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２ 社  会 
 

 

学習指導要領（試案） 昭和 22 年 ５月 ５日（1947 年）発行 

小学校学習指導要領（補説） 昭和 23 年 ９月 15 日（1948 年）発行 

小学校学籍簿 昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年） 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 社会の目標 

 

学習指導要領 社会科編（一）〔昭和 22年 5月 5日（1947 年）発行〕より 

社会科の目標は，暫定的ではあるが，一応教育の一般目標に基ずいて，次のように考えられるであろ

う。小学校の六箇年に対しては，各学年ごとに，これに基ずく学年の目標を示し，中学に対しては，各

単元ごとに，これに基ずく単元の目標を示すことにした。教師は，よくこれらを通読し，その意味を適

確に理解するように努められたい。 

一 生徒が，人間としての自覚を深めて人格を発展させるように導き，社会連帯性の意識を強めて，

共同生活の進歩に貢献するとともに，礼儀正しい社会人として行動するように導くこと。 

二 生徒に各種の社会，すなわち家庭・学校及び種々の団体について，その構成員の役割と相互の

依存関係とを理解させ，自己の地位と責任とを自覚させること。 

三 社会生活において事象を合理的に判断するとともに，社会の秩序や法を尊重して行動する態度

を養い，更に政治的な諸問題に対して宣伝の意味を理解し，自分で種々の情報を集めて，科学的総

合的な自分の考えを立て，正義・公正・寛容・友愛の精神をもって，共同の福祉を増進する関心と

能力とを発展させること。 

四 生産・消費・交通・運輸等の自然的・社会的条件を理解させること。 

五 生徒が日常接触する自然的並びに社会的環境について，科学的に観察する能力を養うこと。 

六 世界の自然的環境及び文化は，地域によってさまざまに異なるものであること，並びに各地の

人間生活は，その文化的条件のもとに自然に適応しながら営まれていることを理解させること。 

七 各地域・各階層・各職域の人々の生活の特質を理解させ，国内融和と国際親善に貢献する素地

を養うこと。 

八 各地の資源・自然美及び人工美の価値を知って，これを愛護するとともに，進んでこれを開発

し，創造する能力を養うこと。 

九 社会生活が常に発展するものであることを知り，過去の事績を背景として現代の特質を理解し，

将来の方向を見わたす能力を養うこと。 

十 各種の職業についてその社会生活に対する意義を十分理解し，他人の職業を尊重する態度を強

め，自己の職業の選択を正しく行い，能率の高い職業活動のできる能力を養うこと。 

十一 社会生活における勤労の価値を理解するとともに，勤労によって産業の発展に寄与する能力，

及び勤労を尊ぶ態度を養うこと。 

十二 自分の健康を保ち，これを増進するために必要な知識を学び，それに基ずいて健康に留意す
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る習慣と態度とを養い，更に社会一般の保健に関心を持ち，一般の健康状態を向上させる態度を作

り上げること。 

十三 宗教の社会生活における意義を理解すること。 

十四 娯楽や運動の自然的並びに社会的背景を知って，これらの発達を理解すること。 

十五 ある主題について，討議して学習を進め，人々に会って知識を得る習慣を作り，社会生活に

関して，自分で調査し，資料を集め，記録・地図・写真統計等を利用し，またこれを自分で作製す

る能力を養うこと。 

 

小学校社会科学習指導要領 補説〔昭和 23 年 9月 15 日（1948 年）発行〕より 

 社会科の主要目標を一言でいえば，できるだけりっぱな公民的資質を発展させることであります。こ

れをもう少し具体的にいうと，児童たちが，（一）自分たちの住んでいる世界に正しく適応できるよう

に，（二）その世界の中で望ましい人間関係を実現していけるように，（三）自分たちの属する共同社会

を進歩向上させ，文化の発展に寄与することができるように，児童たちにその住んでいる世界を理解さ

せることであります。そして，そのような理解に達することは，結局社会的に目が開かれるということ

であるともいえましょう。 

 児童たちが社会的に目を開くためには，社会の根本的諸機能と，それらの機能が相互に関係しあって

作っている社会生活全体を，人間らしい生活をいとなみたいという人間の根本的欲求，すなわち人間性

に関係させて深く理解しなければなりません。なかでも，社会生活を成立させ発展させている重要な条

件として，（一）人と人との間の相互依存関係，（二）人間と自然環境との間の相互依存関係，（三）個

人と社会制度や施設との間の相互依存関係，を理解することが肝要であります。  

 しかし，りっぱな公民的資質ということは，その目が社会的に開かれているということ以上のものを

含んでいます。すなわちそのほかに，人々の幸福に対して積極的な熱意をもち，本質的な関心をもって

いることが肝要です。それは政治的・社会的・経済的その他あらゆる不正に対して積極的に反ぱつする

心です。人間性及び民主主義を信頼する心です。人類にはいろいろな問題を賢明な協力によって解決し

ていく能力があるのだということを確信する心です。このような信念のみが公民的資質に推進力を与え

るものです。 

 社会的に目が開かれていることは，民主社会を建設し維持するのに欠くことのできない条件です。し

かし社会的に目のあいていること，社会的な関心をもっていることは，さらに，よい共同生活をするの

に不可欠なさまざまの技能や習慣や態度と結合していなければなりません。すなわちその時々の事態に

応じて適切に処理すること，建設的に協力すること，他人の権利を尊重すること，疑わしい意見や正し

くない意見とたたかうことなど，総じて民主的社会の有為な公民として必要な数多くの特性を身につけ

ていなくてはなりません。 

 社会科は右に述べたような公民的資質の発展を目標とするのでありますから，それが小学校教育の教

科課程の中で占める位置はおのずから明らかであります。 

 学校教育法第十八条によれば，初等普通教育を児童に与えるためには，左の各号に掲げる目標の達成

に努めなければなりません。 

一，学校内外の社会生活の経験に基づき，人間相互の関係について，正しい理解と協同・自主およ

び自律の精神を養うこと。 

二，郷土および国家の現状と伝統について，正しい理解をもつように導き，進んで国際協調の精神

を養うこと。 

三，日常生活に必要な衣・食・住・産業等について，基礎的な理解と技能を養うこと。 
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四，日常生活に必要な国語を正しく理解し，使用する能力を養うこと。 

五，日常生活に必要な数量的な関係を正しく理解し，処理する能力を養うこと。 

六，日常生活における自然現象を科学的に観察し，処理する能力を養うこと。 

七，健康・安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い，心身の調和的な発達を図ること。 

八，生活を明かるく豊かにする音楽・美術・文芸等について，基礎的な理解と技能を養うこと。 

 これによりますと，小学校教育の目標は有為な社会形成者を作ること，すなわち社会の中での生活を，

幸福に，能率的にいとなむのに必要な諸種の理解・態度・能力を養うことにあるということができます。

これと前に述べた社会科の目標とを比較してみますと，社会科が小学校の教育目標達成のために重要な

位置を占め，そしてすべての教科の主要目標とかたくむすびついていることは明らかです。 

 

 

２ 社会の評価の観点 

 

