え，話し合う。 

【技】資料から水墨画や茶の

湯，生け花の特徴を読み取

り，まとめている。（発）（ノ） 

【知】水墨画や茶の湯，生け

花の特徴を理解している。

（ノ） 

暮らしの中から

生まれた文化 

上 P52～53 

 

まとめる 

上 P53 

【配時１】 

室町時代に生まれた

文化と現代の暮らし

とのつながりについ

て考え，表現する。 

○能や狂言について調べ，室町

時代の文化と現代の暮らしとの

つながりを考え，表現する。 

◆田楽や猿楽が能や狂言に発展

したこと。室町時代の文化は，

現代の暮らしの中に受け継がれ

ていること。 

①「月次風俗図屏風」と「壬生

の花田植」の資料を見て，気づ

いたことを話し合う。 

②新しい文化を生み出す背景

となった室町時代の社会の様

子を調べる。 

③「まとめる」（P53）も活用し

て，本単元の学習をまとめ，室

町時代に生まれた文化と現代

の暮らしのつながりについて

考え，表現する。 

【思】室町時代に生まれた文

化と現代の暮らしとのつな

がりについて考え，表現して

いる。（発）（ノ） 
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小単元５ 全国統一への動き 配当時間 ５時間 
教科書 ６上 

P54～63 

 

目  標 

●戦国の世の中が統一されていく様子に関心をもち，信長，

秀吉，家康のはたらきを調べ，全国統一に果たした役割を

理解させる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・全国統一への動きに関心をもち，信長，秀吉，家康の業績

について意欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・全国統一がどのように進められていくのかについて学習問

題を考え，表現している。 

・信長，秀吉，家康の業績を比較したり関連づけたりしなが

ら，それぞれが行った政治の特徴を考え，表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・信長，秀吉，家康の業績を，教科書や資料を活用して調べ，

まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・信長，秀吉，家康の業績と，全国統一に果たした役割を理

解している。 

 

 

 

指導・評価のポイント 

●長篠の戦いの絵図の読み取りから，「なぜこのような時代

になったのか」という問題意識をもたせた上で，時代背景

を調べることを通して，「だれが，どのようにして戦国の

世の中を統一していくのか」という学習課題へと焦点化し

ていくようにする。 

●織田信長の統一事業については，何を目ざして，どのよう

なことを行ったのかを関連づけてとらえさせ，戦国の世の

中がどのように統一されていったのかをつかませる。 

●豊臣秀吉の統一事業については，信長の業績を引き継いで，

新たにどのようなことを行ったのかをつかませ，検地や刀

狩，身分制度によって，財政面の安定と社会の安定を図っ

たことをとらえさせる。 

●徳川家康の統一事業については，信長，秀吉が行った政治

を受けて，より安定した政治を行うために江戸幕府を開き，

大名への支配を強めたことをとらえさせる。 
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学習指導計画 小単元名：全国統一への動き 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

戦国の世の中 

上 P54～57 

【配時２】 

戦国時代の戦いの様

子に関心をもち，時代

背景を理解して，全国

統一がどのように進

められていくのかに

ついて学習問題を設

定することができる

ようにする。 

○長篠の戦いの絵図から気づい

たことを話し合い，戦国の世の

中になった経緯を調べて，学習

問題をつくる。 

◆応仁の乱の後，日本は戦国の

世の中になり，ポルトガル人が

伝えた鉄砲が戦いに使われるよ

うになったこと。 

①長篠の戦いの絵図を読み取

り，気づいたことを発表する。 

②教科書の文章や資料から，戦

国の世の中になった経緯や，当

時の様子を調べる。 

③戦国の世の中がこの後どの

ようになっていくのか話し合

う。 

④全国統一がどのように進め

られていくのかについて学習

問題をつくり，学習計画を立て

る。 

【関】長篠の戦いの絵図を読

み取り，気づいたことや疑問

に思ったことを進んで発表

している。（発）（ノ） 

【思】戦国の世の中になった

経緯をつかみ，この後どのよ

うになっていくのかについ

て学習問題を考え，表現して

いる。（発）（ノ） 

勢力を広げた

織田信長 

上 P58～59 

【配時１】 

織田信長が行った政

治を調べ，全国統一に

向けて信長が果たし

た役割を考えること

ができるようにする。 

○信長が全国統一を目ざして行

った業績を調べ，当時の人々の

思いや信長の果たした役割を考

える。 

◆信長は，対抗勢力を武力で抑

え込みながら，商工業を盛んに

したりキリスト教を保護したり

するなど，新しい考え方で政治

を進めたこと。 

①信長はどのようにして全国

統一を進めようとしていたの

かを調べる。 

②当時の人々が信長のことを

どのように思っていたかを，調

べたことを根拠にして考える。 

③全国統一を進めるために信

長の行ったことをまとめ，果た

した役割を考える。 

【技】教科書や資料を活用し

て，信長の業績について調

べ，まとめている。（行）（ノ） 

【知】信長がどのようにして

全国統一を進めていったの

かを理解している。（発）（ノ） 

全国を統一し

た豊臣秀吉 

上 P60～61 

【配時１】 

豊臣秀吉が行った政

治を調べ，全国統一に

向けて秀吉が果たし

た役割を考えること

ができるようにする。 

○秀吉が全国統一を目ざして行

った業績を調べ，当時の人々の

思いや秀吉の果たした役割を考

える。 

◆秀吉は信長の政治を引き継い

で全国統一を達成し，検地や刀

狩の政策を進めたこと。 

①秀吉はどのようにして全国

統一を進めようとしていたの

かを調べる。 

②当時の人々が秀吉のことを

どのように思っていたかを、調

べたことを根拠にして考える。 

③全国統一を進めるために秀

吉の行ったことをまとめ，果た

した役割を考える。 

【知】全国を統一した秀吉

が，どのような社会のしくみ

をつくったのかを理解して

いる。（発）（ノ） 

江戸に幕府を

開いた徳川家

康 

上 P62 

 

まとめる 

上 P63 

【配時１】 

徳川家康が行った政

治を調べ，３人の政治

の進め方を比較しな

がら，それぞれの特徴

を理解することがで

きるようにする。 

○家康が江戸幕府を開くまでの

経緯を調べ，信長・秀吉・家康

の政治をまとめる。 

◆家康が豊臣方の大名を破り，

江戸幕府を開いたこと。 

①家康はどのようにして江戸

幕府を開いたのかを調べる。 

②家康の政治の特徴を考える。 

③「まとめる」（P63）も活用し

て，本単元の学習をまとめ，全

国統一に果たした信長・秀吉・

家康の役割を考えて表現する。 

【知】家康がどのようにして

江戸幕府を開いたのかを理

解している。（発）（ノ） 

【思】３人の政治の特徴を比

較しながら，それぞれが全国

統一に果たした役割につい

て考え，表現している。（ノ）

（テ） 
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小単元６ 幕府の政治と人々の暮らし 配当時間 ５時間 
教科書 ６上 

P64～74 

 

目  標 

●江戸幕府のしくみや大名との関係，外国との関係や人々の

暮らしについて調べ，武士を中心とする身分制度が確立し，

幕府の政治が安定したことを理解させる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・幕府がどのようにして大名を従え，安定した世の中をつく

っていったのかについて関心をもち，意欲的に調べようと

している。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・江戸時代の政治のしくみや社会の様子がどのようなものだ

ったのかについて学習問題を考え，表現している。 

・江戸幕府の政治が安定していった要因を，幕府と大名の関

係や，外国との関係，身分制度と関連づけて考えている。 

●観察・資料活用の技能 

・江戸時代の政治のしくみや外国との関係，人々の暮らしの

様子について，想像図や絵図，地図などから読み取り，ま

とめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・江戸幕府が，大名や人々をどのようなしくみで支配したか

を理解している。 

・江戸幕府が鎖国政策をとるまでの経緯について理解してい

る。 

 

指導・評価のポイント 

●江戸幕府の成立と大名支配については，参勤交代の制度に

代表されるように，幕府が安定的な政治を行うために，強

い力で大名を支配するしくみがつくられたことをとらえ

させる。 

●江戸時代の対外関係については，鎖国にいたる経緯をつか

ませ，幕府の意図とその影響をとらえさせる。 

 

●朝鮮や蝦夷地，琉球王国との交流の事例を通して，鎖国下

でも近隣の地域との交流や交易が行われていたことや，そ

れが，次第にその地域への支配を強めることにつながって

いったことをとらえさせる。 

●江戸時代の人々の暮らしについては，身分制度が確立し，

人々がさまざまな制約や負担のもとで暮らしていたこと

をとらえさせる。 
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学習指導計画 小単元名：幕府の政治と人々の暮らし 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

江戸を目ざす

行列 

上 P64～65 

【配時１】 

大名行列の想像図か

ら，幕府と大名，町や

村の人々との関係に

ついて予想を立て，江

戸幕府の政治のしく

みや社会の様子につ

いて調べていく学習

問題を設定すること

ができるようにする。 

○大名行列の想像図を読み取

り，大名行列が行われるように

なった理由を考え，江戸幕府の

政治のしくみや社会の様子につ

いて学習問題をつくる。 

◆江戸時代には，各地の大名が

多くの日数と費用をかけて江戸

に向かう行列が行われたこと。 

①想像図を読み取り，気づいた

ことや疑問に思ったことを出

し合う。 

②大名行列が行われたのはな

ぜかを予想する。 

③江戸幕府の政治のしくみや

社会の様子について調べてい

く学習問題をつくる。 

【関】大名行列の想像図か

ら，このような行列が行われ

るようになった背景に関心

をもち，積極的に調べようと

している。（行）（発） 

【思】江戸時代になって社会

の様子や人々の関係がどの

ようになっていったのかに

ついて調べていく学習問題

を考え，表現している。（ノ） 

江戸幕府と大

名 

上 P66～67 

【配時１】 

大名の配置図や武家

諸法度，参勤交代の制

度について調べ，江戸

幕府の大名支配のし

くみを理解すること

ができるようにする。 

○大名配置図や武家諸法度、参

勤交代の制度などを調べ，江戸

幕府がどのようなしくみと考え

方で大名を支配したのかを考え

る。 

◆江戸幕府が，大名たちが力を

つけられないようなしくみをつ

くり，強い力で全国を支配した

こと。 

①大名の配置にはどのような

特徴があるか話し合う。 

②武家諸法度や将軍にあいさ

つする大名たちの絵などから，

幕府がどのような考え方で大

名を支配したのかを調べる。 

③江戸幕府と大名の関係につ

いてまとめる。 

【技】大名の配置図を読み取

り，配置の特徴と幕府の意図

について考えている。（発）

（ノ） 

【知】江戸幕府の大名支配の

考え方や，そのしくみについ

て理解している。（ノ） 

鎖国への道 

上 P68～69 

【配時１】 

江戸幕府が鎖国政策

をとるまでの経緯を

調べ，鎖国政策の特徴

やそれが国内に及ぼ

した影響をとらえる

ことができるように

する。 

○幕府が鎖国政策をとるまでの

経緯を調べ，鎖国政策が国内に

もたらした影響を考える。 

◆鎖国政策によって，江戸幕府

が国内の支配をゆるぎないもの

にし，貿易の利益も独占するよ

うになったこと。 

①江戸時代の初めごろの日本

と外国の交流の様子について

調べる。 

②鎖国にいたる経緯を調べ，そ

れが何を目的にしていたのか

を考える。 

③鎖国政策は国内にどのよう

な影響をもたらしたかを考え

る。 

【思】鎖国にいたる経緯を，

その背景となったできごと

と関連づけて理解している。

（発）（ノ） 

鎖国のもとで

の交流 

上 P70～71 

【配時１】 

江戸時代の近隣諸国

との交流を調べ，鎖国

政策のもとでも，使節

の行き来や交易を通

してつながりをもっ

ていたことに気づく

ことができるように

する。 

○鎖国のもとで行われた近隣諸

国との交流を調べ，外国との交

流があたえた影響を考える。 

◆鎖国政策のもとでも，対馬・

薩摩・松前を窓口として近隣諸

国との行き来や交易が行われて

いたこと。 

①鎖国によって，外国との交流

はどうなったのかを予想する。 

②対馬・薩摩・松前を窓口とし

て，ほかの国や地域と交流が行

われていたことを調べる。 

③鎖国のもとで，日本が外国と

どのような関係で結ばれてい

たのかをまとめる。 

【知】鎖国政策のもとでも，

ほかの国や地域との間で使

節の行き来や交易が行われ

ていたことを理解している。

（ノ） 

人々の暮らしと

身分 

上 P72～73 

 

