
3分野を関連させた
紙面のご紹介
「新編 新しい社会」は，
  地理・歴史・公民3分野の
 学習を関連づけることで，
  学習を深められるように
 工夫しています！

新
編
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　『学習指導要領』は「指導計画の作成と内容の取扱い」におい

て，指導計画の作成に当たっての配慮事項として，次の点に触

れています。

　「（1）小学校社会科の内容との関連及び各分野相互の有機的

な関連を図るとともに，地理的分野及び歴史的分野の基礎の上

に公民的分野の学習を展開するこの教科の基本的な構造に留

意して，全体として教科の目標が達成できるようにする必要が

あること。」

　この「各分野相互の有機的な関連を図る」という配慮事項は，

「指導計画の作成と内容の取扱い」の冒頭で触れられているこ

と，当該箇所に関しては平成10年版と平成20年版の『学習指

導要領』でちがいがないことから，社会科の指導計画を作成す

る際に，最優先に考えるべき内容であることが分かります。

　中学校社会科の「基本的な構造」である，1・2年で地理的分

野と歴史的分野を並行して学習し，3年で公民的分野を学習す

るという「π型カリキュラム」では，公民的分野が最終ゴールに

なり，そのゴールにたどり着くために，「いつ・どこで・だれが・

何を・どのように」といった見方や考え方を，予め地理的分野

や歴史的分野の学習を通して，生徒に身につけさせておく必要

があるのです。

　では，3分野の関連を具体的にどのように図ればよいので

しょうか。この教科書では，共通する「教育内容」に注目して，

3分野の関連を図っています。

　教科書では，現代の私たちが直面している国内外の課題を

「防災・安全」「環境・エネルギー」「伝統文化・宗教」「人権・平

和」の四つに分け，教科書全体を貫くテーマとして設定したう

えで，そのテーマに沿って3分野それぞれで展開される学習が

関連づけられています。

　こうした関連づけは，テーマごとに3分野それぞれに設けた

特設ページの「深めよう」や，本文ページの中に織り込まれたコ

ラムの「地理・歴史・公民にアクセス」，そして，3分野で共通

に掲載されている図表といった，各段階で図られており，さま

ざまな3分野を関連させた学習ができるようになっています。

　持続可能な社会の形成を目指して，生徒がさまざまな課題を

解決するために積極的に社会参画していこうとする資質や能

力を身につけることが，『学習指導要領』の「社会科」の目標に

示された「国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成

者として必要な公民的資質の基礎を養う」ということであり，

そのためにも，3分野の関連を図った学習が必要だといえるで

しょう。

筑波大学准教授

中学校社会科における3分野の関連の意義
唐木清志

・東日本大震災からの復興
・防災意識の育成
・災害に強いまちづくり
・交通安全，防犯対策　  など

防災・安全

・伝統文化の継承と保存
・異文化理解
・多文化共生
・宗教・民族間の対立　　など

伝統文化・宗教

・地球環境問題
・資源・エネルギー問題
・公害の防止と克服
・環境の保全　　　　 　 など

環境・エネルギー

・差別・人権侵害問題
・社会的弱者への支援
・戦争・紛争
・貧困・飢餓　　　　　 など

人権・平和

四つの課題
（教科書全体を貫くテーマ）

課
題
を
解
決
す
る
取
り
組
み（
社
会
参
画
）

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
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■ 3分野の関連を図った内容（特設ページ・本文，コラム）：本誌 p.4 ～ 6 参照

■ 3分野共通で掲載している主な図表：本誌 p.7 参照 ■ 3分野関連マーク

テーマ

環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

伝
統
文
化
・
宗
教

防
災
・
安
全

人
権
・
平
和

領
土
・
領
域

本文

「さまざまな発電方法の特徴と課題」
（p.170 ～ 171）

「工業化・都市化にともなう地域への
影響」（p.186 ～ 187）

「港町・鞆の浦」
（p.193）

「イスラム教と人々の暮らし」
（p.41）

「生まれ変わる南部鉄器」
（p.247）

「震災と防災・減災への取り組み」
（p.154 ～155）

「集中豪雨から都市を守る地下調節池」
（p.229）

「アイヌの人たちと多文化共生」
（p.262）

「沖縄の土地利用」
（p.185）

「オリンピックと東京」
（p.233）

「日本列島を構成する島々―竹島・北方
領土・尖閣諸島―」（p.134 ～ 135）

海外で販売される日本の漫画（写真）
ユーロ紙幣・硬貨（写真）
日本の人口と人口構成の変化（グラフ）
海外の工場で生産を行う日本の企業（写真）
沖縄の土地利用図（地図）
原爆ドーム（写真）
富士山（写真）
アイヌ民族の伝統衣装（写真）