小学校学籍簿について〔昭和 23 年 11 月 12 日（1948 年）〕より 

理解 

態度 

技能 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

歴史，地理，経済，政治，社会等の基礎的な諸概念の知識と理解 

問題解決法を用いる能力批判的な思考をなしうる能力 

他人の必要と権利との尊重 

公民的技能の習得 
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教育課程審議会答申 昭和 28 年 ８月 ７日（1953 年） 

小学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 ７月 10 日（1951 年）発行 

中学校高等学校学習指導要領（試案） 昭和 26 年 12 月 ５日（1951 年）発行 

小学校学習指導要領（改訂版） 昭和 30 年 12 月 15 日（1950 年）発行 

中学校学習指導要領（改訂版） 昭和 31 年 ２月 20 日（1951 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

社会科の改善に関する答申〔昭和 28 年８月７日（1953 年）〕より 

一般的事項 

(1) 社会科は，戦後わが国の教育の目的に大きな変革がもたらされたことに伴い，自主的民主的な国民

の形成を目ざす一つの教科として小・中・高等学校を通じて設けられたものである。それは種々な学

習活動を通して児童・生徒に地理や歴史などの知識や理解を与えることはもちろんである。しかし単

にこれらの知識や理解を与えるだけにととまらず，これを通して児童・生徒に民主的社会隼おける正

しい人間関係のあり方を考えさせ，児童・生徒が狭い国家主義から脱却した広い見地に立つ民主的社

会人として，道徳的に成長することに寄与することを大きなねらいとしているものである。 

したがつて，これがよく行われている学校においては，その学習によってかなりの効果をあげつつ

あることに注目しなければならない。そこでは，児童・生徒は，基本的知識や理解においてもあまり

欠けていないのみならず，自分で物事を考え，判断しようとする態度や，友だちと協力する態度をは

じめ，民主主義の基本的諸要素がしだいに育成されつつある。 

(2) しかしながら一方，社会科の指導は学校によっては必ずしもうまくいっていない点のあることは卒

直に認めなければならない。 

たとえば児童・生徒が，地理や歴史について，きわめてあたり前の事実をしらなかったり，雑然と

して物しりになるにすぎなかったり，教師はその指導において，児童・生徒の自主的活動を重んずべ

き意味をとり違えて形式に流れ，むずかしい宿題を課していたずらに父兄に過重な負担をかける場合

もあり，旧来の指導法のままにとどまって教科書にある知識の注入に偏しすぎ，民主的社会における

道徳の理解や，道徳的判断力の養成がじゆうぶんに行われていない場合もある。 

(3) 元来，社会科は，わが国における民主主義の育成に対して，重要な教育的役割をになうものであり，

その基本的なねらいは正しいのであるから，今後もこれを育てていきたい。しかし，その学習が，ど

この学校でも効果をあげるためには，現在の学習指導要領を改訂し，指導計画に思い切った改善を加

え，前述のような指導法の誤りを正して，社会科教育を着実なものにすることが必要である。 

なお，適切な教師の養成と現職教育，学級児童生徒数の適正化，学校の施設，資材の充実等につい

ても，じゅうぶんな考慮を払うことが必要である。 

(4) 社会科の改善にあたって力を注ぐべき面の一つは，基本的人権の尊重を中心とする民主的道徳の育

成である。学校教育において，このような道徳教育を重視することの必要なことは論をまたない。と

はいえ道徳教育は，社会科だけが行うもののように考えることは誤りであって，これは学校教育全体

の責任である。しかし社会科が道徳教育に対して，責任をもつべき主要な面を明確に考え，道徳教育
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に確実に寄与するように，その指導計画および指導法に改善を加えることは，重要なことである。 

社会科では，民主的社会における道徳生活のあり方の理解や，道徳的判断力を，児童・生徒の発達

に応じて育成することに力を注ぐべきである。そしてこれを有効に行うための指導計画および指導法

は一律のものではなく，小・中・高等学校の段階によって，その重点のおき方に特色があってよいも

のと考える。 

(5) 社会科においては，児童・生徒に，地理や歴史の基本的知識や理解，特に地誌や年代史に関する知

識や理解を身につけさせることを軽視してはならない。しかし，過去の教育のように，多くの地理的

および歴史的事実を，ただ記憶させることに主力が注がれる教育になってはならない。またこれらの

知識や理解の程度や内容については，児童生徒の発達を考慮して，まず義務教育９か年を通しての一

貫した計画のもとに，その完成を目ざすべきであろう。 

なお高等学校における地理・歴史教育の問題については，必修科目や選択科目などのある教育課程

の性格からみて，小・中学校の場合と違った面が含まれているのでその点特に注意する必要がある。 

(6) 社会科の分野では，地理や歴史とならんで，政治・経済・社会などの方面が時代とともにますます

重要になってきている。したがって，すべての段階の教育において，この方面の教育がおろそかにさ

れないように注意することが必要である。 

学校の段階による改善事項 

１ 小学校の社会科について 

小学校の教師の中には，まだ社会科が具体的につかめずに悩んでいるものが少なくないことを見のが

してはならない。したがって小学校社会科教育改善の第一歩は，その指導計画参考案として，具体的な

ものを示すことである。またこれに際しては，理論や理想に走りすぎることなく，社会科の目標達成を

目ざしながらどの教師にも取り扱いやすく，かつ，中学校の社会科指導計画ともよく関連した計画を考

えるほうが実際的であろう。 

道徳教育について 

小学校における道徳教育は，その教育計画全般にわたって，児童の身近な具体的問題を中心とした実

際的な生活指導と重点がおかれるべきであろう。しかし社会科が特に受け持つべき道徳的理解や判断力

の育成を軽視してはならない。このことは，各教師も一応はわかっているのであるが，その指導をどの

ように具体化すべきか，また指導の学年的発展がどうあるべきかについて困惑しているものが多い。 

小学校においては，各教師が，まず民主的社会における道徳教育の理念をはっきりつかみ，それに基

く道徳的価値が，社会科の学習活動を通して児童の心情に訴えて理解されるような指導が望ましい。こ

れがためには，各教師は，学年の発達段階に応じて，児童の日常生活における道徳的判断の基準とたる

ような価値のある行動や態度を考え，社会科における具体的事象の学習を通して，その行動や態度の重

要であることが，おのずから児童に理解されるような指導も必要である。また小学校の段階においては，

このような指導がある特定の時間や特定の期間にまとめてなされることは，効果が少ないと考える。 

しかし現状に抽いて，学校によってはこのような指導がうまくいっていないこともあるから学年の発

達段階に即した道徳教育の指導法や各学年それぞれの社会科学習内容に則した道徳教育上の力点を示

唆するような資料を提供することが望ましい。 

地理・歴史教育について 

(1) 社会科を，地理や歴史などに分化して計画するのがよいか否かは，児童の発達と学習効果との関

係から研究されるべき問題であるが，小学校下学年の社会科は地理や歴史などに分化しないで組織

したほうがよいと考える。また，この年令の児童はまだ見聞も浅く，具体的事実もあまりしってい

ないから，精選された重要な具体的事象をしっかりしらせることにもっと重点をおき，そこから歴
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史的考え方や地理的見方を芽ばえさせるように導くべきであろう。 