まとめる 

上 P74 

【配時１】 

村や町に住む人々の

暮らしを調べ，身分制

度のもとで，人々がど

のような暮らしをし

ていたのかをとらえ

ることができるよう

にする。 

○村や町に住む人々の暮らしの

様子を調べ，幕府が人々をどの

ように治めていたかをとらえ

る。 

◆身分制度が確立し，人々は決

められた役割を負って暮らして

いたこと。 

①村に住む人々の暮らしの様

子や，百姓に対する幕府の考え

方を調べる。 

②町に住む人々の暮らしの様

子や，町人に対する幕府の考え

方を調べる。 

③身分制度が確立したことと，

幕府の支配との関係について

考える。 

④「まとめる」（P74）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【思】身分制度が確立した意

味について，幕府の支配と関

連づけて考えている。（ノ） 
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小単元７ 新しい文化と学問 配当時間 ５時間 
教科書 ６上 

P76～85 

 

目  標 

●江戸時代の文化や都市の様子，産業や交通の発達の様子を

調べ，社会が安定する中で人々が力をつけ，新しい文化や

学問が栄えたことをつかませる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・力をつけた人々がどのような文化を生み出し，楽しんだの

かに関心をもち，意欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・江戸時代にどのような文化や学問が生み出されたのかにつ

いて学習問題を考え，表現している。 

・新しい文化や学問が繁栄・普及していったことを，人々が

力をつけ交通が発達するなどの社会の変化と関連づけて

考えている。 

●観察・資料活用の技能 

・江戸時代の都市の繁栄の様子や，新しく生まれた文化や学

問について，絵図や地図などから調べ，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・江戸時代に生まれた文化や学問の特徴を理解している。 

 

 

 

 

指導・評価のポイント 

●江戸時代に生まれた文化については，歌舞伎と浮世絵を中

心にその特徴をつかませるとともに，町人の文化であった

ことから，それまでの文化との違いについて世の中の変化

と関連づけてとらえさせる。 

●江戸時代の生産や流通については，これらの発達にともな

って生まれた豊かな消費生活が，新しい文化を支え，発展

させていったことや，地域間の交流がさかんになったこと

で，文化の伝播が進んだことをとらえさせる。 

●江戸時代に生まれた学問については，鎖国によって外国と

の交流が制限されていた中で，国外に目を向けた学問（蘭

学）や，国内に目を向けた学問（国学）が生まれたことを

つかませる。 

●寺子屋や藩校の事例を通して，江戸時代には，教育が一般

庶民にまで広まっていったことや，藩校や私塾の創設など，

教育に力を入れる動きが強まったことをとらえさせる。 
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学習指導計画 小単元名：新しい文化と学問 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

都市のにぎわ

いと人々の楽

しみ 

上 P76～77 

【配時１】 

江戸の町がにぎわう

様子や人々が暮らし

を楽しんでいる様子

を読み取り，町人の成

長によって生み出さ

れた新しい文化や学

問について調べてい

く学習問題を設定す

ることができるよう

にする。 

○江戸の町のにぎわいや人々の

様子から，この時代にどのよう

な文化や学問が生まれたのかを

調べていく学習問題を設定す

る。 

◆大都市を中心に人々が力をつ

け，新しい文化を楽しんでいる

こと。 

①芝居小屋につめかける人々

の想像図を読み取り，気づいた

ことや考えたことを発表し合

う。 

②江戸時代の都市の様子や

人々の楽しみについて調べる。 

③豊かになった人々が生み出

していった文化や学問につい

て調べていく学習問題をつく

る。 

【関】江戸時代の人々がどの

ようなことを楽しんでいた

のかに関心をもち，この時代

の文化について調べようと

している。（行）（発） 

【思】江戸時代にどのような

文化や学問が生まれたのか

について学習問題を考え，表

現している。（ノ） 

活気あふれる

町人の文化 

上 P78～79 

【配時１】 

歌舞伎や浮世絵など

について調べ，江戸時

代の町人文化の特徴

をつかむとともに，そ

れらが人々に親しま

れ，発展していった様

子をとらえることが

できるようにする。 

○歌舞伎を楽しむ人々の様子や

浮世絵などから，このころに生

み出された文化の特徴を考え，

人々に親しまれた理由を考え

る。 

◆江戸時代には歌舞伎や浮世絵

などが生み出され，人々の人気

を得たこと。 

①「歌舞伎を楽しむ人々」の様

子から，歌舞伎に対する人々の

思いを考える。 

②歌舞伎や浮世絵を例に，この

時代に生み出された文化につ

いて調べる。 

③歌舞伎や浮世絵がさかんに

なった理由を考え，江戸時代の

文化の特徴をまとめる。 

【知】江戸時代に生まれた文

化の特徴を，時代背景と関連

づけて理解している。（ノ） 

文化を支えた

産業と交通 

上 P80～81 

【配時１】 

江戸時代の人やもの

の動きを調べ，産業の

発展にともなって流

通網が急速に整備さ

れていったことや，

人々の暮らしが変化

したことに気づくこ

とができるようにす

る。 

○江戸時代の交通や産業の発達

について調べ，人々の暮らしの

変化との関係について考える。 

◆交通や産業の発達によって，

人々の暮らしが変わっていった

こと。 

①絵図や地図から，江戸や大阪

を中心として日本各地が陸

路・海路で結ばれ，流通がさか

んになったことを読み取る。 

②農村での生産や暮らしの様

子を調べる。 

③流通が発達し，生産力が高ま

ることによって人々の暮らし

や社会の様子がどのように変

わったのかを考える。 

【技】絵図や地図から，交通

網が発達したことや，それに

ともなって流通がさかんに

なったり人々の暮らしが変

わったりしたことを読み取

っている。（発） 

新しい学問を

発 展 さ せ た

人々 

上 P82～83 

【配時１】 

「解体新書」の作成や

伊能忠敬の地図づく

りの過程などを調べ，

蘭学や国学などの新

しい学問が起こり，

人々の間に広まって

いったことをとらえ

ることができるよう

にする。 

○「解体新書」や伊能忠敬の地

図作成の過程を調べ，新しい学

問を求める人々の取り組みをと

らえる。 

◆江戸時代には，蘭学や国学な

どの新しい学問が起こったこ

と。 

①２枚の人体図や解剖の見学

の想像図から，気づいたことを

話し合う。 

②「解体新書」が出版された経

緯や，伊能忠敬，本居宣長らの

業績を調べる。 

③江戸時代に起こった新しい

学問とその影響についてまと

める。 

【知】江戸時代に起こった学

問の特徴を理解している。

（ノ） 

寺子屋と藩校 

上 P84 

 

まとめる 

上 P85 

【配時１】 

寺子屋や藩校の広が

りを調べ，学問が発

達・浸透していったこ

とをとらえることが

できるようにする。 

○寺子屋，藩校，私塾について

調べ，どこで，どのような教育

が行われていたのか考える。 

◆江戸時代には寺子屋，藩校，

私塾がつくられ，教育が広がっ

ていったこと。 

①「寺子屋の様子」から，江戸

時代の教育の様子を読み取る。 

②寺子屋や藩校，私塾でどのよ

うな教育が行われていたのか

を調べる。 

③教育の広がりが世の中にあ

たえた影響について考える。 

④「まとめる」（P85）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【思】教育が人々の間に広が

ることによって，世の中にど

のような影響があったのか

を考えている。（ノ） 
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小単元８ 新しい時代の幕あけ 配当時間 ８時間 
教科書 ６上 

P88～104 

 

目  標 

●明治政府が目ざした国づくりとそれによる社会の変化に

ついて調べ，日本が，西洋の文化を取り入れながら，近代

的な国家を目ざしてさまざまな改革を進めたことを理解

させる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・まちの様子や人々の暮らしの変化について関心をもち，意

欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・新しい政治を求める動きがなぜ起こり，どのように進めら

れていくのかについて学習問題を考え，表現している。 

・近代化を目ざして明治政府が行った諸改革と，社会のしく

みや人々の暮らしの変化のかかわりについて考え，適切に

表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・開国による影響や明治政府が行った諸改革による社会の変

化などについて，資料を活用して調べ，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・開国にいたる経緯や，外国と結んだ不平等条約の影響と明

治政府が進めた諸改革との関連を理解している。 

・大日本帝国憲法が制定され国会が開設された経緯をつかみ，

人々が求めた政治のあり方や政府が目ざした国づくりに

ついて理解している。 

指導・評価のポイント 

●黒船の来航と開国については，開国にいたる経緯をつかま

せるとともに，この時に結んだ条約が日本にとってどのよ

うなものだったのかを調べ，その後の国づくりに大きな影

響を及ぼすものであったことをとらえさせる。 

●倒幕の過程については，開国の影響とともに，それまで幕

府の政治に対して起こっていた動きをつかませ，新しい政

治を求める動きが強まっていたことをとらえさせる。 

●明治維新については，政治の方針や社会のしくみがそれま

でとどのように変わったのかをつかませ，明治政府が目ざ

した国づくりについてとらえさせる。 

 

 

●新政府が行った諸改革については，「富国強兵」をキーワ

ードに，それらの改革がどのように国を豊かにしたり強く

したりするのか，それは何のためなのかをとらえさせる。 

●文明開化については，生活習慣や風俗の変化から，「洋風

になった」ということとともに，「近代的になった」とい

う面にも気づかせるようにする。 

●自由民権運動の広がりについては，明治政府の進めた政治

が，人々にとってどのようなものだったかをとらえさせ，

人々が何を求めていたのかをつかませる。 

●憲法の制定と国会の開設については，大日本帝国憲法の特

徴をとらえさせるとともに，憲法を制定し議会によって政

治を進めるしくみができたことの意味を考えさせる。 
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学習指導計画 小単元名：新しい時代の幕あけ 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