59
63
158
167
185
197
216
255

257
258
254
261
251

228 ～ 229
131
119

20
174
152
156
43
42
16
19

図表の内容
掲載ページ

「人類の歴史とエネルギー」
（p.272 ～ 273）

「現代の公害問題とその克服」
（p.268 ～ 269）

「朝鮮通信使が訪れた対潮楼」
（p.119）

「歴史の中のイスラム文化」
（p.136 ～ 137）

「南部鉄器のおこり」
（p.121）

「歴史の中の大震災」
（p.270 ～ 271）

「江戸の火消し」
（p.125）

「北海道とアイヌ民族の歴史」
（p.234 ～ 235）

「戦争を記憶し，平和を発信する沖縄」
（p.263）

「古代のオリンピック」
（p.28）

「日本の領土をめぐる問題とその歴史」
（p.252 ～ 253）

「日本のエネルギー政策のこれから」
（p.182 ～ 183）

「公害のない社会へ―水俣市を例に考
える」（p.160 ～ 161）

「私たちの政治参加」
（p.110 ～ 111）

「パレスチナ問題と中東平和」
（p.190 ～ 191）

「世界で活躍する日本の中小企業」
（p.129）

「東日本大震災からの復興と防災―
仙台市を例に考える」（p.112 ～ 113）

「社会の安全と人権―防犯カメラにつ
いて考える―」（p.65）

「アイヌ民族と先住民族の権利」
（p.66 ～ 67）

「沖縄と基地」
（p.43）

「2度目の東京オリンピック」
（p.199）

「日本の領土をめぐる問題の現状」
（p.196 ～ 197）

3 分野共通で扱っている内容
には，「3分野関連マーク」を
付しています。

地理 歴史 公民

東日本大震災 防災

東京 安全

南部鉄器 伝統文化

イスラム教 宗教

領土をめぐる問題 領土・領域

日本のエネルギー問題　エネルギー

四大公害病 環境

鞆の浦 環境

アイヌ民族 人権

沖縄 平和

オリンピック 平和

地理 歴史 公民

公民

地理 歴史
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さまざま課題を多面的・多角的にとらえる
3分野を関連させた学習
●「新編 新しい社会」では，教科書全体を貫く「四つのテーマ」に沿った特設ページなどを3分野それぞれに設け，我が国や国際
社会がかかえる課題を各分野の視点からとらえることで，理解を深められるように配慮しました。
●公民的分野の学習の最後には，3分野での学習を終えた後に，課題を解決するための方策を考えたり，積極的に社会に参画
したりするための活動などを「トライ」の形で設定し，3分野を通して身につけた資質・能力を活用できるように配慮しました。

防災

災害の実態を正しく理解し
自然災害に備える
「主体的な防災意識」を養う

エネルギー供給の
現状をとらえ
これからの日本の
エネルギーについて考える

　東日本大震災後の我が国の大きな
課題である，防災の問題について，
震災を中心に，災害の原因や被害と
いった実態，さまざまな変革や教訓
をもたらした過去の震災，地方自治
の視点からの復興や防災対策につい
ての学習を通して，災害を防ぐうえ
での自己の役割を考える「主体的な
防災意識」を養えるようにしました。

　防災対策と並んで，震災後の我が
国の大きな課題である，エネルギー
の問題について，それぞれの発電方
法の特徴と課題，人類とエネルギー
との関係，戦後の日本のエネルギー
政策や震災での原発事故の状況と復
興への取り組みなどの学習を通し
て，これからの日本のエネルギーを
どうしたらよいか考えられるように
しました。