(2) 上学年についても，地理や歴史が毎週まったく別科目として教えられる計画は望ましくないが，

地理や歴史について，もう少し系統だった知識や理解が身につくような指導計画を考える必要があ

る。 

たとえば，日本や世界のいろいろな地域の人々の生活のしかた（衣食住の様式）に関する学習を

取り入れて，その差異をしるとともに，その底に流れている人類に共通な人間性を理解することが

たいせつである。またこのような学習を通して地誌的理解の基礎を養うことも必要である。歴史に

ついては，わが国各時代のようすの概略がつかめるように，その指導計画をくふうすることが望ま

しい。ただしこの方面の学習については，この年令の児童の発達および中学校で学習すべき内容と

の関連を考えて，あまり高い要求をしてはならない。 

２ 中学校の社会科について 

中学校の社会科は，小学校の基礎に立ってこれをいっそう発展させるように計画されなければならな

い。したがって小学校社会科の改善に基いて中学校の社会科も改善し，義務教育を通して一貫性を持た

せることが必要である。 

道徳教育について 

道徳教育について基本的立場は，小学校の場合と同じである。したがって中学校社会科の各単元計画

において，それぞれ道徳教育面がいっそうよく行われるように考慮することが望ましい。 

しかし一方，この年令の生徒は，青年前期の心理的発達の特性を表わしてくるとともに，義務教育の

最終段階であることから考えて，民主的社会における道徳生活について，特に深く考える機会を与える

計画を研究することが望ましい。それがためには，たとえば現行の第三学年の「民主主義」の単元内容

の中でも，前述のような指導が行われるように，その指導計画をくふうすることも，一方法であろう。 

地理・歴史教育について 

(1) 中学校社会科の単元系列については，ある期間継続的に地理・歴史その他政治・経済・社会など

の分野に，それぞれ重点をおく方法も考えられる。この場合の地理や歴史教育は，狭い国家主義を

背景とするものであってはならないことはもちろん，地理的あるいは歴史的知識や理解だけを与え

ればよいものでもなくそれぞれ広い分野をおおい，かつ生徒の自主的活動を取り入れた指導法とあ

いまって，社会科の目標達成を目ざすものでなければならない。 

(2) さらに次のことも研究することを望む。 

(ｲ) 現在の指導計画では，多くの学校においては，日本史にわずかな時間が配分され，この中で多

くのことが教えこまれている。日本史について生徒が深く考え，さらに世界的視野も養うために

はこれを社会科の指導計画中にまとめて組み入れて，現在よりも多くの学習時間を与えることが

望ましい。またこのためには，現在の日本史の内容を精選するとともに日本史の分野だけにとど

まらずある程度の世界史的内容を取り入れること。 

(ﾛ) 右の学習指導に際しては，人間生活全般に関する豊かな内容を考え，日本人の感情や思想等に

関する面も取り入れるように考慮すること。特にその際，科学的，世界史的立場を堅持すること

が必要である。 

また現行の四つの時代区分（原始・古代・封建・近代）は，時代区分の一例であって，これが固

定的なもののような誤解を与えないように注意すること。 
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２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 社会科編（試案）〔昭和 26 年７月 10 日（1951 年）発行〕より 

  前章に述べた社会科の目的を達成するためには，次のような目標によって指導を行うのが望ましい

であろう。 

一，自己および他人の人格，したがって個性を重んずべきことを理解させ，自主的自律的な生活態

度を養う。 

二，家庭・学校・市町村・国その他いろいろな社会集団につき，集団内における人と人との相互関

係や，集団と個人，集団と集団との関係について理解させ，集団生活への適応とその改善に役だつ

態度や能力を養う。 

三，生産・消費・交通・通信・生命財産の保全・厚生慰安・教育・文化・政治等の根本的な社会機

能が，相互にどんな関係をもっているか，それらの諸機能はどんなふうに営まれ，人間生活にとっ

てどんな意味をもっているかについて理解させ，社会的な協同活動に積極的に参加する態度や能力

を養う。 

四，人間生活が自然環境と密接な関連をもっていることを理解させ，自然環境に適応し，それを利

用する態度や能力を養う。 

五，社会的な制度・施設・慣習などのありさまと，その発達について理解させ，これに適応し，こ

れを改善していく態度や能力を養う。 

 学習指導の実際にあたっては，これらの根本的目標をさらに具体化し，活用しやすいものにしていか

なくてはならないことはいうまでもない。あとに示す学年目標も，これらの目標を，各学年の児重の経

験の発達に応じて具体化してつくったものである。しかし教師は，いかに具体化した目標をもっていて

も，絶えずこれらの根本的目標を念頭に置き，学習の方向を誤らぬようにすることがたいせつである。 

 上記の根本的目標は，社会科の指導に関するすべてのねらいを包含したものである。すなわち理解・

態度・能力に関するねらいがすべてこの中に含まれているといってよい。 

 しかしながら，これだけでは，後にあげる学年の目標と合わせて，理解に関する目標をとらえること

は比較的容易であるとしても，態度および能力に関して社会科でねらっているものを，具体的にとらえ

ることは困難であろう。もともと，理解・態度・能力の三者は切り離すことのできないものであるが，

教師の指導の周密を期するためには，社会科でねらっている態度や能力を特に取り出して，もっと具体

的に考えてみる必要がある。 

 もちろん社会科で養いたいと考える望ましい態度や能力，特に態度は，単に社会科のみでねらわれる

べきものではなく，他のすべての教科の学習の際においても，またそのほかの，学校生活におけるあら

ゆる機会，あらゆる場面においても，養うことのできるものである。けれども社会科は，人間生活・社

会生活に対する正しい理解を得させることによって，これらの態度の裏づけをし，たえず統一のある生

活態度を進展させるという使命をになっている点で，道徳教育に関する特別な使命を負っているという

ことができる。 

 社会科で養おうとする態度は，いうまでもなく民主的な社会生活における人人の道徳的なありかたに

ほかならない。したがって，それを究明することは，同時に社会科における道徳教育の観点を明確にす

ることにもなるであろう。 

 社会科では次のような観点に立って，望ましい生活態度を育成しようとする。 

 第一に，豊かで重厚な人間性を育てることである。そのためには次の諸点が主たるねらいになるであ

ろう。 
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○人格の尊厳を理解し，自他の権利を尊重すること。 