まちの風景が

変わった 

上 P88～89 

【配時１】 

時代の転換期のまち

や人々の様子の変化

を調べ，政治や社会の

しくみに関心をもち，

学習問題を設定する

ことができるように

する。 

○横浜の様子を表した絵図と写

真を比較し，新しい時代になっ

てどのような変化があったのか

を考え，学習問題をつくる。 

◆まちや人々の様子が大きく変

わった背景には，政治や社会の

しくみの変化があったことが予

想されること。 

①「1860年ごろの横浜の様子」

から，人々や建物の様子を読み

取る。 

②「1890年ごろの横浜の様子」

を読み取り，どのような変化が

あったのかを考える。 

③新しい時代に変わっていっ

た理由を話し合い，学習問題を

つくり，学習計画を立てる。 

【関】まちや人々の様子の変

化に興味・関心をもち，進ん

で調べようとしている。（行）

（発） 

【思】新しい時代への変化が

なぜ起こり，どのように進ん

でいったのかについて，学習

問題を考え，表現している。

（発）（ノ） 

黒船が来た 

上 P90～91 

【配時１】 

黒船来航とそれに対

する幕府の対応を調

べ，外国との貿易が始

まった経過や，外国と

の条約が国内にあた

えた影響について考

えることができるよ

うにする。 

○黒船来航の様子とその目的，

それに対する幕府の対応や外国

との条約の内容を調べる。 

◆ペリー艦隊の来航によって鎖

国が終わり，外国との貿易が始

まったことや，外国との条約が

日本に大きな影響をあたえたこ

と。 

①ペリー艦隊と防備を固める

人々の絵図やペリーの似顔絵

から，当時の人々や幕府が黒船

来航をどのようにとらえてい

たかを読み取る。 

②ペリーが来航した目的や幕

府の対応について調べる。 

③外国と結んだ条約の内容を

つかみ，それによって国内にど

のような影響があったのかを

考える。 

【知】日本が開国にいたる経

緯や，外国と結んだ条約が不

平等なものであったことを

理解している。（発）（ノ） 

江戸幕府がた

おれる 

上 P92～93 

【配時１】 

開国による人々の暮

らしの変化や新しい

政治を目ざす動きを

調べ，国内で起こった

さまざまな動きによ

って，武士の世の中が

終わっていく経緯を

理解することができ

るようにする。 

○幕府に対する人々の不満の高

まりや，新しい政治を目ざす動

きの強まりについて調べ，江戸

幕府が倒れた経緯をつかむ。 

◆国内の不満や開国の影響によ

り，幕府に代わる新しい政治を

求める動きが強まり，江戸幕府

が倒れ武士の政治が終わったこ

と。 

①打ちこわしや百姓一揆のグ

ラフなどから、江戸幕府に対す

る人々の不満が広がっていた

ことを読み取る。 

②武士の中からも，幕府の政治

を批判する勢力が出てきたこ

とを調べる。 

③江戸幕府が倒れた経緯と要

因をまとめる。 

【思】幕府に対する批判が強

まり，幕府が倒されたこと

を，開国による影響と関連づ

けて考えている。（発）（ノ） 

【技】資料から，幕府に対し

て人々がどのような見方を

していたかを考えている。

（発）（ノ） 

新しい政府を

つくる 

上 P94～95 

【配時１】 

明治政府が行った諸

改革を調べ，政府がど

のような国づくりを

目ざしたのかをとら

えることができるよ

うにする。 

○明治政府が行った諸改革によ

って，社会がどのように変わっ

ていったのかを調べる。 

◆明治政府が，欧米諸国に学び

ながら，天皇を中心とした政治

を進め，行政制度や身分制度を

改革して社会を変えていったこ

と。 

①写真から，明治政府がどこか

ら新しい政治や文化を学ぼう

としていたのかを読み取る。 

②五か条のご誓文から，政府が

どのような方針で国づくりを

進めたのかを調べる。 

③政府が行った諸改革を調べ，

それによって社会がどのよう

に変わったのかを考える。 

【知】明治政府が行った諸改

革の内容と，それによって社

会がどのように変化したの

かを理解している。（ノ） 

西洋に追いつ

け 

上 P96～97 

【配時１】 

明治政府が，近代的な

軍隊や制度をつくり，

産業を盛んにして国

を富ませることで，欧

米諸国に追いつける

ような国づくりを目

ざしたことが理解で

きるようにする。 

○明治政府が進めた富国強兵の

国づくりについて調べ，それに

よって政府が何を目ざしたのか

を考える。 

◆政府が，地租改正や徴兵令に

よって国を強くし，外国に学ん

で近代的な産業をおこして国を

豊かにすることで，西洋に追い

つこうとしたこと。 

①国を安定させるために，政府

がどのようなことを行ったの

かを調べる。 

②産業を発展させるために，政

府がどのようなことを行った

のかを調べる。 

③政府が何のために富国強兵

の国づくりを進めたのかを考

える。 

【知】明治政府が進めた富国

強兵の国づくりの内容と，そ

の意味を理解している。（ノ） 

【思】富国強兵の国づくりが

進められた目的を，外国との

関係と関連づけて考えてい

る。（発）（ノ） 
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人々の暮らし

が変わった 

上 P98～99 

【配時１】 

人々の暮らしやまち

の様子の変化を調べ，

新しい時代になって

西洋風の文化や考え

方が取り入れられた

ことをつかむことが

できるようにする。 

○西洋風の文化や考え方が人々

の暮らしにどのような変化をあ

たえたのかを調べる。 

◆西洋風の文化や考え方を積極

的に取り入れ，人々の暮らしや

意識，社会の制度が変化したこ

と。 

①明治初めごろの東京の様子

の絵図から，街並みや人々の様

子の変化を読み取る。 

②学校制度や暮らしにどのよ

うな変化があったのかを調べ

る。 

③西洋風の文化や制度を取り

入れた明治時代の人々の気持

ちや，現代の暮らしへの影響を

考える。 

【技】資料から，西洋風の文

化や考え方が広まって社会

が変化した様子を読み取っ

ている。（発）（ノ） 

自由民権運動

が広まる 

上 P100～101 

【配時１】 

西南戦争や自由民権

運動の高まりについ

て調べ，人々が新しい

政治に対してもって

いた願いについて考

えることができるよ

うにする。 

○自由民権運動や西南戦争につ

いて調べ，人々がどのような政

治を期待していたのかを考え

る。 

◆明治政府が行った政策に対し

ては反対の動きもあったこと，

広く国民の意見を取り入れた政

治を求める運動が起こり，広ま

ったこと。 

①西南戦争など各地で起こっ

た士族の反乱を調べ，明治政府

の諸改革との関連を考える。 

②自由民権運動の演説会にせ

りふをつけ，人々が政治に求め

ていたことを考える。 

③自由民権運動が何を求め，ど

のように広がっていったのか

を調べ，その影響について考え

る。 

【思】自由民権運動が起こ

り，広まった意味や，その影

響について考えている。（発）

（ノ） 

国会が開かれ

る 

上 P102～103 

 

まとめる 

上 P104 

【配時１】 

大日本帝国憲法が制

定され，国会が開かれ

るまでの過程を調べ，

明治政府が目ざした

政治のあり方がどの

ように実現したのか

をとらえることがで

きるようにする。 

○大日本帝国憲法の条文や制定

過程から，明治政府が目ざした

政治のあり方について考える。 

◆大日本帝国憲法が制定され，

天皇主権のもとで国民の権利も

一定認められるようになったこ

と，憲法にもとづいて議会政治

が始まったこと。 

①大日本帝国憲法の条文や制

定までの過程を調べ，政府がど

のような国を目ざしていたの

かを話し合う。 

②民間でつくられた憲法を調

べ，人々がどのような願いをも

っていたのかを考える。 

③選挙が行われ国会が開かれ

たことについて調べ，その意味

を考える。 

④「まとめる」（P104）も活用

して，本単元の学習をまとめ

る。 

【知】大日本帝国憲法の内容

から，明治政府が目ざした政

治の考え方を理解している。

（ノ） 

【思】大日本帝国憲法が制定

され議会政治の始まったこ

との意味を，政府が西洋に追

いつけるような国づくりを

目ざしたことと関連づけて

考え，表現している。（発）

（ノ）（テ） 
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小単元９ 近代国家に向けて 配当時間 ６時間 
教科書 ６上 

P106～115 

 

目  標 

●条約改正が達成されていく経緯や，周りの国々との関係の

変化，産業の発達について調べ，国際社会における我が国

の地位が向上していったことをとらえさせる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・条約改正を願う人々の思いや政府の取り組みに関心をもち，

進んで調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・不平等条約がどのように改正されていくのかについて学習

問題を考え，表現している。 

・二つの戦争や産業の発達と，日本の国際的地位の向上との

関連を考え，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・日本の領土の拡大が周りの国にどのような影響をあたえた

のかについて，地図などから読み取っている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・日清・日露戦争の経緯と結果，その影響を理解している。 

・二つの戦争での勝利や不平等条約の改正などによって，我

が国の国際的地位が向上したことを理解している。 

 

指導・評価のポイント 

●条約改正については，幕末に結んだ不平等条約が日本にど

のような影響をもたらしたのかをつかませ，改正に向けて

の取り組みや世論の動向がどのようなものであったのか

をとらえさせる。 

●日清・日露戦争については，当時の日本と近隣諸国との関

係がどのようなものであったのかをつかませ，日本は何を

意図して戦争をしたのか，その結果，近隣諸国との関係は

どのように変化したのかをとらえさせる。 

 

 

●明治政府の殖産興業政策と日清・日露戦争を通して，日本

の産業が発展したことをつかませ，それにつれて，人々の

暮らしが向上したことや，一方では公害の問題が起こった

ことをとらえさせる。 

●暮らしの向上や国際社会の影響を受けて，社会問題に対す

る人々の意識が高まり，解決に向けた取り組みがさかんに

なったことをとらえさせる。 

●日清・日露戦争の結果や条約改正の達成，科学の発展など

を通して，日本の国際的地位が向上したことをとらえさせ

る。 
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学習指導計画 小単元名：近代国家に向けて 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

ノルマントン号

事件と条約改

正 

上 P106～107 

【配時１】 

不平等条約の改正を

めぐる状況を調べ，条

約改正がどのように

進められていくのか

について調べていく

学習問題を設定する

ことができるように

する。 

○不平等条約の影響や，政府・

国民の考えを調べ，条約改正ま

での動きに興味をもち，学習問

題をつくる。 

◆政府が西洋化・近代化を進め

て条約改正を実現させようとし

たことや，ノルマントン号事件

をきっかけに，条約改正を求め

る国内の声が強まったこと。 

①不平等条約に対して政府や

国民がどのように考えていた

のかを調べる。 

②条約改正に向けての取り組

みを調べる。 

③条約改正までの日本と世界

の動きを調べる学習問題をつ

くり，学習計画をたてる。 

【関】条約改正を願う人々の

思いや政府の取り組みに関

心をもち，進んで調べようと

している。（行）（発） 

【思】不平等条約がどのよう

に改正されていくのかにつ

いて，学習問題を考え，表現

している。（発）（ノ） 

日清・日露の

戦い 

上 P108～109 

【配時１】 

日清・日露戦争の経緯

と，その背景にある国

際情勢を調べ，日本と

世界の国々との関係

の変化をとらえるこ

とができるようにす

る。 

○二つの戦争の様子と結果を調

べ，日本と周りの国々との関係

がどのように変わったのかを考

える。 

◆日清戦争に勝利した日本は大

陸へ勢力をのばす足がかりをつ

かみ，これを警戒するロシアと

の間で日露戦争が起こったこ

と。 

①風刺画から，当時の東アジア

の情勢を読み取る。 

②地図などから，二つの戦争の

様子や影響を調べる。 

③二つの戦争によって，日本と

周りの国々との関係がどのよ

うに変わったのかを考える。 

【技】地図から，戦場や日本

の領土の拡大が周りの国に

どのような影響をあたえた

のかを読み取っている。（発）

（ノ） 

【知】二つの戦争の経緯と結

果，その影響を理解してい

る。（ノ） 

日露戦争後の

日本と世界 

上 P110～111 

【配時１】 

日露戦争の影響や朝

鮮併合と朝鮮の人々

の様子を調べるとと

もに，日本が条約改正

を達成し，外国と対等

につき合えるように

なったことを理解す

ることができるよう

にする。 

○日露戦争の影響や朝鮮併合の

経緯を調べ，その意味について

多面的に考えるとともに，不平

等条約が改正された背景や理由

を考える。 

◆日本が大きな犠牲を出しなが

らも日露戦争に勝利し，さらに

朝鮮を併合したこと，日本が国

力を向上させていく中で条約改

正が達成されたこと。 

①日露戦争が国内にあたえた

影響や，国民がそれをどう受け

止めていたのかを調べる。 

②朝鮮併合の経緯を調べ，朝鮮

の人々にとってどういう意味

をもったのかを考える。 

③不平等条約が改正された背

景や理由を考える。 

【知】日露戦争や朝鮮併合に

よる影響を，多面的に考え，

理解している。（発）（ノ） 

産業の発展と

暮らしの向上 

上 P112～113 

【配時２】 

産業が発展した様子

を調べ，それにともな

って人々の暮らしが

向上したことや，その

一方で公害問題が発

生したことをとらえ

ることができるよう

にする。 

○日本の産業がどのように発達

していったのかを調べ，その影

響について考える。 

◆産業の発展にともなって，

人々の暮らしも近代的なものへ

と向上していったこと，その一

方で公害問題も発生したこと。 

①軽工業・重工業が発達し，生

産力が向上したことをつかむ。 

②人々の暮らしの変化や，公害

問題の発生について調べる。 

③日本人が国際社会で活躍す

るようになってきたことにつ

いて調べる。 

【知】産業の発展にともなっ

て，近代的な生活が広がった

ことや，日本の国際的な地位

も向上していったことを理

解している。（ノ） 

社会に参加す

る権利を求め

て 

上 P114 

 

まとめる 

上 P115 

【配時１】 

産業の発展や暮らし

の向上を背景に，女性

の地位の向上や差別

の撤廃，普通選挙など

民主主義を求める運

動が起こり，国民が社

会に参加する権利を

求めるようになった

ことをとらえること

ができるようにする。 

○女性運動や全国水平社，普通

選挙運動について調べ，人々が

求めていた社会のあり方につい

て考える。 

◆近代化の進展を背景に，民主

的な社会を求めるさまざまな運

動が起こったこと。 

①女性運動や全国水平社，普通

選挙運動を通して，人々が何を

求めていたのかを調べる。 

②人々が求めていた社会のあ

り方と民主主義の考え方につ

いて話し合う。 

③「まとめる」（P115）も活用

して，本単元の学習をまとめ

る。 

【知】人々が求めていた民主

主義の考え方を理解してい

る。（ノ） 

【思】不平等条約の改正と，

二つの戦争や日本の国力の

向上とを結びつけて考え，表

現している。（発）（ノ）（テ） 
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小単元 10 戦争と人々の暮らし 配当時間 ７時間 
教科書 ６上 

P118～132 

 

目  標 

●日本の戦争がアジア・太平洋に広がっていった経緯や，国

内の様子について調べ，人々の暮らしや他国との関係がど

のように変化していったかをつかみ，国内外の被害の状況

について理解させる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・空襲による被害の様子と現在の様子から，戦争とその時代

を生きた人々の暮らしに関心をもち，進んで調べようとし

ている。 

・戦争の経緯や当時の国民生活に関心をもち，資料を調べて

積極的に考えようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・日本が戦った戦争やそのころの人々の暮らしについて学習

問題を考え，表現している。 

・戦争の状況と人々の暮らしの変化とを関連づけて考えてい

る。 

●観察・資料活用の技能 

・日本が国際社会の中で孤立していったことや，戦争がアジ

ア・太平洋に広がっていったことについて，写真や地図，

年表などから読み取り，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・戦争がどのようにして始まったのかや，それが拡大してい

った経緯を理解している。 

・戦争で，日本の国民が大きな被害を受けたことや，他国に

も大きな被害をあたえたことを理解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

●日中戦争，太平洋戦争については，開戦にいたる経緯や国

際情勢をつかませ，これらの戦争で国民が大きな被害を受

けたこと，日本が，中国をはじめとする他国に大きな損害

をあたえたことの両面をとらえさせる。 

●戦争中の暮らしについては，変化の様子と戦争の状況とを

関連づけてつかませるとともに，世の中の風潮や人々の気

持ちを，当時の状況をふまえてとらえさせる。 

●学習に際しては，当時の映像資料や体験者による出版物，

証言などを教材化したり，資料館を活用したりしながら，

事実のもつ重みを通して時代状況や人々の気持ちに迫る

ことができるようにする。 

 

