
① 社会的事象への関心・意欲・態度 ② 社会的な思考・判断・表現 ③ 資料活用の技能 ④ 社会的事象についての知識・理解

3 ４章　帝国主義と日本 ・欧米列強の侵略と条約改正 ・授業中の諸活動の観察…①

～ ・日清戦争　・日露戦争　・韓国と中国 ・確認プリント…①②④

4 ５章　一等国の光と影 ・産業革命の進展　・近代文化の形成㋔ ・定期考査…①②③④

4 《歴史的分野》 ・第一次世界大戦とロシア革命

▶二度の世界大戦と日本 ・国際協調とアジアの民族運動

～ 　・第一次世界大戦とアジア 20 ・大正デモクラシーと社会運動

・世界恐慌

5 　・世界恐慌と第二次世界大戦 ・日本の中国侵略と第二次世界大戦

▶現代の日本と世界 ・日本の民主化とアジアの情勢

6 ・日本の国際社会復帰

・高度経済成長

・国際社会と日本 ・現代の日本と世界

　▶平和主義 ・日本国憲法の平和主義

4 ・自衛隊と日米安全保障条約

・世界平和と日本の役割

◆国際社会を生きる ・国際政治と法

　▶国際政治のしくみ ・国際連合とそのはたらき

　▶人類の課題 4 ・軍縮と世界平和　・人口爆発と資源問題

・南北問題と格差　・環境問題

・21世紀を生きる

《公民的分野》 現代社会の特色

◆私たちと現代社会 ・現代社会の文化と私たち

日本の平和主義

・日本の各種文化遺産に対する関心を高
め、文化的意義を意欲的に追究している。

・各種文化遺産が現代に与える影響につい
て、様々な視点から考察しまとめている。

・日本の文化や世界遺産に対する理解を深
めるため、様々な資料を活用している。

・日本の文化遺産・伝統文化に関する歴史
的背景や、社会的意義を理解している。

◆私たちの生活とと政治 法に基づく政治と日本国憲法

　▶個人の尊重と日本国憲法 ・日本国憲法と基本的人権

21 ・日本の平和主義

　▶国民主権と日本の政治 ・民主政治と政治参加

・くらしを支える地方自治

21 国の政治のしくみ

◆私たちの生活と経済 消費生活と経済のしくみ

　▶くらしと経済 14 ・消費生活

・家計の収入と支出

・ものの流れと市場のしくみ

　▶生産の場としての企業 ・生産と企業のしくみ

12 14 ・現代の企業・金融とその新しい動き

・貿易と為替相場

・雇用問題と労働問題

　▶財政と国民福祉 ・財政のはたらきと租税

・国家財政と地方財政

・社会保障制度

16 ・環境保全と政府

２ ◆私たちと現代社会国際社会 ・国家と国際社会

・国際社会と私たちの取り組み

３

140

・日本国憲法の平和主義をもとに、我が国
の防衛と安全、国際貢献を含む国際社会へ
の役割を多面的・多角的に考察できる。

・地球環境、資源・エネルギー貧困問題解
決のために、様々な資料を収集し、活用で
きる。

・国際連合をはじめとする国際機関の基本
的事項を理解し、国際関係相互の関係を歴
史的な流れとともに考えることができる。

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…①②④
・定期考査…①②③④

・経済のしくみ・価格の種類や変動・物価と
　景気の変動について理解し、その知識を
　身につけている。

・基本的人権が保障される意義について
　理解するために、様々な資料を活用しな
　がらまとめている。

・日本国憲法で保障されている基本的人
　権の内容について理解しその知識を身
　につけている。
・新しい人権の内容とその背景について
　理解している。

・価格・物価や景気の変動について、グラ
　フ等の資料からその特徴を読み取るこ
　とができる。

・世界平和における日本国憲法の平和主
　義の意義について様々な立場から考察
　し公正に判断している。

・自衛隊と日米安全保障体制の変化につ
　いて、時系列に基づき資料を活用してい
　る。

時
数

学習内容
各単元の観点別評価規準

・戦後の日本の民主化の流れや国際社会
　の変化について、その概要を理解し知識
　を身につけている。

・日本の平和主義と自衛隊の変遷につい
　て理解している。

・第二次世界大戦後の日本や世界の歴史
　に関心を持ち意欲的に学んでいる。
・高度経済成長期から現代までの日本の
　国民生活の変化に関心を持ち意欲的に
　追求している。

　　社会科年間指導計画・評価規準 【第9学年】

・二度の世界大戦に対して関心を持ち、戦
　争の原因や惨状について意欲的に追求
　する態度を身につけている。

・少子高齢化・情報化・国際化等に関する
　資料を収集し、その変化や家族・地域へ
　の影響についてまとめている。

・国や地方公共団体の政治に関して、議
　会制民主主義や選挙の意義について、
　多面的・多角的に考察している。
・民主政治を保障する裁判所の役割につ
　いて考察している。

・生産と消費の関係から経済のしくみを考
　察するとともに、物価や景気の変動が国
　民生活に与える影響について考え意見
　を発表している。

・消費生活を中心に経済活動に対する関
　心を高め、それを意欲的に追求し、経済
　のしくみについて考えようとしている。

・両大戦期の各国の動きについて公正に
　判断し、歴史の中の国家のありかたに
　ついて論理立てて考察し意見をまとめて
　いる。

・表・グラフなどを用いて、客観的な統計か
　ら当時の情勢を読み取っている。
・写真・各種記録文書等の資料を活用し、
　当時の国民生活の様子を体感的に理解
　している。

月 単元名

配当時数合計

・第二次世界大戦後の社会的事象に対す
　る関心を高め、少子高齢化・情報化・国
　際化などの変化が、家族や地域に与え
　た影響について意欲的に追求しようとし
　ている。