○人間的な欲求を積極的に充足しようとすること。 

○自由を愛好し，したがって他人の自由を尊重すること。 

○個性を重んじ，寛容な態度で人に接すること。 

○いなる場合にも最善を尽し，決して希望を失わないこと。 

○純粋で豊かな愛情を生活にしみわたらせること。 

○平和を愛し，真理探究の意欲をもつこと。 

○普遍的人間性の立場に立ちながら民族的なほこりもつこと。 

 第二の観点は，統-のある生活態度を形成することである。そのためには下に掲げる諸点が主たるね

らいになるであろう。 

○絶えずじぶんの考えを検討し深くつきつめ，純粋で統一のあるものにしようと努めること。 

○自発性に富み，自主独立の精神をもつこと。 

○無条件に既成のものにとらわれることをしない批判的態度を確立すること。 

○自律的で言ったり行ったりすることに一貫性があること。 

○強固な信念をもって考え，かつ行動すること。 

○絶えず自己を向上発展させるため，謙虚に他に求める態度をとること。 

 第三に，上の観点を根底として，清新で明るい社会生活を営む態度を養うことである。そのためには

次の諸点がおもなねらいとなるであろう。 

○建設的な意欲をもって協力すること。 

○社会連帯の意識に基き，強固な責任感をもつこと。 

○正義に対する鋭敏な感覚をもつこと。 

○法や規則をじぶんたちのものとして尊重するとともに，合法的なやり方でそれを改善する努力を

はらうこと。 

○民主的生活に必要な礼儀を守り，尊敬や感謝の念をもつこと。 

○勤労を尊び，社会に寄与するに足る健康を保持すること。 

○慰安と休養とを正しく活用すること。 

○生活に潤いを与える美的情操をもつこと。 

 いうまでもないことではあるが，ここにあげた諸点は，主要な観点も細部の諸点も，互に関連し合い，

重なり合っていて，その性格上個々別々に切り離して児童の身につけていくということのできないもの

である。児童の生活を通じて，なかんずく生活上直面する問題の解決を通じて，総合的に身につけさせ

るのでなければ，決して正しく実現することのできない事がらである。その意味において，以上の観点

につき，その主眼とするところに若干の説明を加えてみるのも有意義なことであろう。 

 まず第一に強調すべきことは，人間的であるということが大きな価値をもつということである。人が

それぞれ個性をもち，人間としての当然の欲求を充足して，自己の幸福を追求しようとすることは，あ

くまでも正しいことである。 

人間性を無視したわくをつくって，それを抑圧しゆがめ，表裏のある暗い生活態度をつくりだすことこ

そ，責めらるべきである。自己を積極的に主張しようとする態度は，個人にとっても，社会にとっても，

あらゆる進歩向上のかぎだといわなくてはならない。 

 もちろん，そのような自己の主張も，それが共同生活を傷つけ破壊するという場合には，その限りに

おいて，みずから進んで欲求を制御することが必要になってくる。その意味においては，自己を完全に

統御しうるということ，すなわち自主的自律的な統一のある生活態度を確立するということが，何より
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も重大である。もちろんそのためには，自他に対する批判的態度がじゅうぶん身についていなければな

らぬことはいうまでもない。 

 このような自主的態度を確立しているということは，民主的な社会を形成する人間の備えるべき根本

的な条件である。自主的な人間にしてはじめて，形式的なわくにとらわれず，あらゆる要素を弾力的に

活用し，使いこなすということができる。たとえば，規則を守るということについても，規則のための

規則というような，とらわれた立場に立つことなく，真に規則のもつ精神を生かして，本来の目的を達

することができるのである。 

 しかし，さきにも触れたように，上に述べてきたような態度の形成は，自主的な問題解決を通じて，

はじめて行なわれることである。したがって，そのような問題解決を正しく行うことのできる力は，す

でに道徳的に大きな価値をもっているといわなくてはならない。これまでしばしば述べてきた，実践的

なものと知的なものとの切り離し難い自然な結びつきということも，この点について考えれば明確に理

解されるであろう。 

 そこで第四の観点である創造的な問題解決に必要な力を養うことがたいせつになってくる。そのため

には次のような諸点がおもなねらいとなるであろう。 

○あくまでも真実を追求してやまないこと。 

○広い視野で問題をとらえ，その核心をつくことにより，能率的で有意義な解決をはかる力をもつ

こと。 

○ものごとを具体的総合的に考え，現実を生き生きととらえること。 

○科学的知性を備え，客観的，合理的な判断をすること。 

○仕事に没入しながらも，たえず独断偏執や形式化を排除すること。 

○事態の急変に正しく対処することのできる沈着機敏な思考と決断の力をもつこと。 

○困難に屈しない強じんな意志と持久力とをもつこと。 

○つねに積極的な態度を持し，ゆたかな実践力をもつこと。 

 次に以上のような観点にささえられたものとして，社会科ではどのような能力を養おうとしているか

ということについて，さらに具体的に述べてみたい。 

 先にもいったように，能力を理解や態度から切り離して考えることは，本来不可能なことであるが，

教師の指導上の便宜のために，一応これを取り出して考えてみることにする。 

 第一に，問題を客観的，合理的に解決する能力を養わなくてはならない。そのためには，上述した問

題解決に必要な力を養う観点を根底として，次の諸点がおもなねらいになるであろう。 

○問題の所在を明確につかむ能力。 

○問題解決の計画を周密にたてる能力。 

○必要なかぎり広い範囲の資料を集め，これを総合的に駆使して問題解決に資する能力。 

 これに関して，たとえば次のような具体的な能力が養われなくてはならないであろう。 

 参考書利用の能力――必要な参考書を捜したり，目次，索引などによって参考書の中の必要な箇

所を捜す能力などを含む――，統計をとったり，統計を読んだりする能力，地図や歴史年表をつく

ったり，利用したりする能力，見学や面接によって必要な知識を獲得し，その要点をメモにとる能

力など。 

○資料の正確不正確，調査方法の適否などを検討し，客観的，合理的に研究する能力。 

 第二に，集団生活を民主的に営むための基礎的能力を養わなくてはならない。 

これに属するものとして次のようなものが考えられる。 

○協同して計画をたてる能力。 



 

 
- 138 -

○討議を建設的に進める能力。 

○討議の座長をつとめる能力。 

○適切なリーダーや代表者を選ぶ能力。 

○規則をつくったり改善したりする能力。 

 第三に，生活を豊かにかつ能率的にするために，社会の諸施設を愛護し，有効に利用する能力を養わ

なくてはならない。たとえば，交通・通信・保健・文化・産業その他に関する現代の進歩した施設を活

用できるような能力を養わなくてはならない。 

 教師は以上述べたような態度や能力を，社会科の学習のどのような機会と場面とにおいて養うことが

できるかということを，つぶさに研究するとともに，それらが，各学年の児童の発達に応じて，どの程

度まで養われうるものであるかということをも研究して，むりのない，しかも周到な指導を行わなくて

はならない。しかも真の成果をあげることは，短時日によく期待しえないのであるから，あくまでもあ

せらず，根気よく児童の成長を助けることこそ，教師に与えられた任務である。 

 