 

  



 

26 

学習指導計画 小単元名：戦争と人々の暮らし 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

戦火に焼けた

日本 

上 P118～119 

【配時１】 

空襲の被害を受けた

東京のまちと現在の

様子とを比べながら，

戦時中の日本の様子

について興味・関心を

もち，学習問題を設定

することができるよ

うにする。 

○東京大空襲での被害の様子を

調べ，戦争とその時代の人々の

暮らしに関心をもち，学習問題

をつくる。 

◆空襲で多くの人々が犠牲にな

り、東京をはじめたくさんの都

市が大きな被害を受けた戦争を

日本が戦ったこと。 

①東京大空襲の写真を見て気

づいたことを話し合う。 

②東京大空襲での人的・物的な

被害を調べる。 

③戦争とその時代について関

心をもったことがらから学習

問題をつくり，学習計画を立て

る。 

【関】空襲の被害を受けた東

京の写真から，戦争とその時

代の人々の暮らしに関心を

もち，進んで調べようとして

いる。（行）（発） 

【思】日本が戦った戦争や

人々の暮らしの様子につい

て学習問題を考え，表現して

いる。（発）（ノ） 

中国との戦争

が始まる 

上 P120～121 

【配時１】 

日本と中国との戦争

がどのように始まり，

展開していったのか

を調べ，中国大陸で戦

線が拡大していった

経緯を理解すること

ができるようにする。 

○日本が中国大陸に進出し，中

国との間で戦争が起こった経緯

について調べる。 

◆日本が国内の不況を打開する

ために中国大陸に進出したこと

から，国際社会で孤立していき，

ついには，中国との戦争が始ま

ったこと。 

①日本が中国大陸に進出して

いった経緯や，満州に渡った

人々がどのような暮らしをし

ていたのかを調べる。 

②満州国建国が国際社会の反

感を買い，日本が孤立化してい

ったことをとらえる。 

③中国大陸で戦線が広がり，戦

いが長期化していったことを

調べる。 

④日本と中国との戦争がどの

ようなものだったのかについ

て考え，まとめる。 

【知】日中戦争が始まった経

緯と，その後中国全土に戦線

が拡大していったことを理

解している。（発）（ノ） 

アジア・太平洋

に広がる戦争 

上 P122～123 

【配時１】 

戦争が，アジア・太平

洋の広い範囲に拡大

していった経緯や背

景を調べ，その影響に

ついて理解すること

ができるようにする。 

○戦争がアジア・太平洋地域へ

と広がっていく経緯とその背景

を調べ，日本の状況や他の地域

にあたえた影響について考え

る。 

◆日本がアメリカ・イギリスと

も戦争を始め，戦域を広げてい

ったこと。資源の不足と戦力の

ちがいや，占領地で起こった抵

抗運動によって、日本が徐々に

追い込まれていったこと。 

①年表と地図から，戦争がアジ

ア・太平洋地域へと広がってい

く経過を読み取る。 

②グラフから，日本とアメリカ

の航空機生産力のちがいが何

を意味するかを考える。 

③戦況の変化や占領した地域，

植民地の人々にあたえた影響

について考える。 

【技】年表や地図から，戦争

がアジア・太平洋地域に広が

っていったことを読み取っ

ている。（発）（ノ） 

【知】戦争がアジア・太平洋

地域に広がっていったこと

の影響を理解している。（ノ） 

戦争と人々の

暮らし 

上 P124～125 

【配時１】 

戦争中の暮らしの様

子を調べ，戦争が人々

の暮らしにあたえた

影響について考える

ことができるように

する。 

○戦争が人々の暮らしにどのよ

うな影響をあたえたのかを調

べ，当時の人々はどのような思

いだったのかを考える。 

◆国が戦争を推し進めることに

総力をあげていった結果，人々

の暮らしが物心両面で大きな制

約を受けるようになっていった

こと。 

①写真や年表から，人々の暮ら

しが変わっていった様子を調

べる。 

②戦争の状況が悪化するにし

たがい，資源や物資が不足して

いったことをつかむ。 

③標語がつくられた理由と当

時の人々の思いを考える。 

【技】写真や年表から，戦争

中の人々の暮らしの変化を

読み取っている。（発）（ノ） 

【知】戦争中の国の政策が

人々の暮らしにあたえた影

響について理解している。

（発）（ノ） 

子どもたちと戦

争 

上 P126～127 

【配時１】 

戦争中の子どもたち

の暮らしの様子を調

べ，戦争が子どもたち

の暮らしにあたえた

影響について考える

ことができるように

する。 

○戦争中の子どもたちの暮らし

の様子を調べ，当時の子どもた

ちの思いや願いを考える。 

◆教科書や学校行事にも戦争の

影響が色濃くなり，戦争遂行の

ための教育が行われていたこ

と。 

①戦争中の子どもたちの暮ら

しを推測する。 

②資料から，戦争中の子どもた

ちの暮らしについて調べる。 

③戦争が子どもたちの暮らし

にどのような影響をあたえた

のか話し合う。 

【思】戦争中の子どもたちの

暮らしの様子をつかみ，自分

たちの日常生活と比較しな

がら，当時の子どもの思いや

願いを考えている。（発）（ノ） 
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おそいかかる

空襲 

上 P128～129 

【配時１】 

空襲による被害や日

本各地に残る戦争遺

跡について調べ，戦争

によって国民が受け

た被害の大きさを理

解することができる

ようにする。 

○空襲の様子と被害の大きさに

ついて調べ，戦争が国民生活に

及ぼした影響について考える。 

◆アメリカ軍の圧倒的な航空力

によって，日本各地が空襲を受

け，大きな被害を受けたこと。 

①写真から空襲の様子につい

てとらえ，空襲された都市の被

害について推測する。 

②日本各地での空襲の被害に

ついて調べる。 

③疎開体験者に話を聞いたり

地域に残る戦争遺跡を調べた

りして，国民が受けた被害につ

いて話し合う。 

【知】空襲によって国民が受

けた被害の大きさについて

理解している。（発）（ノ） 

沖縄・広島・長

崎，そして敗戦 

上 P130～131 

 

まとめる 

上 P132 

【配時１】 

沖縄戦や広島・長崎へ

の原爆投下について

調べ，大きな犠牲の上

に戦争が終結したこ

とを理解し，この戦争

に対する自分の考え

を深めることができ

るようにする。 

○沖縄戦や広島・長崎の原爆の

被害について調べ，この戦争が

大きな犠牲をはらって終わった

ことを理解し，戦争の学習から

学んだことを表現する。 

◆沖縄戦，広島・長崎への原爆

投下によって，多くの非戦闘員

の命が奪われ，さらに，満州や

樺太などでも多くの民間人が犠

牲になり，戦争が終結したこと。 

①沖縄戦の様子と被害につい

て調べる。 

②広島・長崎に投下された原爆

による被害について調べる。 

③日本が敗戦を迎えるまでの

経緯を調べ，戦争が国内外に大

きな被害を出して終わったこ

とをつかむ。 

④「まとめる」（P132）も活用

して，本単元の学習をまとめ

る。 

【知】沖縄戦や原爆がもたら

した被害の大きさについて

理解している。（発）（ノ） 

【思】学習したことをもと

に，この戦争に対する自分の

考えをまとめ，表現してい

る。（ノ）（テ） 
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小単元 11 平和で豊かな暮らしを目ざして 配当時間 ６時間 
教科書 ６上 

P134～145 

 

目  標 

●日本国憲法の制定や束京オリンピックの開催，高度経済成

長などを通して，戦後，日本が平和で民主的な国づくりに

取り組み，国際社会からの信頼を回復するとともに，国民

生活も向上していったことを理解させる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・戦後，人々がどのような願いをもち，どのような社会を目

ざしていったのかについて関心をもち，積極的に調べよう

としている。 

・日本と近隣諸国との関係について，これからどのようにし

ていくのがよいのか考え，表現している。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・戦後の日本の社会がどのように変わっていくのかについて

学習問題を考え，表現している。 

・産業や経済の発展と，社会や人々の暮らしの変化とを関連

づけて考えている。 

●観察・資料活用の技能 

・戦後の社会や暮らしの変化について，資料を読み取ったり

身近な人から聞き取りをしたりして調べ，まとめている。 

 

 

 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・日本国憲法やさまざまな改革の内容をつかみ，戦後，日本

が民主的な国家を目ざしてきたことを理解している。 

・国民生活が向上したことや，国際社会の中で日本が重要な

役割を果たしてきたことを理解している。 

 

指導・評価のポイント 

●戦争で受けた被害の大きさや，他国にあたえた影響から，

戦後，日本がどのような社会を目ざしたのかについての問

題意識をもたせる。 

●戦後の諸改革については，社会のしくみがそれまでとどの

ように変わったのかをつかみ，「民主的な社会のしくみ」

が目ざされたことをとらえさせる。 

●日本の独立や東京オリンピックの開催の事例を通して，戦

後，日本が国際的地位を回復してきた経緯をつかみ，敗戦

から短い期間で復興をとげたことをとらえさせる。 

 

 

●経済の発展と生活の変化については，家の人や地域の人か

らの聞き取りなども取り入れながら，高度経済成長を遂げ

て国民生活が急速に豊かになったことをつかませる。 

●日本と近隣諸国との関係を通して，戦後，日本は，近隣の

国々と平和的な関係を築いてきたことや，その一方で課題

も残されていることをつかませる。 

●今日の社会に残されている課題の多くには，歴史的な背景

があることに気づかせ，そうした経緯をふまえたうえで，

平和的な手段で解決していくことが大切であることを確

認する。 
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学習指導計画 小単元名：平和で豊かな暮らしを目ざして 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

焼けあとから

の出発 

上 P134～135 

【配時１】 

戦争が終わったころ

の暮らしの様子や

人々の願いを調べ，戦

後，どのような社会が

目ざされたのかにつ

いて調べていく学習

問題を設定すること

ができるようにする。 

○戦争が終わったころの暮らし

の様子を調べ，人々がどのよう

な社会を目ざしたのかを考えな

がら，学習問題をつくる。 

◆戦争が終わったころの暮らし

はとても厳しいものであったこ

と，その中で人々は暮らしを立

て直していったこと。 

①写真から，戦争が終わったこ

ろの様子を調べ，人々の暮らし

を推測する。 

②戦争を体験した人の話など

から，さらに調べたいことや疑

問を出し合う。 

③戦後の社会や人々の暮らし

について，学習問題をつくり，

学習計画を立てる。 

【関】戦争が終わったころの

暮らしの様子や人々の願い

に関心をもち，進んで調べよ

うとしている。（発）（行） 

【思】戦後，人々は何を願い，

どのようにして新しい社会

を築いてきたのかについて

学習問題を考え，表現してい

る。（ノ） 

もう戦争はしな

い 

上 P136～137 

【配時１】 

日本国憲法が制定さ

れ，さまざまな改革が

進められていく過程

を調べ，日本が目ざし

た新しい社会のあり

方をについて考える

ことができるように

する。 

○日本国憲法やさまざまな改革

を調べ，民主的な社会がつくら

れていったことについて考え

る。 

◆日本国憲法が制定され，国民

主権の原則のもとで，平和で民

主的な社会づくりが目ざされて

いったこと。 

①写真から，戦後の日本が平和

で民主的な社会になったこと

をつかむ。 

②日本国憲法やさまざまな制

度の改革について調べる。 

③戦後の日本が目ざした社会

のあり方について話し合う。 

【知】日本国憲法やさまざま

な改革の内容をつかみ，戦

後，日本が民主的な国家を目

ざしてきたことを理解して

いる。（ノ） 

日本の独立と

東京オリンピッ

ク 

上 P138～139 

【配時１】 

日本が独立を回復し

たことや東京オリン

ピックが開催された

ことなどを調べ，日本

が国際社会に復帰し

た過程を理解するこ

とができるようにす

る。 

○日本が独立を回復した経緯や

東京オリンピックが開催された

経緯について調べ，これらのこ

とが国内外におよぼした影響に

ついて考える。 

◆終戦から７年目に日本が独立

を回復し，国際連盟にも加入し

て国際社会へ復帰したこと，そ

の後，東京オリンピックを開催

するまでに国際社会での地位を

向上させたこと。 

①アメリカに占領されていた

日本が独立を回復した経緯を

つかむ。 

②東京オリンピックが開催さ

れるまでの経緯や，当時の人々

の思いについて調べる。 

③東京オリンピックが開催さ

れたことの意味を考え，話し合

う。 

【知】日本が独立を回復し，

その後も東京オリンピック

を開催するまでに国際社会

での地位を向上させていっ

た経緯を理解している。（ノ） 

産業の発展と

国民生活の変

化 

上 P140～141 

【配時１】 

産業や経済が急速に

発展した様子を調べ，

それに関連して社会

の様子や人々の暮ら

しがどのように変化

していったのかを考

えることができるよ

うにする。 

○産業や経済の発展と人々の暮

らしの向上をつなげて考え，経

済の成長がもたらした変化につ

いて理解する。 

◆日本の産業が急速に発展し，

人々の暮らしが向上したこと。

その一方で，公害という新たな

問題が起きたこと。 

①産業や経済が急速に発展し

ていった様子について調べる。 

②経済の発展によって人々の

暮らしがどのように変化した

のか調べる。 

③産業が発展していく一方で，

公害の問題も起こったことを

つかむ。 

【技】資料を読み取ったり家

の人から話を聞いたりして，

経済が急速に発展したころ

の暮らしの変化について調

べている。（発）（ノ） 

これからの日

本とわたしたち 

上 P142～144 

 