・社会情勢の変化が家族や地域に与えた
　影響などについて、多面的・多角的に考
　察し意見をまとめ発表している。

・国や地方公共団体の政治に対する関心
　や主権者の一員としての自覚を高め、民
　主的な政治の実現・発展について意欲的
　に考えている。

・日本の政治が日本国憲法に基づいて行
　われることの意義を考察している。
・基本的人権が保証されていることの意義
　について多面的・多角的に考察し、民主
　的な社会のありかたについて様々な視
　点から考察し適切に判断している。
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10

・人間の尊重の考えに対し関心を高め、そ
　れらがどのように日本国憲法に規定され
　ているかを意欲的に追求し、民主的な社
　会生活のありかたを考えている。

７

・世界の平和と人類の福祉の増大の観点か
ら国家間の相互の主権の尊重と協力を理
解しようとしている。

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…②③④
・小テスト…①④
・定期考査…①②③④

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…②③④
・定期考査…①②③④

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…②③④
・小テスト…①④
・定期考査…①②③④

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…②③④
・小テスト…①④
・定期考査…①②③④

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…②③④
・小テスト…①④
・定期考査…①②③④

学校番号14　　　東京都板橋区立上板橋第二中学校

評価方法・資料等

・授業中の活動の観察…①
・レポート…①②③
・定期考査…②③④

・現代社会の様々な課題について、具体的
　な事実とともに理解している。

・両大戦期のできごとについて、国際関係
　の動きと関連させながら、概要を理解し
　ている。
・両大戦期の日本の政治・経済・社会・文
　化の動きについて理解し、その知識を身
　につけている。

・国の民主政治のしくみ、三権分立、選挙
　制度や政党政治、地方自治等の内容に
　関する知識を身につけるとともに、公正
　な世論形成や政治参加の必要性につい
　て、理解を深めている。

１

２

・資本主義経済の特徴、企業、金融、産業
　構造など日本経済のしくみや変化・世界
　経済との関わりなどについて理解してい
　る。
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・租税の意義と役割、国民の納税の義務、
　社会資本の整備、環境保全のための取
　り組み、社会保障の充実、消費者の保護
　等の内容について具体的に理解し、その
　知識を身につけている。

・国や地方公共団体の経済活動に関する
　様々な資料を収集し、活用している。
・日本や世界の経済に関する課題を把握
　するために様々な資料を収集し活用す
　ることができる。

９

・資本主義経済の特徴である私有財産制
　と自由競争の意義や、企業の役割と社会
　的責任について考察している。

・日本経済に関する事象に興味を持ち、企
　業のありかたや産業構造・世界経済との
　関わりについて意欲的に情報を収集して
　いる。

・国や地方公共団体の政治に対する理解を
深めるために、様々な資料を活用している。
裁判制度に関する自分の考えをまとめるた
めに、様々な具体的資料を活用している。

・国や地方公共団体の経済活動に対する
　関心を高め、財政が国民生活に果たす
　役割について意欲的に考えようとしてい
　る。
・日本や世界の経済をめぐる様々な課題
　に対して関心を持ち、その解決について
　主体的に関わろうとしている。

・国や地方公共団体が果たしている経済
　的な役割や財政について多面的・多角的
　に考察し、国や地方公共団体の経済活
　動のありかたについて、様々な観点から
　公正に判断している。
・日本や世界の経済をめぐる諸問題に対し
　て、様々な角度から考察し自分の意見を
　まとめている。

・株価や為替の変動・貿易の変化につい
　て、グラフや図表からその特徴について
　読み取ることができる。

6

・国際社会の諸問題について関心を高め、
　改善・解決のためにできることについて
　主体的に考えている。
・平和・人口・食料・エネルギー・資源・環
　境などの地球的規模の諸問題に対して
　関心を持つとともに、自らできることにつ
　いて意欲的に考えている。

・国際社会の諸問題に対して、地球規模の
　協力の必要性やその方法について考察
　している。
・グローバル化した国際社会における諸問
　題に対して、広い視野から原因・現状・解
　決方法等について考察し、意見をまとめ
　ている。

・国際連合のしくみ・活動について、組織図
　や統計資料を活用しながらまとめること
　ができる。
・平和・人口・食料・エネルギー・資源・環
　境など地球的規模の諸問題に関するテ
　ーマを設定し、様々な資料を活用しなが
　ら調べまとめることができる。

　・日本の民主化と国際社会
　復帰

・日本と世界の平和について関心を高め、
　その実現・維持に積極的に関わろうとし
　ている。

・国際政治の基本原則、国際連合のしくみ
　とはたらきについて理解している。
・核問題など世界平和に関わる具体的事
　例や、地球規模の諸問題について理解
　し、その知識を身につけている。

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…①②④
・レポート…①②③
・定期考査…①②③④

・授業中の活動の観察…①
・確認プリント…①②④
・定期考査…①②③④

・東西対立の両陣営の立場について比較
　し、論理的に説明している。

・地図やグラフを活用しながら、冷戦期か
　ら現代までの弘済社会の変化を読みとっ
　ている。
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◆１９世紀後半の国際関係に興味を持ち、
関連付けながら日清・日露戦争の起こった
理由を意欲的に追究している。

◆日清・日露戦争における欧米諸国の利害
関係や国内の様子、戦争の影響について、
多面的・多角的に考察し、構成に判断して
いる。

◆日清戦争から韓国併合までの日本の動
きを年表にまとめ、説明している。

◆国際的な地位の向上と大陸との関係の
あらましを、日清・日露戦争、条約改正を通
して理解し、その知識を身につけている。