中学校高等学校学習指導要領 社会科編Ⅰ 中等社会科とその指導法（試案）〔昭和 26 年 12 月５日（1951

年）発行）より 

 中等社会科の目標 

 学校教育という立場から，教科としての社会科を組織するためには，何よりもまず社会科の教育目標

を設定し，すべての計画や指導は，これに基いて行われなければならない。戦後の日本の教育において，

最もたいせつなことの一つは民主的社会における正しい人間関係を理解させ，有能な民主的社会人とし

て必要な態度・能力・技能等を身につけさせることでなければならない。そこで中等社会科学習指導要

領改訂委員会においては，中等社会科の一般目標を次のように考えることとした。 

 一 般 目 標 

理 解 

１．民主主義がわれわれの生活の幸福にどのような意味をもっているかの理解。  

２．民主主義を現代のわが国の政治的・経済的・社会的活動に具体化することが，どんなに重要で

あるかの理解。 

３．現代の政治的・経済的・社会的問題がどのような歴史的背景をもって今日に及んでいるかの理

解。 

４．われわれの社会生活が，自然環境とどのような関係をもって営まれているかの理解。 

５．各地の文化，たとえば言語・宗教・芸術・風習・衣食住の様式などにはいろいろの違いがある

が，その底には共通な人間性が横たわっていることの理解。 

６．各地の人々の相互依存関係がどんなに重要であるかの理解。 

態 度 

１．人種・国籍・信條・性別・社会的身分などのいかんにかかわらず，他人の権利や業績を尊敬す

る態度。  

２．社会の一員として自己の責任を自覚し，義務を果たすとともに，自分の権利が尊重されること

を主張する態度。 

３．自分と反対の見解や，他人の意見に対して，広い心をもって接する態度。 

４．人々と協力して，社会生活上の種々の問題解決に，みずから進んで参加する態度。 

５．真理を追及し，正義の実現に努力する態度。 

６．外国の文化を尊重するとともに，わが国の文化をいっそう発展させようとする態度。 
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７．生活を計画的に営み，日常の行動において，礼儀を正しくする態度。 

能力・技能 

１．書籍・雑誌・パンフレットなどから，あるいは観察・調査・面接などによって，適切な資料を

見出す能力・技能。 

２．資料を科学的に処理し，正しい結論を得る能力と技能。 

３．地図・統計資料・グラフ・絵画などを解釈したり，作ったりする能力と技能。 

４．社会生活上の種々の問題を見出し，社会生活をよりよくする計画を立てる能力。 

５．人々といろいろな問題について討議したり，自分の考えをはっきり発表する能力。 

〔注〕目標をこのように理解・態度・能力・技能などに分けると，かえって不完全なものになる。

なぜならば，これらはたがいに密接に関連しており，別々に考えるべきものではないからである。

しかし，このように分けたほうがわかりやすいので，便宜上この方法を採用することにした。 

ところで，現在の中等社会科の教育課程では，中学校においては一般社会科の形で課され，これと

は別に日本史が課されてもよいことになっているし，高等学校第２学年以上の社会科は，日本史・

世界史・人文地理・時事問題に分かれている。このような諸科目が存在する意義については次章に

譲ることとしても，ここで注意しなければならないことは，これらの諸科目の計画および指導にお

いても，常に社会科の一般目標の達成を目ざさなければならないことである。しかしながら，これ

らの分化した社会科においては，そのおもに取り扱う分野にもそれぞれ特殊性があるので，その計

画や指導にあたって，特に重点をおくべき点を明らかにした特殊目標を設定したほうが便利である。

これらに関して改訂委員会において設定したものは次のようである。 

中学校日本史の特殊目標 

１．日本の社会は概括的にみて，原始社会・古代社会・封建社会を経て近代社会へと発展し，それ

ぞれの社会は本質的に相違することを理解すること。 

２．それぞれの社会における人々の生活，生活上の問題解決を理解することを通じて，今日のわれ

われの問題解決に資すること。 

３．それぞれの社会における政治 経済・文化生活は，たがいに密接な関係をもっていることを理

解し，これを総合して考える能力を育てること。 

４．日本の社会の発展を常に世界史の背景のもとに理解するとともに，日本の特殊性を考え，現在

の社会問題を世界史的にはあくする能力を養うこと。 

５．生徒の身近かな生活環境の中に存する歴史の姿を通じて，日本社会発展の姿を理解すること。 

６．文化遺産を正しく評価し，これを尊重し，積極的に親しもうとする態度・趣味を養うこと。 

７．社会の進歩に貢献した先人の業績などを通じて，積極的に社会の発展に協力したり，他人から

尊敬されるような人恪を築きあげる態度・習慣を養うこと。 

８．郷土および国に対して深い愛情と尊敬をもつとともに，世界各国の人々と友好的に交際する態

度・能力を養うこと。 

 

小学校学習指導要領 社会科編（改訂版）〔昭和 30年 12 月 15 日（1955 年）発行〕より  

小学校社会科の目標 

 前章で述べた小学校社会科の意義を実現するためには，次のような目標によって指導を行うことがた

いせつである。 

１ 自己および他人の人格やそれぞれの個性を重んずべきことを理解させ，自主的自律的な生活態

度を養う。  
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２ 家庭・学校・市町村・国その他いろいろな社会集団につき，集団内における人と人との相互関

係や，集団と個人，集団と集団との関係について理解させ，集団生活への適応とその改善に役だつ

態度や能力，ならびに国際協調の精神などを養う。  

３ 生産・消費・交通・通信・生命財産の保全・厚生慰安・教育・文化・政治などの社会機能の働

きや，その相互の関係について基本的なことがらを理解させ，社会的な協同活動に積極的に参加す

る態度や能力を養う。  

４ 人間生活が自然環境と密接な関係をもって営まれていることを理解させ，自然環境に適応し，

それを利用する態度や能力を養う。  

５ 社会的な制度・施設・慣習などのありさまと，その発達について理解させ，これに適応し，こ

れを改善していく態度や能力を養う。 

 学習指導の実際にあたっては，これらの根本的な目標をさらに具体化し，活用しやすいものにしてい

かなくてはならないことはいうまでもない。次章に示す各学年の目標なども，これらの目標がそれぞれ

の学年の児童の発達段階によって，どのように発展していくべきかを考えて作成したものである。しか

し教師はいかに具体化した目標をもっていても絶えずこれらの根本的な目標を念頭におき，学習の方向

を誤らぬようにすることがたいせつである。  

社会科の目標と児童の望ましい生活態度 

(社会科における道徳教育の観点) 

 上記の根本的な目標では，特に理解，態度，能力などに区別せず，社会科の指導に関するすべてのね

らいを総括的に表現している。これは，もともと指導のねらいとしての理解，態度，能力などを機械的

に切り離して考えることはできないものであり，この三者を明確に区別して表現することが，かえって

学習の方向を誤る危険があるからである。しかし，これだけでは，次章の各学年の目標と合わせて理解

に関する目標をとらえることは比較的容易であるとしても，態度および能力に関して社会科でねらって

いるものを具体的にとらえることは困難であろう。そこで教師の指導の周密を期するためには，社会科

でねらっている態度や能力を特に取り出して，もっと具体的に考えてみる必要があろう。 

 もちろん社会科で養いたいと考える望ましい態度や能力，特に態度は単に社会科の学習だけで達成で

きるというよりは，他のすべての教科の学習の際においても，またそのほかの学校生活におけるあらゆ

る機会，あらゆる場面においても，絶えずその指導に留意しなければならないものが多い。けれども社

会科は，社会生活に対する正しい理解を得させることによって，児童の正しい判断力の基礎を養い，望

まい態度や心情の裏づけをしていくという使命をになっている点で，道徳教育について特別な地位を占

めている。 

 社会科で養おうとする態度は，いうまでもなく民主的な社会生活における人々の道徳的なありかたに

ほかならない。したがって，それを究明することは，同時に社会科における道徳教育の観点を明確にす

ることにもなるであろう。 

 社会科では次のような観点にたって，望ましい生活態度を育成しようとする。 

 第一に，人間尊重の精神と豊かな心情をつねに日常生活の上に具体的に表現していこうとする生活態

度を育てることである。そのために次のような諸点が主たるねらいになるであろう。 

○生命，自由，幸福追求などに関する自他の権利を尊重すること。 

○人格の尊厳を理解し，他人の立場を尊重すること。 

○個性を重んじ，寛容な態度で人に接し，信頼と友愛の念を深めること。 

○いかなる場合にも最善を尽し，決して希望を失わないこと。 

○自然やすぐれた芸術に親しむ機会を多くもち，純粋な豊かな愛情を生活にしみわたらせること。 



 