まとめる 

上 P145 

【配時２】 

歴史の学習をふり返

り，戦後の近隣諸国と

の関係や残された課

題について調べ，現在

やこれからの社会の

あり方について考え

ることができるよう

にする。 

○日本と近隣の国々との間に残

された課題に目を向け，これか

らの社会のあり方について考え

る。 

◆日本と近隣の国々との間に

は，解決していかなければなら

ない課題が残されていること。

ともに発展していくために，平

和で友好的な関係を築いていく

ことが重要であること。 

①日本と近隣の国々との結び

つきについて調べる。 

②日本と近隣の国々との間に

残された課題について調べる。 

③今日の社会が築かれてきた

経緯をふり返り，これからの社

会のあり方について考え，話し

合う。 

④「まとめる」（P145）も活用

して，本単元の学習をまとめ

る。 

【思】日本と近隣の国々との

関係について，現在やこれか

らの社会でどうしていくこ

とがよいのかについて考え，

表現している。（発）（ノ）（テ） 

【技】教科書から，日本と近

隣諸国との結びつきや，残さ

れている課題を読み取って

いる。（発）（ノ） 
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<深める> 

歴史上の人物

やできごとから

学ぼう 

上 P146～147 

【配時２】 

歴史の学習から学ん

だことと自分たちの

暮らしとのつながり

を考え，今後，自分が

大切にしていきたい

ことを意見文にまと

めることができるよ

うにする。 

○歴史上の人物やできごとから

学んだことをもとに，自分の考

えを意見文にまとめる。 

◆歴史から学んだことと自分た

ちの暮らしとのつながりを考

え，歴史上の人物やできごとの

意味や価値と今後の自分たちの

あり方を考えること。 

①ノートや作品などから，これ

まで学習してきたことをふり

返り，自分たちの暮らしとのつ

ながりについて話し合う。 

②歴史上の人物やできごとか

ら学んだことをもとに，大切だ

と思うことや自分の考えをメ

モにまとめる。 

③メモをもとに意見文を仕上

げる。 

【関】歴史学習をふり返り，

歴史上の人物やできごとか

ら学んだことをもとに，今後

の自分たちのあり方を考え，

意見文にまとめようとして

いる。（行）（ノ） 

【思】教科書やノート，これ

までつくった作品などをい

かして，歴史上の人物やでき

ごとから学んだことをまと

め，意見文に表現している。

（ノ） 
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大単元２ 暮らしの中の政治 配当時間 16時間 
教科書 ６下 

P２～37 

 

目  標 

●身近な地域で行われている施策や国や地方公共団体のは

たらきとしくみについて調べ，政治は，国民が健康で文化

的な生活を送るために大切なはたらきをしていることを

理解させるとともに，国民が政治にかかわることの大切さ

に気づかせる。 

●日本国憲法と国民生活との関係について調べ，憲法の基本

的な考え方を理解するとともに，社会を構成する一員とし

ての自覚を育てる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

身近な生活にかかわる政治のはたらきや日本国憲法と暮

らしとの関係に関心をもち，意欲的に調べ，国民と政治と

のかかわりについて考えるとともに，社会の一員としての

自覚をもとうとしている。 
 

●社会的な思考・判断・表現 

身近な生活にかかわる政治のはたらきについて学習問題

をつくり，政治の果たす役割や国民と政治の関係，憲法と

生活との関係などについて，さまざまな立場から考え，適

切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

政治のはたらきや憲法と暮らしのかかわりについて，資料

を活用して必要な情報を集め，読み取ったりまとめたりし

ている。 
 

●社会的事象についての知識・理解 

政治は国民が健康で文化的な生活を送るために大切なは

たらきをしていることや，我が国の政治は日本国憲法の基

本的な考え方に基づいて行われていることを理解してい

る。 

 

大単元の構成 
 

  オリエンテーション  いつの時代にも人々の暮らしがある ①   

        
         
 １ わたしたちの暮らしを支える政治 ⑧  ２ 憲法とわたしたちの暮らし ⑤  

   

          

    〈せんたく〉        

 まちで暮らす人々の願い ①  突然の大地震と津波   だれもが使いやすい駅に ①  

            

緊急の支援 
 

 
子どもは未来への希望 ①    

国のあり方を示す日本国憲法  

① 

 

   

  

  

安心して暮らすことのできるまちを

目ざして     
 

   

 
「おでかけひろば」ができる 

まで ① 

 前よりいいまちに   国の主人公は国民 ①  

         

           
           
 税金のはたらき ①         

        すべての人が幸せに生きるた

めに ① 

 

 
国会のはたらき ①       

  

        平和を守る ①  

 内閣のはたらき ①         

        深める  

 
裁判所のはたらき ② 

     政治への参加について話し合

おう ② 

 

       

 ○の中の数字は、配当時数。       
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小単元１ わたしたちの暮らしを支える政治 配当時間 ８時間 
教科書 ６下 

P４～17 

 

目  標 

●身近な地域の子育て支援事業について調べ，国民と政治の

かかわりについて考え，政治のしくみやはたらきについて

理解させる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・人々の願いの実現や社会の問題の解決にかかわる政治のは

たらきに関心をもち，進んで調べようとしている。 

・国民と政治のかかわりについて進んで考えようとしている。 

 

 

 

●社会的な思考力・判断力・表現力 

・身近な暮らしと政治のかかわりについて学習問題を設定し，

表現している。 

・国会や選挙の果たしている役割や国民と政治のかかわりに

ついて考え，表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・世田谷区の行っている子育て支援事業の内容や実施までの

過程を資料から読み取ったりまとめたりしている。 

・区役所や区議会の果たす役割や国会・内閣・裁判所のはた

らきやしくみを，資料から読み取ったりまとめたりしてい

る。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・国民が納める税金は健康で文化的な生活を送るためにさま

ざまな場面で使われていることを理解している。 

・国会や選挙，内閣，裁判所のはたらきやしくみについて理

解している。 

指導・評価のポイント 

●身近な政治と暮らしのかかわりについては，限られた予算

の中で取り組みを決めていくため，住民のすべての願いが

かなえられるわけではないが，さまざまな取り組みを調べ

る中で，行政の取り組みのよさに目を向けさせていくこと

を通して，子どもたちの社会参画意識を高めることにつな

げていくようにする。 

●行政の取り組みの背景にあるものに目を向けさせていく

ことで，その役割や関係を理解させていく。また，区（市）

の取り組みには国もかかわっていることに気づかせ，さま

ざまな協力があって住民の願いが実現していることに気

づかせる。 

●国民が，選挙を通して政治に参加し，税金を納めることで

政治の働きを支えていることに気づかせ，国民と政治のか

かわりをとらえさせる。 

●国の政治（国会・内閣・裁判所）については，仕事内容の

詳細な理解に深入りするのではなく，政治のしくみや手続

きの意味を考えることを通して，そのはたらきと自分たち

の暮らしとが深くかかわっているということをとらえさ

せる。 
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学習指導計画 大単元名：暮らしの中の政治 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

いつの時代に

も人々の暮らし

がある 

下 P２～３ 

【配時１】 

家族の様子や人口構

成の変化を調べ，気づ

いたことを話し合い，

少子化や高齢化が生

活にあたえる影響を

考えるとともに，自分

たちの暮らしを支え

ているものについて

興味・関心をもつよう

にする。 

○資料から家族構成の変化や人

口構成の変化を読み取り，核家

族化や少子化・高齢化が進むこ

とで社会はどのように変わるの

かを考える。 

◆現代の日本は以前に比べて，

核家族化が進んでいること。今

後，さらに少子化・高齢化が進

んでいくと考えられること。 

①昔の家族の写真を見て，現代

との違いや共通点を話し合う。 

②過去・現在・未来の人口ピラ

ミッドを見て，考えたことを話

し合う。 

③写真や文章から，自分たちの

生活をだれがどのように支え

ているのか考える。 

【関】少子化・高齢化が進む

社会や生活を支えているも

のについて関心をもってい

る。（発）（行） 

【技】グラフから，少子化・

高齢化が進んできている社

会の変化を読み取っている。

（発）（ノ） 
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学習指導計画 小単元名：わたしたちの暮らしを支える政治 

※「わたしたちの暮らしを支える政治」か「災害からわたしたちを守る政治」を選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

まちで暮らす

人々の願い 

下 P4～5 

【配時１】 

身近な地域の様子や

住民たちの願いを調

べ，人々の願いをかな

え社会の問題を解決

するための政治のは

たらきについて興

味・関心を高め，学習

問題を設定すること

ができるようにする。 

○世田谷区の人口やまちの様

子，さまざまな人々の願いを読

み取り，願いを実現する政治の

はたらきについて学習問題をつ

くる。 

◆住民はさまざまな願いをもっ

ていること，願いの実現や社会

の問題の解決のためには，政治

のはたらきがかかわっているこ

と。 

①世田谷区がどのようなとこ

ろなのかを調べる。 

②世田谷区に住む人々がどの

ようなことを願っているのか

を調べる。 

③住民の願いや社会の問題を

解決する政治のはたらきにつ

いて，学習問題をつくり，予想

を立てる。 

【関】人々の願いの実現や社

会の問題の解決にかかわる

政治のはたらきについて考

えようとしている。（発）（行） 

【思】住民の願いを実現する

ための政治のはたらきにつ

いて学習問題を考え，表現し

ている。（ノ） 

子どもは未来

への希望 

下 P6～7 

【配時１】 

世田谷区が行ってい

るさまざまな子育て

支援事業の概要を調

べ，「おでかけひろば」

にかかわる人々の思

いや願いに気づくこ

とができるようにす

る。 

○世田谷区が行っている子育て

支援の取り組みについて調べ，

それらがつくられた目的につい

て考える。 

◆世田谷区では，条例や計画に

基づいてさまざまな子育て支援

の取り組みが進められているこ

とや，それが住民の悩みや不安

を解消することに役立っている

こと。 

①世田谷区が行っている子育

て支援の取り組みを調べる。 

②「おでかけひろば」で働く人

の思いや，利用者の声を調べ

る。 

③人々の願いと政治のはたら

きのつながりについて話し合

う。 

【技】世田谷区が行っている

子育て支援の取り組みや，

「おでかけひろば」がつくら

れた目的を教科書から読み

取り，まとめている。（発）

（ノ） 

「おでかけひろ

ば」ができるま

で 

下 P8～9 

【配時１】 

「おでかけひろば」が

始まるまでを調べ，区

役所や区議会の果た

す役割をつかみ，住民

が選挙を通して政治

にかかわっているこ

とに気づくことがで

きるようにする。 

○「おでかけひろば」が始まる

までを調べ，住民が政治にどの

ようにかかわっているのかや，

区役所や区議会の果たしている

役割をつかむ。 

◆「おでかけひろば」は，住民

の願いや社会の動きなどを受け

て，区役所が計画や予算案をつ

くり，議会の承認や国の補助金

を受けて実現したこと。住民は

選挙を通して代表を選び，政治

の進め方を決めていること。 

①「おでかけひろば」が実現す

るまでの流れを調べる。 

②区役所や区議会のはたらき

を調べる。 

③住民・区役所・区議会の関係

を考えて，表現する。 

【思】住民と区役所や区議会

の関係を考えて，図や文章で

表現している。（発）（ノ） 

税金のはたら

き 

下 P10～11 

【配時１】 

税金がどのように集

められ，どのように使

われているのかを調

べ，税金の果たす役割

を考えることができ

るようにする。 

○税金の使われ方や集められ方

を調べ，税金の果たす役割につ

いて考える。 

◆区・都・国が行う公共的な仕

事には，国民が納める税金が使

われていることや，健康で文化

的な生活を送るために，税金を

納めることは国民の義務である

こと。 

①税金がどのように集められ，

どのようなことに使われてい

るのかを調べる。 

②税金と国民のかかわりにつ

いて話し合う。 

③税金の役割について考え，表

現する。 

【知】税金は，国民が健康で

文化的な生活を送るために

さまざまな場面で使われて

いることを理解している。

（発）（ノ） 
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国会のはたら

き 

下 P12～13 

【配時１】 

国会や選挙のしくみ

やはたらきについて

調べ，国民の暮らしと

のかかわりを理解す

ることができるよう

にする。 

○国会のはたらきや選挙のしく

みについて調べ，その役割につ

いて考える。 

◆国会は，国民の暮らしにかか

わる法律や予算について話し合

い決めていることや，国民が選

挙によって国会議員を選ぶこと

で，国民の考えを政治に反映さ

せていること。 

①国会の役割や法律ができる

までの流れを調べ，二つの議院

で話し合う理由を考える。 

②選挙のしくみを調べ，選挙を

行う理由を考える。 

③国会のはたらきと国民の暮

らしがどのようにかかわって

いるのかを話し合う。 

【知】国会や選挙のしくみや

はたらきについて理解して

いる。（ノ） 

内閣のはたら

き 

下 P14～15 

【配時１】 

内閣のしくみやはた

らきについて調べ，国

民の暮らしとのかか

わりを理解すること

ができるようにする。 

○内閣のしくみやはたらきにつ

いて調べ，その役割について考

える。 

◆内閣は，国会で決めた予算を

使って，国民の暮らしを支える

仕事をしていることや，内閣の

もとには，さまざまな府・省・

庁が置かれ，分担して仕事を進

めていること。 

①内閣の主な仕事を調べる。 

②内閣のしくみを調べる。 

③内閣のはたらきと国民の暮

らしがどのようにかかわって

いるのかを考える。 

【知】内閣のしくみやはたら

きについて理解している。

（ノ） 

裁判所のはた

らき 

下 P16～17 

 