震災と防災・減災への取り組み

さまざまな発電方法の特徴と課題

歴史の中の大震災

人類の歴史とエネルギー

日本のエネルギー政策のこれから

東日本大震災からの復興と防災―
仙台市を例に考える

エネルギー

（p.154 ～ 155）

（p.170 ～ 171） （p.272 ～ 273）

（p.270 ～ 271）

（p.112 ～ 113）

地理

地理

歴史

歴史

公民

公民

（p.182 ～ 183）
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イスラム教について
正しく理解し
国際的な課題の解決について
考える

アイヌ民族の歴史や
文化を通して
先住民族の権利について考える

我が国がかかえる領土をめぐる問題について
多面的・多角的に理解し，正しくとらえる

　「三大宗教」と呼ばれる宗教のうちで，
生徒にとってなじみのうすいイスラム教
について，地理や歴史でのイスラム教の
教えやイスラム教徒の生活，日本人の生
活にも根付いている歴史上のイスラム文
化の学習を通したイスラム理解を基に，
公民でイスラム教の関係するパレスチナ
問題についてとらえ，紛争の解決につい
て考えられるようにしました。

　古くから北海道を中心に生活を営んで
いるアイヌ民族が受けついできた文化
や，古代から近代に至るまでのアイヌ民
族や北海道の歴史，「アイヌ文化振興法」
や「アイヌ民族を先住民族とすることを
求める決議」といった現代の諸政策や国
際社会での動きの学習を通して，先住民
族の人権保障について考えられるように
しました。

　我が国が近隣諸国との間にかかえる領土をめぐる問題について，各地域の地理的な特色や，
我が国の固有の領土となった歴史的な背景や人々の生活をとらえ，現代に問題が発生した外交
的な経過や現
状を理解する
ことで，領土
をめぐる問題
を正しくとら
えられるよう
にしました。

パレスチナ問題と中東和平

アイヌ民族と先住民族の権利

日本の領土をめぐる問題の現状

宗教

人権

領土をめぐる
問題

（p.234
～ 235）

（p.196 ～ 197）

（p.136
～ 137）

（p.190 ～ 191）

（p.134 ～ 135） （p.252 ～ 253）

（p.66 ～ 67）

（p.262）

（p.41）

地理

地理

地理

歴史

歴史

歴史

イスラム教と
人々の暮らし

アイヌの
人たちと
多文化共生

日本列島を構成する島々
―竹島・北方領土・尖閣諸島―

歴史の中の
イスラム文化

北海道と
アイヌ民族
の歴史

日本の領土をめぐる問題と
その歴史

公民

公民

公民
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郷土に目を向け，地域の課題や魅力を見いだす
視点を養う「エリアスタディ」
●「新編 新しい社会」では，教科書全体を貫く「四つのテーマ」に沿って，一つの地域を共通で取り上げるコラムなどを3分野
それぞれに設け，地域の地理的・歴史的背景をふまえ，地域の課題や魅力に目を向ける意識や態度を養えるようにしました。
●公民的分野では，伝統的工芸品を世界に輸出している中小企業や，地域の魅力を積極的に発信している中学生の姿を取り
上げ，郷土に対する愛情を育み，より良い地域社会を築くために積極的に社会と関わる資質や能力を養えるようにしました。

郷土の地理的・歴史的背景を知り
魅力を発信する～広島県福山市～

郷土に残る伝統的工芸品の
歴史や変化を知り
振興の方法を考える
～岩手県盛岡市・南部鉄器～

　古くから「潮待ちの港」と呼ばれ，瀬
戸内海の海上交通の要衝として繁栄し
た「鞆の浦」を3分野共通で取り上げ，
地理的な特色や歴史的な背景をふま
え，郷土の魅力を積極的に発信してい
る中学生の姿を紹介しています。

　東北地方を代表する伝統的工芸品で
ある「南部鉄器」を3分野共通で取り上
げ，歴史的な背景や現代の変化ととも
に，南部鉄器を世界に輸出している中
小企業について紹介しています。