 
- 141 -

○平和を愛し，真理探求の意欲をもつこと。 

○人種・国籍・生活様式の違いなどに基く偏見をなくすように努めること。 

○民族的誇りをもち，郷土や国土を愛し，よりよくしようとする意欲をもつこと。 

 第二の観点は，自主的で統一のある生活態度を形成することである。そのためには次のような諸点が

主たるねらいになるであろう。 

○絶えず自分の考えを検討し深くつきつめ，無条件に既成のものにとらわれることをしない批判的

態度を確立すること。 

○信念をもって行動し，志した仕事を最後までやりとげる勇気をもつこと。 

○自律的で言ったり行ったりすることに一貫性があること。 

○絶えず自己を向上発展させるため，謙虚に他に求める態度をとること。 

○みずからを慎しみ，良心に恥じない言動をするように努めること。 

 第三に，上の観点を根底として，清新で明るい社会主活を営むために必要な生活態度を養うことであ

る。そのためには次の諸点が主たるねらいになるであろう。 

○自己の主張をはっきり述べるとともに，他人の意見もよく聞き，建設的な意欲をもって協力する

こと。 

○集団の一員としての義務と責任にめざめ，各人の長所を生かして仕事をすること。 

○いろいろなきまりや規則を自分たちのものとして尊重するとともに，民主的な方法でそれを改善

する努力をはらうこと。 

○正義に対する鋭敏な感覚をもち，周囲の誘惑に負けない強い意志をもつこと。 

○民主的な生活に必要な礼儀を守り，尊敬，感謝，いたわりの念などをもつこと。 

○勤労を尊び，職業の意義を考え，社会に寄与するに足る健康を保持すること。 

○社会に尽した先人に学ぶとともに，現在の社会の制度や施設のじょうずな活用とその改善につい

てくふうすること。 

○生活に潤いを与える方法や，余暇を有効に活用する方法などについて考え，喜びや悲しみを人々

とわかち合つて暮すようにつとめること。 

 いうまでもないことであるが，ここにあげた諸点は，主要な観点も細部の諸点も，互に関連し合い，

重なり合っていて，その性格上個々別々に切り離して児童の身につけていくということのできないもの

である。児童の具体的な生活経験を中心とした学習を通じて，総合的に身につけさせるのでなければ，

決して正しく実現することのできないことがらである。その意味において，以上の観点につき，その主

眼とするところに若干の説明を加えてみるのも有意義なことであろう。 

 まず第一に強調すべきことは，集団生活において各人が人間尊重の精神をもち合うことが，何よりも

たいせつであるということである。ひとりひとりの生命の何物にもかえがたい尊さを認め，人間として

の当然の欲求を充足して幸福を追求しようとすることは，個人にとっても，社会にとっても，あらゆる

進歩向上のかぎだといわなくてはならない。人間性を無視したわくをつくって，児童に表裏のある生活

態度をつくりだすことは，決して道徳教育の本旨ではない。 

 もちろん，積極的な自己主張も，それが集団生活を傷つけ破懐するという場合には，みずから進んで

これを制御し，全体の福祉を考えなければならない。その意味においては，自己を完全に統御しうると

いうこと，すなわち自主的で統一のある生活態度を確立するということが何よりも重大である。 

 このような自主的態度を確立しているということは，民主的な社会を形成する人間の備えるべき根本

的な条件である。自主的な人間にしてはじめて，形式的なわくにとらわれず，あらゆる要素を弾力的に

活用し，使いこなすということができる。たとえば，規則を守るということについても，規則のための
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規則というようなとらわれた立場にたつことなく，真に規則のもつ精神を生かして，本来の目的を達す

ることができるのである。 

 しかし，さきにも触れたように，上述のような態度は，児童がみずからの主活の中に具体的な問題を

発見し，その解決を自主的に考えていこうとする態度を基礎として，はじめて有効に養うことができる

のである。したがって，そのような問題解決を正しく行うことのできる力は，それ自体がすでに道徳的

に大きな価値をもつものであって，教育上これを重視しなければならない。 

 そこで，第四の観点である創造的に問題解決を行う場合に必要な力を養うことがたいせつになってく

る。そのためには，次のような諸点が主たるねらいとなるであろう。 

○あくまでも真実を追求してやまないこと。 

○広い視野で問題をとらえ，その核心をつくことにより，能率的で有意義な解決をはかる力をもつ

こと。 

○物事を具体的総合的に考え，現実を生き生きととらえること。 

○科学的知性を備え，客観的，合理的な判断をすること。 

○仕事に没入しながらも，絶えず独断偏執や形式化を排除すること。 

○困難に屈しない強じんな意志と豊かな実践力をもつこと。 

 社会科の目標と児童の能力  

 次に，以上のような生活態度とともに，社会科ではどのような能力を養おうとしているかについて具

体的に述べてみたい。 

 さきにもいったように，能力を理解や態度から切り離して考えることは本来不可能なことであるが，

教師の指導上の便宜のために，一応これを取り出して考えてみることにする。 

 第一に，問題を客観的，合理的に解決する能力を養わなくてはならない。そのためには，上述した問

題解決に必要な力を養う観点を根底として，次の諸点がおもなねらいになるであろう。 

○問題の所在を明確につかむ能力。 

○問題解決の計画を周密にたてる能力。 

○必要なかぎり広い範囲の資料を集め，これを総合的に駆使して問題解決に資する能力。 

 これに関して，たとえば次のような具体的な能力が養われなくてはならないであろう。 

 教科書その他の参考書を利用する能力－－必要な参考書を捜したり，目次，索引などによって参考書

の中の必要な箇所を捜す能力などを含む－－，統計をとったり，統計を読んだりする能力，地図や歴史

年表をつくったり，利用したりする能力，見学や面接によって必要な知識を獲得しその要点をメモにと

る能力など。 

○資料の正確不正確，調査方法，結論の適否などを検討し，確かめる能力。 

 第二に，集団生活を民主的に営むための基礎的能力を養わなくてはならない。これに属するものとし

て次のようなものが考えられる。 

○協同して計画をたてる能力。 

○討議を建設的に進める能力。 

○討議の座長をつとめる能力。 

○適切なリーダーや代表者を選ぶ能力。 

○規則をつくったり，改善したりする能力。 

 第三に，生活を豊かにかつ能率的にするために，社会の諸施設や資源を愛護利用し，文化財をたいせ

つにする能力を養わなくてはならない。 

 たとえば，交通，通信，保健，文化，産業その他に関する現代の進歩した施設を活用できるような能
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力を養わなくてはならない。 