まとめる 

下 P17 

【配時２】 

裁判所のしくみやは

たらき，裁判員制度に

ついて調べ，国民の暮

らしとのかかわりを

理解するとともに，国

の仕事は国会・内閣・

裁判所が分担して進

めていることをつか

むことができるよう

にする。 

○裁判所のしくみやはたらき，

裁判員制度や三権分立について

調べ，その役割について考える。 

◆裁判所は，争いごとや犯罪を

解決していることや，国民は裁

判員制度を通して裁判に参加し

ていること。国の政治は，三権

分立のしくみのもとで進められ

ていること。 

①裁判所のしくみやはたらき

を調べる。 

②裁判員制度について調べる。 

③三権分立について調べ，図に

整理する。 

④「まとめる」（P17）も活用し

て，本単元の学習をまとめ，国

民は国の政治にどのようにか

かわっているのかを考え，表現

する。 

【知】裁判所のしくみやはた

らき，三権分立の意味につい

て理解している。（ノ） 

【思】国民は国の政治にどの

ようにかかわっているのか

を考え，表現している。（発）

（ノ）（テ） 
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小単元１ 〈せんたく〉災害からわたしたちを守る政治 配当時間 ３時間 
教科書 ６下 

P18～25 

 

目  標 

●災害から国民の命や暮らしを守る政治のはたらきについ

て調べ，国民と政治のかかわりについて考え，政治のしく

みやはたらきについて理解させる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・人々の願いの実現や社会の問題の解決にかかわる政治のは

たらきに関心をもち，進んで調べようとしている。 

 

 

●社会的な思考力・判断力・表現力 

・被災者の願いと政治のはたらきとのかかわりについて学習

問題を設定し，表現している。 

・復興を進めていく上で大切なことや，災害に強いまちづく

りを行うために必要なことを考えている。 

 

●観察・資料活用の技能 

・被害を受けた地域に対して行われた緊急支援や復興への取

り組みについて資料を活用して情報を集め，読み取ったり

まとめたりしている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・災害から国民を守るための政治のはたらきを理解している。 

・災害に強いまちづくりを行うためには，政治のはたらきだ

けでなく，自助・共助も必要であることを理解している。 

 

指導・評価のポイント 

●災害による被害の大きさや被災者の置かれている状況を

調べることを通して，国民の命や健康を守るために，政治

がどのような役割を担っているのかを追究していく問題

意識をもたせる。 

 

 

●災害復旧の取り組みについては，被災者の願いを取り入れ

ながら，市や県，国が協力して計画的・組織的に行われて

いることをとらえさせる。 

●災害からの復旧や，災害に強いまちづくりを行っていくた

めには，公助だけでなく，自助・共助や，日ごろの備えも

重要であることに気づかせる。 
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学習指導計画 せんたく：災害からわたしたちを守る政治 

※「わたしたちの暮らしを支える政治」か「災害からわたしたちを守る政治」を選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

〈せんたく〉 

突然の大地震

と津波 

下 P18～19 

【配時－】 

東日本大震災による

被害を調べ，被災した

人々の願いを考え，願

いをかなえるための

政治のはたらきにつ

いて興味・関心を高

め，学習問題を設定す

ることができるよう

にする。 

○東日本大震災による被害を調

べ，被災者の願いを想像し，願

いをかなえる政治のはたらきに

ついて学習問題をつくる。 

◆東日本大震災が起こり，東北

地方を中心とした地域の人々が

大きな被害を受けたこと。 

①東日本大震災について知っ

ていることや覚えていること

を話し合う。 

②写真や文章資料から被害の

状況を調べる。 

③被災した人々の願いを想像

し，願いをかなえる政治のはた

らきについて学習問題をつく

り，予想を立てる。 

【関】人々の願いの実現にか

かわる政治のはたらきにつ

いて考えようとしている。

（発）（行） 

【思】被災者の願いや政治の

はたらきについて学習問題

を考え，表現している。（ノ） 

〈せんたく〉 

緊急の支援 

下 P20～21 

【配時－】 

釜石市に対して行わ

れた緊急支援につい

て調べ，市・県・国や

さまざまな機関が協

力しながら支援を行

ったことを理解する

ことができるように

する。 

○被災した人々に対して，どの

ような緊急の支援が行われたの

か，それはどのようなしくみに

よって実現したのかを調べる。 

◆被災した人々の命と安全を守

るために，釜石市は国や県，他

の市町村に支援を要請し，さま

ざまな機関が協力しながら支援

活動を行ったこと。 

①釜石市が受けた被害を調べ

る。 

②被災した人々のために市や

県，国などが行った緊急支援を

調べる。 

③被災地に対する支援のしく

みを調べる。 

④人々の願いと政治のはたら

きのつながりについて話し合

う。 

【技】資料などから，釜石市

に対して行われた緊急支援

について読み取ったりまと

めたりしている。（行）（ノ） 

【知】災害で被害を受けた国

民の生活を守るための政治

のはたらきを理解している。

（ノ） 

〈せんたく〉 

安心して暮らす

ことのできるま

ちを目ざして 

下 P22～23 

【配時－】 

釜石市で行われてき

た復興への取り組み

を調べ，市民の願いや

意見を取り入れなが

ら計画がつくられて

いることに気づくこ

とができるようにす

る。 

○釜石市で行われてきた復興へ

の取り組みや計画づくりについ

て調べ，復興を進めていく上で

大切なことを考える。 

◆釜石市では住民の意見を生か

しながら復興まちづくり計画が

つくられ，取り組みが行われて

いること。取り組みは，法律や

条例に基づいて行われ，税金が

使われていること。 

①仮設住宅の建設、港の改修な

ど，復興への取り組みを調べる 

②復興まちづくり基本計画が

作られるまでの過程を調べる。 

③復興を進めていく上で大切

なことを考える。 

【思】復興を進めていくため

の行政のはたらきと，住民の

願いとを関連づけて考えて

いる。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

前よりいいまち

に 

下 P24～25 

【配時－】 

災害に強いまちづく

りのためには，国や自

治体が行う公助だけ

でなく自助・共助も大

切であることに気づ

くことができるよう

にする。 

○復興に向けて継続して行われ

ている取り組みを調べ，災害に

強いまちづくりを行うために大

切なことを考え，話し合う。 

◆災害に強いまちづくりを行う

ためには，国・県・市による取

り組み（公助）とともに，地域

の助け合い（共助）や自分や家

族を守る取り組み（自助）も大

切であること。 

①復興に向けて行われる高台

移転や防波堤再建などについ

て調べる。 

②災害から自分たちの命や暮

らしを守るためには何が必要

かを考え，話し合う。 

③災害に強いまちづくりを行

うために大切なことを考え，ま

とめる。 

【思】復興を進めていくうえ

で大切なことや，災害に強い

まちづくりを行うために必

要なことを考え，表現してい

る。（ノ） 

  



 

38 

小単元２ 憲法とわたしたちの暮らし 配当時間 ５時間 
教科書 ６下 

P26～35 

 

目  標 

●日本国憲法の基本的な考え方や具体的な内容について調

べ，暮らしとのかかわりについて理解させる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・日本国憲法と暮らしのつながりに関心をもち，進んで調べ

ようとしている。 

 

●社会的な思考力・判断力・表現力 

・日本国憲法と暮らしとのかかわりについて学習問題を設定

し，表現している。 

・日本国憲法について，自分が大切にしていきたいことを考

えている。 

●観察・資料活用の技能 

・日本国憲法の考え方や具体的な内容を，資料から読み取り

まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・日本国憲法の三原則について，その意味や具体的な内容を

理解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

●日本国憲法の三つの原則については，憲法公布を祝う人々

の気持ちを考えたり，憲法前文と結びつけたりすることを

通して，理解を深めていく。 

●選挙を通して国民の意思を政治に反映させていくことの

大切さを理解し，身近な問題に関心をもち，政治に参加し

ていく意識を高めていくことができるようにする。 

 

●国民の権利と義務については，実際の場面をあげたり，「そ

の権利がなかったら？」などと問うたりすることを通して，

基本的人権の具体的なイメージとその意味をつかむこと

ができるようにする。 

●平和を守るための取り組みについては，教科書にある事例

だけでなく，身近な地域で行われている取り組みにも目を

向けさせ，その意義を考えさせることも大切である。 
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学習指導計画 小単元：憲法とわたしたちの暮らし 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

だれもが使い

やすい駅に 

下 P26～27 

【配時１】 

公共施設がどのよう

な考え方をもとにし

てつくられているか

を調べ，暮らしと日本

国憲法のつながりに

ついて興味・関心をも

ち，学習問題を設定す

ることができるよう

にする。 

○駅の改修工事のもとになって

いる考え方を調べ，暮らしと日

本国憲法のつながりについて学

習問題をつくる。 

◆公共施設は，さまざまな人が

使いやすいようにつくられてお

り，それは，日本国憲法の考え

方にもとづいて，法律に従って

行われていること。 

①駅の設備や改修工事の写真

を見て，気づいたことや考えた

ことを話し合う。 

②駅長さんの話から，改修工事

を行うもとになっている考え

方を読み取る。 

③暮らしと日本国憲法のつな

がりについて，学習問題をつく

り，予想を立てる。 

【関】公共施設のあり方と日

本国憲法のつながりに関心

をもち，考えようとしてい

る。（発）（行） 

【思】暮らしと日本国憲法の

つながりについて学習問題

を考え，表現している。（ノ） 

国のあり方を

示す日本国憲

法 

下 P28～29 

【配時１】 

憲法前文などの資料

から日本国憲法の基

本的な考え方を調べ，

国民の祝日の意味を

理解することができ

るようにする。 

 

○憲法の基本的な考え方や国民

の祝日について調べ，日本国憲

法が公布，施行された日が祝日

になっていることについて考

え，話し合う。 

◆日本国憲法には，国民主権・

基本的人権の尊重・平和主義の

３つの原則があること。 

①憲法とはどのようなものか

を調べる。 

②憲法前文を調べ，憲法の基本

的な考え方について考える。 

③国民の祝日について調べ，日

本国憲法が公布，施行された日

が祝日になっていることにつ

いて考え，話し合う。 

【技】資料から，日本国憲法

の基本的な考え方を読み取

りまとめている。（行）（ノ） 

国の主人公は

国民 

下 P30～31 

【配時１】 

国民主権について，そ

の意味や具体的な内

容を調べ、暮らしとの

つながりを考えるこ

とができるようにす

る。 

○国民主権の意味や内容，天皇

の地位と役割について調べ，国

民主権と暮らしのつながりにつ

いて考え，話し合う。 

◆国の政治のあり方を決めるの

は国民で，選挙権は国民主権の

代表的な例であること。天皇は

日本国の象徴であり，政治につ

いての権限はもたないこと。 

①選挙権や不在者投票，期日前

投票の制度を事例に，国民主権

の意味と具体的な内容を調べ

る。 

②天皇の地位や役割について

調べる。 

③住民投票などの事例を調べ，

国民主権と暮らしのつながり

について考え，話し合う。 

【知】国民主権の意味や内容

を理解している。（ノ） 

すべての人が

幸せに生きる

ために 

下 P32～33 

【配時１】 

基本的人権について，

その意味や具体的な

内容について調べ，暮

らしとのつながりを

考えることができる

ようにする。 

○基本的人権の意味や内容を調

べ，基本的人権がどのように守

られているかを考え，話し合う。 

◆日本国憲法には，すべての国

民は健康で文化的な生活を送る

権利があることがうたわれてい

ること。 

①憲法の条文から，基本的人権

の意味を調べる。 

②国民の権利と義務の内容を

調べる。 

③社会の中の諸問題を調べ，基

本的人権がどのように守られ

ているか話し合い，考えたこと

をまとめる。 

【知】基本的人権の意味や内

容を理解している。（ノ） 

平和を守る 

下 P34～35 

 