港町・鞆の浦

生まれ変わる
南部鉄器

朝鮮通信使が
訪れた対潮楼

南部鉄器
のおこり

世界で活躍する
日本の中小企業

私たちの
政治参加

環境

伝統文化

（p.110
～ 111）

（p.193） （p.119）

地理

地理

歴史

歴史

公民

公民

（p.247） （p.121）

（p.129）
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3分野共通の図表を通して
資料を多面的・多角的に読み取る力を高める
●「新編 新しい社会」では，一つの写真やグラフ，地図といった図表を3分野共通で掲載し，それぞれの分野の学習内容と関
連させた読み取りをすることで，資料を多面的・多角的に読み取る力が高められるようにしました。
●3分野共通で掲載した図表には，読み取りの視点を示す「えんぴつマーク」や「ためしてみよう」の活動を設け，効果的に資
料の読み取りができるようにしました。

Q日本の人口構成や変化を読み取る

Q日本の工業の国際化と影響をとらえる Qバブル経済崩壊後の経済の動きをとらえる。 Q地理や歴史での読み取りをふり返り，
経済のグローバル化をとらえる。

Q少子高齢化の状況や社会保障の課題の背景を人口や人口構
成の変化から読み取り，採るべき方策を考える。

Q高度経済成長の背景として，人口
や人口構成の変化を読み取る。

日本の人口と人口構成の変化

海外の工場で生産を行う日本の企業

日本の人口と
過疎・過密問題

学習
内容

日本の工業学習
内容

（p.158） （p.254） （p.152）

（p.156）（p.261）（p.167）

地理

地理

歴史

歴史

公民

公民

日本の
高度経済成長

学習
内容

変化の中の日本学習
内容

少子高齢化と
財政

学習
内容

グローバル化する
日本経済

学習
内容
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編集に携わった人々

●代表  
坂上　康俊　九州大学大学院教授 戸波　江二　早稲田大学教授 矢ケ﨑典隆　日本大学教授

荒井　正剛　東京学芸大学教授
伊藤　聡保　東京都世田谷区立梅丘中学校校長
入子　彰子　東京都文京区立音羽中学校主幹教諭
江間　史明　山形大学教職大学院教授
岡部　　誠　東京都板橋区立赤塚第二中学校教諭
勝田　俊輔　東京大学大学院准教授
唐木　清志　筑波大学准教授
河野真理子　早稲田大学教授
岸本　美緒　お茶の水女子大学教授
木村　博一　広島大学大学院教授
草原　和博　広島大学大学院教授
栗原　　久　東洋大学教授
呉羽　正昭　筑波大学教授
兒玉　　修　宮崎大学教授
小原　友行　広島大学大学院教授
今野日出晴　岩手大学教授

佐久間敦史　大阪教育大学准教授
佐長　健司　佐賀大学教授
篠塚　昭司　東京都世田谷区立世田谷中学校教諭
島津　　弘　立正大学教授
鈴木　拓磨　東京都墨田区立両国中学校教諭
関　　裕幸　東京都立小石川中等教育学校主幹教諭
関戸　明子　群馬大学教授
髙田　孝雄　東京都足立区立竹の塚中学校教諭
高橋慎一朗　東京大学史料編纂所准教授
田﨑　義久　東京学芸大学附属小金井中学校教諭
谷口　将紀　東京大学大学院教授
千葉　　功　学習院大学教授
寺尾　健夫　福井大学教授
寺本　　誠　お茶の水女子大学附属中学校教諭
豊嶌　啓司　福岡教育大学教授
中北　浩爾　一橋大学大学院教授

●色彩デザインに関する編集協力
色覚問題研究グループぱすてる

●特別支援教育に関する校閲
田中　良広　国立特別支援教育総合研究所

服部　一秀　山梨大学大学院教授
平松　義樹　愛媛大学大学院教授
福田　正弘　長崎大学教授
藤瀬　泰司　熊本大学准教授
松原　　宏　東京大学大学院教授
間宮　陽介　京都大学名誉教授
溝口　和宏　鹿児島大学教授
峯　　明秀　大阪教育大学教授
峯岸　　誠　前玉川大学客員教授
毛利　　透　京都大学大学院教授
諸富　　徹　京都大学大学院教授
山田　秀和　岡山大学大学院准教授
山本　博文　東京大学史料編纂所教授
𠮷川　幸男　山口大学教授
𠮷水　裕也　兵庫教育大学大学院教授
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●顧問
五味　文彦　放送大学教授