 教師は，以上述べたような能力や態度を，社会科の学習のどのような機会と場面において養うことが

できるか，また養うべきかについて，次章の各学年の目標や他の教科の学習指導要領などを参考にして，

具体的に研究し，児童の発達段階に応じた無理のない，しかも周到な指導を行う必要がある。しかも，

これらの面で真の効果をあげることは，短時日によく期待しえないのであるから，あくまでもあせらず，

根気よく児童の成長を助けることが肝要である。 

 

中学校学習指導要領 社会科編（改訂版）〔昭和 31 年２月 20 日（1950 年）発行〕より 

１. 中学校社会科の位置 

 中学校の社会科は，中等普通教育の目的を実現するために，小学校における社会科教育の諸目標をい

っそうじゅうぶんに達成し，国家および社会の形成者として必要な資質を養うことを目標としている。 

 小学校の社会科では，学校教育法に示された次の三つの目標の達成に主として努めてきた。 

(１) 学校内外の社会生活の経験に基き，人間相互の関係について，正しい理解と協同，自主及び

自律の精神を養うこと。 

(２) 郷土及び国家の現状と伝統について，正しい理解に導き，進んで国際協調の精神を養うこと。 

(３) 日常生活に必要な衣・食・住・産業等について，基礎的な理解と技能を養うこと。 

 上の三つの目標は，本質的に相関連しているものであり，明確に切り離して考えることはできない。

小学校の社会科では，児童の発達段階を考え，これら二つの目標に含まれている領域が，本来密接に結

びついている性格に従って，児童にとって具体的な事象を重視して学習を進めていく傾向が強かった。 

 中学校では，生徒の発達段階を考え，地理・歴史・政治・経済・社会などの分野に関する知識・技能・

態度などについて，全体としての人間活動の姿との関連やその表現された種々の面に関連させながらも，

小学校のときよりも，ある程度系統だって身につけさせていく必要がある。 

 道徳教育については，中学校全体の教育計画の中で，その目標が達成されるように考慮されているけ

れども，道徳的知見の啓発という点については，社会科が特に量要な任務を担当している。なお学校教

育法に掲げられている中学校における職業についての教育目標については，職業・家庭科において，そ

の達成について特に目ざしているが，社会科においても，近代社会の形成に伴う職業の社会的意義や労

働関係の問題などについて，基本的理解を深めなければならない。 

２．目標 

小学校社会科の目標をなおもじゅうぶんに達成して，その学習成果のいっそうの充実と発展を図りた

いという見地から，学校教育法における前掲の目標と関連づけて，中学校社会科の目標を掲げ，あわせ

て小学校学習指導要領社会科編に示された小学校社会科の目標との関連を明らかにした。 

１. 国家・地方公共団体，その他さまざまの社会集団における人間の相互関係についての理解を

深め，これらの集団の機構や機能について，小学校よりも，より広い見地から，系統だてて理解さ

せる。そして歴史的背景や世界的視野の裏付けのもとに，現代日本において，政治・経済・社会・

国際関係などにおいて，どのような問題があるかについて目を開かせ，日常生活を通して民主主義

を現代のわが国の政治的，経済的，社会的活動に具体的に生かしていく能力や態度を養う。 

 小学校の社会科では，いろいろな社会機能がどのように営まれて，相互にどんな関係をもち，

人間生活にどんな関係をもっているかということについて初歩的な理解をさせ，協同活動に積

極的に参加する態度や能力を養うことを一つの目標としている。小学校で児童は，理解できる

範囲内において，その経験をもととし，具体的な事例の学習を通して，人間の相互関係や，社

会や国家の機構・機能などについても，それらのごくあらましを理解してきた。中学校の社会
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科においても，このように生徒の経験や具体的事例についての配慮は必要である。 

 また，政治・経済・社会の分野における専門的知識や複雑な現実の諸問題については，中学

校の段階としてむずかしいものがあるから，その内容については注意する必要がある。 

２. 日本の各時代の概念を明確につかませ，歴史の発展過程を総合的に理解させ，国家の伝統と

文化について，正しい理解をもたせる。また，日本の歴史ばかりでなく，世界史的な内容も通して，

日本史に関するものを主体としながらも，それとの関連において世界史の流れをとらえ，結果にお

いては，その時代系列のあらましがつかめるようにする。そして現代のわが国における政治的，経

済的，社会的な諸問題が，どのような歴史的背景をもっているかを理解し，国家の伝統と課題につ

いて，歴史的考察力を養う。さらにまた，歴史は，人間の自然環境に対するはたらきかけや，社会

をよくしていこうとする人々のたゆまない努力によって発展するものであること，歴史的発展には

地域や民族によって特殊性があること，また各時代・各社会の人々の活動には共通な人間性が見ら

れることなどについても理解させ，それによって，社会生活の発達に対する自己の責任感や，人間

相互の関係における協調の精神を養う。 

 小学校の社会科では，制度・施設・慣習などのありさまと，その発達について理解させ，こ

れに適応し，これを改善していく態度や能力を養うことを一つの目標としている。小学校で児

童は，理解に容易な事象や，人物の学習を通して，わが国の政治のしかたや人々の生活が，昔

と今とは異なっていることや，各時代のありさまのあらましについて理解し，それぞれの時代

が特色をもって今日に及んでいることに気づいてきた。中学校の社会科においても，いろいろ

な事象についての歴史的考察を深め，それによって積極的に生活に生かしていこうとする態度

を養っていくことはたいせつである。 

 また，高度の歴史的知識や，世界史の多様な時代概念などのようなものには，中学生に理解

させるのにふさわしくないものがあるから，歴史的内容を精選したり，学術的用語の使用に注

意をはらうことは，非常にたいせつなことである。 

３. 政治的，経済的，社会的，国際的観点を小学校よりも強化して，日本や世界の各地域の生活

の特色を，他地域との比較・関連において明確につかませ，その地域の生産その他の諸事象が相互

に関連性をもつことや，各地域が日本や世界の中で占めている地位について理解させる。なお世界

の中でも，特にアジア＝太平洋地域における諸問題についての関心を深めること，これからのわが

国では国民が自然環境に対して積極的に働きかけること，国際的協調に対して努力することなどが

たいせつであることについても，理解を深める。そして，地域相互間の関係，人間と自然との関係

を考察し，人々の生活は土地によって特色があるが，その底には共通な人間性が流れていることを

理解して，わが国が当面している問題について地理的に考察する態度や能力を養い，国家や郷土に

対する愛情を育てる。 

 小学校の社会科では，人間生活が自然環境と密接な関連をもっていることを理解させ，自然

環境に適応し，それを利用する態度や能力を養うことを，一つの目標としている。小学校で児

童は，衣服・食物・住居や産業・自然環境について，その経験や理解に容易な具体的事象・人

物を通じて，わが国や世界の代表的な諸地域の特色について大きくつかみ，また，人々の生活

が自然環境と関係をもっていることや，郷土やわが国の生活は遠く離れた土地や外国の人々の

生活と密接に結び合っていることなどについても着目するようになってきた。中学校の社会科

においても，生徒の経験や具体的な事例を通じて，地理的な考え方・事実・特色・術語などに

関する教養を高めていこうとする配慮はたいせつである。 

 また，複雑な世界事情や，国際関係・地理的環境・政治・経済・地図投影などに関する高度
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の地理学的知識については，中学生に理解させるのにふさわしくないものがあるから，その内