まとめる 

下 P35 

【配時１】 

平和主義について，そ

の意味や具体的な内

容を調べ，平和を守る

取り組みの大切さを

考えることができる

ようにする。 

○平和主義の意味や内容を調

べ，平和を守るために大切なこ

とを話し合うとともに，日本国

憲法について大切にしていきた

いことを考えて文章で表現す

る。 

◆日本国憲法は，平和主義をか

かげ，外国と決して戦争をしな

いこと，そのための武力をもた

ないことを定めていること。 

①憲法の条文から，平和主義の

意味や内容を調べる。 

②平和を守るための取り組み

を調べ，平和を守るために大切

なことを話し合う。 

③「まとめる」（P35）も活用し

て，本単元の学習をまとめ，自

分が大切にしていきたいこと

を考え文章で表現する。 

【知】平和主義の内容や取り

組みについて理解している。

（ノ） 

【思】日本国憲法の考え方に

ついて，自分が大切にしてい

きたいことを考えている。

（ノ）（テ） 
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<深める> 

政治への参加

について話し

合おう 

下 P36～37 

【配時２】 

国民主権の表れであ

る参政権について，投

票率の変化などの資

料をもとに現状や課

題を話し合い，自分と

政治とのかかわりに

ついて考えを深める

ことができるように

する。 

○選挙の投票率の変化，年齢別

の投票率，投票に対する意識，

外国の選挙制度などの資料をも

とに，自分がこれからどのよう

に政治に参加していくかを考

え，表現する。 

◆選挙の投票率は低下傾向で，

特に，若い世代の投票率が低い

こと。国民の権利を生かしてい

くためには，積極的に参加する

ことが重要であること。 

①選挙の投票率の変化や年齢

別の投票率を調べ，気がついた

ことや考えたことを話し合う。 

②投票に対する意識について

調べ，選挙権を生かすために大

切なことを考える。 

③外国の選挙制度を調べ，これ

から自分がどのように政治に

参加していくかを考え，表現す

る。 

【関】自分がこれから政治に

どのようにかかわっていく

かについて，根拠を明確にし

て考えようとしている。（発）

（行）（ノ） 
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大単元３ 世界の中の日本 配当時間 19時間 
教科書 ６下 

P38～79 

 

目  標 

●日本とつながりの深い国々の人々の生活の様子を調べる

ことを通して，世界の人々とともに生きていくために，異

なる文化や習慣を理解し合い，お互いを尊重していくこと

が必要であることをとらえさせる。 

 

●日本が行っている国際交流や国際協力の様子，平和な国際

社会の実現に向けて努力している国際連合などのはたら

きについて調べることを通して，平和の大切さに気づき，

だれもが安心して暮らせる社会のために，日本は世界にお

いて重要な役割を果たしていることをとらえさせる。 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本とつながりの深い国々の人々の生活の様子や世界の

中の日本の役割に関する社会的事象に関心をもち，それら

を意欲的に調べ，異なる文化や習慣を理解し合うことや世

界の平和の大切さ，日本が世界において重要な役割を果た

すことの大切さを考えようとしている。 
 

●社会的な思考・判断・表現 

日本とつながりの深い国々の人々の生活の様子や世界の

中の日本の役割に関する社会的事象について学習問題を

つくり，外国の人々とともに生きていくためにはどのよう

なことが大切かについて，広い視野から考え，適切に表現

している。 

●観察・資料活用の技能 

日本とつながりの深い国々の人々の生活の様子や世界の

中の日本の役割に関する社会的事象の具体的な事例を，地

図や地球儀，各種の資料を活用したり，活動に携わってい

る人や機関に問い合わせたりして，必要な情報を収集して

読み取ったりまとめたりしている。 
 

●社会的事象についての知識・理解 

世界の人々とともによりよい社会をひらいていくために

は，異なる文化や習慣を理解し合うことが大切であること，

世界平和のために協力や貢献が必要であることについて

理解している。 

 

大単元の構成 
 

   オリエンテーション  日本と世界のつながり ①   

         

          

 １ 日本とつながりの深い国々 ⑧    ２ 世界の人々とともに生きる ⑧  

         

 日本とつながりのある外国を調べよう ①    世界で活躍する日本人 ②  

         

        

   おとなりの国 韓国 ⑥   ユニセフのはたらき ①  
   

        
 

（
選
択
学
習
） 

  貿易で強く結ばれている国 アメリカ ⑥   国際連合のはたらき ①  
  

        

  歴史でつながりの深い国 中国 ⑥   地球の環境とともに生きる ①  
  

        
  
   豊かな石油資源をもつ国 サウジアラビア ⑥   交流の輪を広げる ①  
   

        

         

 つながりの深い国々について話し合おう ①    よりよい社会をともにひらく ②  

        

       

    深める 

将来に向けて自分たちができることを考えよう ② 

 

      

 ○の中の数字は、配当時数。     
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小単元１ 日本とつながりの深い国々 配当時間 ８時間 
教科書 ６下 

P40～59 

 

目  標 

●日本とつながりの深い国の人々の生活の様子について，自

分の興味・関心や問題意識に基づいて主体的に調べ，成果

を発表したり話し合ったりすることを通して，異なる文化

や習慣を尊重し合うことの大切さを理解させる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・自分が調べる国を根拠をもって選択し，その国の国土の特

徴や産業の様子，人々の暮らしの様子，文化や生活習慣，

日本とのつながりを，見通しをもって調べようとしている。 

 

●社会的な思考力・判断力・表現力 

・日本とつながりの深い国について学習問題を設定し，表現

している。 

・日本とつながりの深い国の国土の特徴や産業の様子，人々

の暮らしの様子，文化や生活習慣などについて，日本との

相違点・共通点、日本とのつながりを考え，適切に表現し

ている。 

●観察・資料活用の技能 

・日本とつながりの深い国の国土の特徴や産業の様子，人々

の暮らしの様子，文化や生活習慣などについて，図書資料

や統計資料，インターネットを活用したり，生活文化を直

接体験したりして調べ，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・日本とつながりの深い国の人々の生活・文化や，国土の特

徴，日本とのつながりを理解している。 

・異なる文化や習慣をもつ人々と協調し合っていくことの大

切さを理解している。 

 

指導・評価のポイント 

●日本とつながりの深い国については，数か国の中から子ど

もが主体的に一か国を選択し，具体的に調べていくように

する。 

●日本とつながりの深い国について調べる活動の中で，暮ら

しや文化を実感的に理解させるためには，外国の生活文化

の体験や，留学生や滞在経験者へのインタビューなどの活

動を取り入れることも有効である。 

●調べたことを発表し合う活動を通して，学習の成果を全体

で共有するとともに，一人一人の見方や考え方を深めさせ

る。 

●外国とのつながりについては，日本国内に暮らす外国籍の

人々が多くいることにも目を向けさせ，異文化理解・多文

化共生の必要性を考えさせる。 
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学習指導計画 大単元名：世界の中の日本 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

日本と世界の

つながり 

下 P38～39 

【配時１】 

世界には，生活習慣や

文化の異なるたくさ

んの国があることや，

日本とそれらの国と

の間にさまざまなつ

ながりがあることに

気づき，興味・関心を

高めることができる

ようにする。 

○写真や地図をもとに知ってい

る国を確認し合い，それらの国

と日本や自分とのつながりにつ

いて，調べてみたいことを話し

合う。 

◆世界にはさまざまな国があ

り，生活習慣や文化などさまざ

まな違いがあること。 

①写真や地図をもとに知って

いる国を出し合う。 

②地図帳や地球儀を使って国

の位置や日本からの距離・方角

を確認し，気づいたことを発表

し合う。 

③それらの国と日本や自分と

のつながりについて，調べてみ

たいことを話し合う。 

【関】世界の国々について知

っていることを発言し，日本

とのつながりを意識しなが

ら，調べたいことを見つけよ

うとしている。（発）（ノ） 

【技】地図や地球儀，各種の

資料を活用して，世界の国々

や人々の生活などについて

調べている。（行）（ノ） 
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学習指導計画 小単元名：日本とつながりの深い国々 

※「韓国」「アメリカ」「中国」「サウジアラビア」の中から，児童が一か国を選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

日本とつながり

のある外国を

調べよう 

下 P40～41 

【配時１】 

日本とつながりの深

い国の人々の暮らし

について調べる学習

問題を設定し，自分な

りの根拠をもって調

べる国を決め，学習計

画を立てることがで

きるようにする。 

○身近な生活やこれまで学習し

てきたことの中から外国とのつ

ながりを探し，日本とつながり

の深い国の人々の暮らしについ

て調べる学習問題を設定し，自

分の興味・関心に基づいて調べ

る国を決め，見通しをもちなが

ら学習計画をつくる。 

◆日本は，ものや人の行き来や

文化を通して，世界のさまざま

な国とつながりをもっているこ

と。 

①身近な生活やこれまで学習

してきたことの中から日本と

外国のつながりを探し，発表し

合う。 

②日本とつながりの深い国々

について調べる学習問題をつ

くる。 

③自分なりの根拠をもって調

べる国を決め，何についてどの

ように調べるか，学習計画を立

てる。 

【関】自分が興味・関心のあ

る国を根拠をもって選択し，

調べたい内容を明確にして

いる。（発）（ノ） 

【思】日本とつながりの深い

国について調べていく学習

問題を考え，表現している。

（ノ） 

おとなりの国 

韓国 

下 P42～45 

【 配 時 ６ （ 選

択）】 

 

 

日本と韓国のつなが

りについてさまざま

な観点から調べ，韓国

の人々の暮らしにつ

いて理解を深めるこ

とができるようにす

る。 

○日本と韓国のつながりについ

て，図書資料や統計資料などを

活用したり，外国の生活文化を

直接体験したりしながら調べ，

日本との相違点・共通点，日本

とのつながりについて考える。 

◆韓国の人々の生活，文化や習

慣，国土の特徴，日本とのつな

がり，異なる文化や習慣をもつ

人々と協調し合っていくことの

大切さ。 

①韓国についての基本的事項

を地図帳などの資料から確認

する。 

②日本と韓国の人々の交流の

様子を調べ，その特色を考え

る。 

③日本に住む韓国の方から教

えてもらいながら，韓国の生活

文化（料理・遊び・楽器）を体

験する。 

④調べたことや体験を通して

気づいたことをまとめ，韓国と

日本のつながりやこれからの

関係のあり方について考える。 

【技】必要な資料や情報を集

め，日本との共通点や相違

点，つながりについて意識し

ながら，調べたことを効果的

にまとめている。（行）（ノ） 

【知】調査・体験活動を通し

て，韓国の特色や文化，日本

とのつながりについて理解

している。（発）（ノ） 

貿易で強く結

ばれている国 

アメリカ 

下 P46～49 

【 配 時 ６ （ 選

択）】 

 

 

日本とアメリカのつ

ながりについてさま

ざまな観点から調べ，

アメリカの人々の暮

らしについて理解を

深めることができる

ようにする。 

○日本とアメリカのつながりに

ついて，図書資料や統計資料な

どを活用して，さまざまな観点

から調べ，日本との相違点・共

通点，日本とのつながりについ

て考える。 

◆アメリカの人々の生活，文化

や習慣，国土の特徴，日本との

つながり，異なる文化や習慣を

もつ人々と協調し合っていくこ

との大切さ。 

①アメリカについての基本的

事項を地図帳などの資料から

確認する。 

②日本とアメリカの貿易の様

子を調べ，その特色を考える。 

③地図帳や図書館の事典，イン

ターネットなどからアメリカ

の産業や国土，人々の生活の様

子について調べる｡ 

④調べたことをまとめ，アメリ

カと日本のつながりやこれか

らの関係のあり方について考

える。 

【技】必要な資料や情報を集

め，日本との共通点や相違

点，つながりについて意識し

ながら，調べたことを効果的

にまとめている。（行）（ノ） 

【知】調査活動を通して，ア

メリカの特色や文化，日本と

のつながりについて理解し

ている。（発）（ノ） 
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歴史でつなが

りの深い国 中

国 

下 P50～53 

【 配 時 ６ （ 選

択）】 

 

 

日本と中国のつなが

りについてさまざま

な観点から調べ，中国

の人々の暮らしにつ

いて理解を深めるこ

とができるようにす

る。 

○日本と中国のつながりについ

て，図書資料や統計資料などを

活用して，さまざまな観点から

調べ，日本との相違点・共通点，

日本とのつながりについて考え

る。 

◆中国の人々の生活，文化や習

慣，国土の特徴，日本とのつな

がり，異なる文化や習慣をもつ

人々と協調し合っていくことの

大切さ。 

①中国についての基本的事項

を地図帳などの資料から確認

する。 

②日本と中国の歴史や貿易の

つながりについて調べ，その特

色を考える。 

③地図帳や統計資料，図書館の

本などから中国の産業や国土，

人々の生活の様子について調

べる。 

④調べたことをまとめ，中国と

日本のつながりやこれからの

関係のあり方について考える。 

【技】必要な資料や情報を集

め，日本との共通点や相違

点，つながりについて意識し

ながら，調べたことを効果的

にまとめている。（行）（ノ） 

【知】調査活動を通して，中

国の特色や文化，日本とのつ

ながりについて理解してい

る。（発）（ノ） 

豊かな石油資

源をもつ国 サ

ウジアラビア 

下 P54～57 

【 配 時 ６ （ 選

択）】 

 

 

日本とサウジアラビ

アのつながりについ

てさまざまな観点か

ら調べ，サウジアラビ

アの人々の暮らしに

ついて理解を深める

ことができるように

する。 

○日本とサウジアラビアのつな

がりについて，図書資料や統計

資料などを活用して，さまざま

な観点から調べ，日本との相違

点・共通点，日本とのつながり

について考える。 

◆サウジアラビアの人々の生

活，文化や習慣，国土の特徴，

日本とのつながり，異なる文化

や習慣をもつ人々と協調し合っ

ていくことの大切さ。 

①サウジアラビアについての

基本的事項を地図帳などの資

料から確認する。 

②地図帳や統計資料などから

サウジアラビアの産業や国土

の様子について調べる。 

③大使館のホームページなど

から，サウジアラビアの人々の

暮らしや宗教について調べる。 

④調べたことをまとめ，サウジ

アラビアと日本のつながりや

これからの関係のあり方につ

いて考える。 

【技】必要な資料や情報を集

め，日本との共通点や相違

点，つながりについて意識し

ながら，調べたことを効果的

にまとめている。（行）（ノ） 

【知】調査活動を通して，サ

ウジアラビアの特色や文化，

日本とのつながりについて

理解している。（発）（ノ） 

つながりの深

い国々につい

て話し合おう 

下 P58～59 

 

まとめる 

下 P59 

【配時１】 

調べたことをもとに

発表したり話し合っ

たりすることを通し

て，学習の成果を共有

するとともに，互いの

見方・考え方を広げ，

深めることができる

ようにする。 

○それぞれが調べたことを発表

し合って，学習の成果を共有し，

日本との相違点や共通点，日本

と外国とのつながりについて理

解を深める。 

◆日本とつながりの深い国々の

人々の生活，文化や習慣，国土

の特徴，日本とのつながり，異

なる文化や習慣をもつ人々と協

調し合っていくことの大切さ。 

①調べたことをポスターセッ

ション形式で発表し、学習成果

を共有する。 

②感想や疑問，意見を出し合い

ながら，世界の国々と日本との

つながりについて考える。 

③「まとめる」（P59）も活用し

ながら，本単元の学習をまと

め，調べた国と日本とのこれか

らの関係について，自分の考え

を表現する。 

【関】日本とつながりの深い

国について自分が調べたこ

とを，わかりやすく正確に発

表しようとしたり，感想や疑

問，意見を述べたりしてい

る。（発）（ノ） 

【思】互いの学習成果を交流

し合い，異なる文化や生活習

慣を尊重し合うことの大切

さを考え，表現している。

（発）（ノ）（テ） 
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小単元２ 世界の人々とともに生きる 配当時間 ８時間 
教科書 ６下 

P62～77 

 

目  標 

●日本や世界の人々がさまざまな形で国際交流や国際協力

を行っていることや，平和な社会の実現に向けて努力して

いることを調べ，残されている問題にも目を向けながら，

今後，国際社会の中で日本が世界に果たすべき役割につい

て考えさせる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・世界で起きている問題の解決に向けて取り組んでいる人々

の活動に関心をもち，意欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考力・判断力・表現力 

・世界における問題の現状について学習問題を設定し，表現

している。 

・世界で起きている問題と，その解決のために行われている

活動とを結びつけて考え，すべての人の人権が尊重され，

安心して暮らせる社会の実現に向けて大切なことを，自分

なりに表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・世界における問題の現状や，それらを解決する国際協力や

国際交流の事例について，図書資料や統計資料、国や国際

機関が出している資料やインターネットなどを活用した

り，経験者から話を聞いたりして調べ，まとめている。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・世界の平和や環境を守るために人々が協力して活動してい

ることや，国際社会で日本が果たしている役割，今後の課

題について理解している。 

指導・評価のポイント 

●中村医師の活動の事例を通して，環境の保全と平和の維持

は，人々が安心して生きていくうえで欠かせないものであ

ることをつかみ，それらを守るために，日本や日本人がど

のようなはたらきをしているのかを追究していく問題意

識をもたせる。 

●青年海外協力隊やＮＧＯ団体などで活動経験のある方か

ら話を聞く活動を取り入れて，状況の深刻さや，そうした

中で国際的に協力し合っていくことの意義などについて

の考えを深めさせることも有効である。 

 

●戦争や紛争を解決し，地球環境を守って，持続可能な社会

を目ざしていくためには，国際的な協力が必要であること

をつかませ，国際連合の活動の目的と重要性，日本の役割

についてとらえさせる。 

●さまざまな分野で外国の人々と交流することを通して，互

いのよさや思いを理解しあうことの大切さをとらえさせ

る。 

●すべての人の人権が守られ，安心して暮らすことのできる

社会の実現に向けて，自分たちはどのように考え，行動し

ていくべきなのかを考えさせる。 
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学習指導計画 小単元名：世界の人々とともに生きる 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 評価規準/評価方法 

世界で活躍す

る日本人 

下 P62～65 

【配時２】 

世界で活躍する日本

人の活動を通して，世

界の平和や環境を守

るために日本がどの

ような取り組みをし

ているのかというこ

とについて，学習問題

を設定することがで

きるようにする。 

○世界各地で，平和や環境を守

るために日本人がどのような活

動をしているのかを調べ，日本

の国際貢献について学習問題を

つくる。 

◆人々の健康や生命を守った

り，暮らしを向上させたりする

ために，日本をはじめ世界各国

が協力し合っていること。 

①世界で活躍する日本人の活

動を調べ，感想を話し合う。 

②世界でどのような問題が起

きているのか調べる。 

③世界の平和や環境を守るた

めに，どのような取り組みが行

われているのかについて学習

問題をつくり，学習計画を立て

る。 

【関】世界で起きている問題

の解決に向けて取り組んで

いる人々の活動に関心をも

ち，調べようとしている。

（発）（行） 

【思】人々が，世界で起きて

いる問題の解決に取り組ん

でいることの社会的意味を

もとに，学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

ユニセフのは

たらき 

下 P66～67 

【配時１】 

ユニセフの活動を調

べることを通して，す

べての子どもの命や

権利を守るための取

り組みの重要性や，国

際協力の必要性をつ

かむことができるよ

うにする。 

○世界の子どもたちの健康や安

全を守るユニセフのはたらきに

ついて調べる。 

◆ユニセフが，世界の子どもた

ちの健康や安全を守る活動を行

っていること。子どもたちの健

康や安全を守るためには，国際

協力が必要であること。 

①資料から，世界の子どもたち

がおかれている状況について

調べる。 

②子どもたちの健康と安全を

守るユニセフの活動について

調べる。 

③ユニセフの役割と自分たち

とのつながりについて話し合

い，自分たちが協力できること

について考える。 

【技】資料やインターネット

などを活用して，ユニセフが

行っている活動を調べ，わか

りやすくまとめている。（ノ） 

【知】ユニセフの活動とその

意味について，具体的に理解

している。（ノ） 

国際連合のは

たらき 

下 P68～69 

【配時１】 

国際連合のはたらき

を調べることを通し

て，紛争の防止・解決

のための取り組みの

重要性や，国際協力の

必要性をつかむこと

ができるようにする。 

○世界の人々の平和と安全を守

る国際連合のはたらきについて

調べる。 

◆世界の平和と安全を守るため

には国際的な協力が必要であ

り，その中で日本も重要な役割

を果たしていること。 

①世界で起きている紛争・戦争

について調べる。 

②世界の平和を守るための国

際連合の活動について調べる。 

③国際連合のはたらきと日本

が果たしている役割について

話し合う。 

【知】世界の平和と安全を守

るために，国際連合がさまざ

まな活動に取り組んでいる

ことや，日本が果たしている

役割を理解している。（ノ） 

地球の環境と

ともに生きる 

下 P70～71 

【配時１】 

地球環境をめぐるさ

まざまな問題を調べ，

その解決に向けての

国際協力の必要性や，

持続可能な社会を目

ざすことの重要性を

つかむことができる

ようにする。 

○地球環境を守りながら，持続

可能な社会を目ざしていくため

に，世界の人々が協力して取り

組んでいる事例について調べ

る。 

◆地球環境を守るためには，世

界各国が協力して取り組まなけ

ればならないことや，持続可能

な社会を目ざしていくことが必

要であること。 

①世界で起きている環境問題

について調べる。 

②さまざまな環境問題を解決

するための取り組みについて

調べる。 

③地球環境を守ることの大切

さや，自分たちの暮らしとのか

かわりについて話し合う。 

【知】地球規模の環境問題を

解決するために，国際協力が

必要であることや，持続可能

な社会を目ざしていくこと

が重要であることを理解し

ている。（ノ） 

交流の輪を広

げる 

下 P72～73 

【配時１】 

伝統文化やスポーツ

などを通した世界各

国の交流の様子を調

べ、相互理解の必要性

を理解し，これからの

交流のあり方につい

て主体的に考えるこ

とができるようにす

る。 

○伝統文化やスポーツなどを通

して，異なる文化や伝統をもつ

人々が交流し，互いの理解を深

めている事例について調べる。 

◆伝統文化やスポーツなどを通

して，日本と世界の人々とが，

お互いに親善や理解を深めてい

ること。 

①日本の伝統文化やスポーツ

が広く世界で受け入れられて

いることを調べる。 

②ほかにはどのような国際交

流の例があるか調べる。 

③国際社会の中で，互いを尊重

し協力して生きていくために

はどうすればよいのか話し合

う。 

【知】伝統文化や国旗・国歌

には，各国の歴史的な意義や

理想がこめられていること

を理解している。（発）（ノ） 
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よりよい社会を

ともにひらく 

下 P74～76 

 

まとめる 

下 P77 

【配時２】 

すべての人の人権が

尊重され，だれもが安

心して生き生きと暮

らすことのできる社

会の実現に向けて，何

を大切にしていけば

よいのか主体的に考

えることができるよ

うにする。 

○現代に残されている問題に目

を向けながら，国際社会の一員

として何を大切にしていくべき

か話し合う。 

◆地球規模の諸問題を解決する

ために，異なる文化をもつ人々

と国境をこえてともに助け合う

必要があること。 

①水不足の問題をはじめとし

て世界各地で起きている問題

について調べる。 

②異なる文化をもつ人々と国

境をこえてともに助け合う必

要があることをつかむ。 

③国際社会の中で，互いを尊重

し合いながら，だれもが安心し

て生き生きと暮らすことがで

きる社会を実現するためには，

何が大切なのか考える。 

④「まとめる」（P77）も活用し

て，本単元の学習をまとめる。 

【思】すべての人の人権が尊

重され，だれもが安心して生

き生きと暮らすことのでき

る社会の実現に向けて，何を

大切にしていけばよいのか，

自分なりに考え，表現してい

る。（発）（ノ）（テ） 

<深める> 

将来に向けて

自分たちがで

きることを考え

よう 

下 P78～79 

【配時２】 

だれもが安心して生

き生きと暮らせる社

会の実現に向けて，こ

れから実行したいこ

とや学びたいことを

宣言文にまとめる活

動を通して，自分たち

の学びの成果を確認

し，今後の学習に発展

させていく意識をも

つことができるよう

にする。 

○これまでの社会科学習をふり

返り，だれもが安心して生き生

きと暮らせる社会の実現に向け

て，これから実行したいことや

学びたいことを宣言文にまとめ

る。 

◆国際社会の一員として，日本

人が，経験や知識・技術をより

よい社会づくりのために役立て

ていることや，限りある資源を

有効に使いながら社会を発展さ

せていくためにできることが，

自分たちの暮らしの中にもある

こと。 

①これまで学習したことをふ

り返り，心に残ったこと，今後

さらに追究してみたいことを

考えながら，宣言文のテーマを

決める。 

②選択したテーマについて，自

分の意見や感想，これから実行

したいことなどを宣言文にま

とめる。 

③それぞれの宣言文を読み合

い，互いの学びの成果を確認し

合い，今後の学習につなげる。 

【関】これまでの社会科学習

をふり返り，だれもが安心し

て生き生きと暮らせる社会

の実現に向けて，これから実

行したいことや学びたいこ

とを，意欲的に宣言文にまと

めようとしている。（行）（ノ） 

【思】気になる問題につい

て，その原因は何か，これか

らどのようにしていけばよ

いのかということについて

多面的に考え，文章に表現し

ている。（ノ） 

 