容については精選する必要がある。 

４. 小学校よりもさらに広く深い領域を学習させることにより，民主主義の諸原則についての理

解をいっそう深め，それがわれわれの幸福にどのような関係をもっているかについて理解させ，こ

れを実際の生活に生かしていく態度を養う。また，それぞれの具体的事象についての学習を通して，

国を愛する心情や他国や他国民を敬愛する態度を養う。 

 小学校の社会科では，自分および他人の人格や個性を重んずること，また人と人との相互関

係，集団と個人，集団と集団との関係について理解させ，自主的，自律的な生活態度を基い，

また集団生活への適応とその改善に役だつ態度や能力を養うことを目標としている。小学校で

児童は，その身近な問題を中心とした実際的な生活指導を中心とする具体的事象の学習を通し

て道徳的心情を育て，よい習慣を養い，特に民主社会における生活のあり方の理解や，道徳的

判断力を育ててきた。中学校の社会科においても，このような指導はもちろん重要である。 

 また，中学校は，生徒が青年前期の特性を表わしてくる時期であるという点も考えて，道徳

的な問題などについて深く考えさせるような配慮をすることが望ましい。しかし，この際，抽

象的，観念的な理論に陥るようなことを避けて，身近な生活上の問題などを通して，個人の価

値や，人生の問題について考えさせていくことがたいせつである。 

 

 

３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

＜小学校＞ 

社会的な関心 （小）つねに集団への積極的な参加・適応を考えようとする。社会諸事象に積極

的な関心を持ち，進んで問題を発見しようとするなど。 

思考 （小）問題の追求にあたって，自主的に創意くふうし，各種の観点から問題を考

える。 

知識，技能  

道徳的な判断  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 

 

＜中学校＞ 

社会への関心 （中・高）社会の諸事象ならびにその歴史的背景，自然環境との関係などに積極

的な関心を持ち，みずから進んで問題を発見しようとする。 

思考 （中・高）問題の追求にあたって，自主的に創意くふうし，広い社会的視野から，

客観的に批判的に問題を考える。 

知識  

技能  

道徳的な判断  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 
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教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

小学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

＜小学校＞ 

① 社会科の目標・内容については，「道徳」との関連を考慮し，学年の児童発達段階に即して発展的・

効果的な指導が行われるよう再検討を加えること。 

② 低学年の内容は，特に「道徳」との関連をじゅうぶん考慮し，その取扱方について細心のくふうを

ずること。 

③ 中学年は，高学年への移行的段階として，児童の発達段階および社会科の全体構造の上からみて，

再検討を加えること。 

④ 高学年においては，地理，歴史について基礎的な理解を得させるため，その内容， 

指導方法を再検討すること。 

 

＜中学校＞ 

① 社会科を地理，歴史，政治・経済・社会の三分野に分けて学習させる立場をとること。ただし総合

的に取り扱う立場なども認めること。 

この場合，分野とは教育的区分であって，理論的，学問的体系を意味しないこと。 

② 義務教育としての一貫性を考慮し，小学校社会科との関連を密にし，内容を精選し，むだな重複を

省いて学習効果をあげること。 

③ 内容の学年別配当を明らかにし，学習にいっそうの系統性をもたせること。 

④ 歴史学習においては，国民としての自覚と責任感をつちかうとともに，民族的偏見を避け，世界に

おけるわが国の立場を正しく理解させることにいっそう留意すること。 

⑤ 近代史の取扱を再検討し，地理的分野や政治経済社会分野とのむだな重複をさけ，指導内容を精選

すること。 

⑥ 道徳教育については，「道徳」の時間の指導との関連を密にし，その進展に資するよう配慮するこ

と。 

⑦ 学習指導要領の作成にあたっては，目標，内容を精選して指導の重点を明確に示し，基本的事項の

指導が徹底するようにすること。 

ただし，その取扱にはゆとりをじゅうぶん認め，内容をいっそう豊富にすることなどにつき裁量の

余地を認めること。 

 



 

２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 80 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 具体的な社会生活の経験を通じて，自他の人格の尊重が民主的な社会生活の基本であることを

理解させ，自主的，自律的な生活態度を養う。 

２ 家庭・学校・市町村・国その他いろいろな社会集団につき，集団における人と人との相互関係

や，集団と個人，集団と集団との関係について理解させ，社会生活に適応し，これを改善していく

態度や能力，国際協調の精神などを養う。 

３ 生産・消費・交通その他重要な社会機能やその相互の関係について基本的なことがらを理解さ

せ，進んで社会的な協同活動に参加しようとする態度や能力を養う。 

４ 人間生活が自然環境と密接な関係をもち，それぞれの地域によって特色ある姿で営まれている

ことを，衣食住等の日常生活との関連において理解させ，これをもとに自然環境に対応した生活の

くふうをしようとする態度，郷土や国土に対する愛情などを養う。 

５ 人々の生活様式や社会的な制度・文化などのもつ意味と，それらが歴史的に形成されてきたこ

とを考えさせ，先人の業績やすぐれた文化遺産を尊重する態度，正しい国民的自覚をもって国家や

社会の発展に尽そうとする態度などを養う。 

 上に掲げた社会科の目標は，相互に密接な関連をもつものであるが，特に，社会科はわが国における

民主主義の育成に対して重要な教育的役割をになう教科であるから，各学年における具体的な学習が，

主として目標２から５までのいずれかにかかわる場合においても，つねにその指導の根底には目標１が

考慮されなけれはならない。 

 社会科は，社会生活に対する正しい理解を得させることによって，児童の道徳的判断力の基礎を養い，

望ましい態度や心情の裏づけをしていくという役割をになっており，道徳教育について特に深い関係を

もつものである。したがって，社会科の指導を通して育成される判断力が，道徳の時間において児童の

道徳性についての自覚としていっそう深められ，この自覚がふたたび社会科における学習に生きてはた

らくように指導することが望ましい。 

 以下に示す各学年の目標は，次のような児童の発達段階に応じた社会科の特性を考慮して作成したも

のである。すなわち，低学年では，児童の日常生活における諸経験を整理，発展させながら，身近な社

会生活をささえている人々の仕事や事物のはたらきなどに着目させ，これらの意味を正しく理解させる

ことを通して，社会生活に対する正しい見方，考え方の基礎や集団の一員としての自主的，自律的な生

活態度の芽ばえを育てることが重点であって，社会事象に対するあまり立ち入った解釈や批判をしいて

もたせようとすることは適切ではない。学年が進むにつれ，ものごとを系統的に考える力や，社会事象

相互の関係を追求したり，批判的に考える力などもしだいに発達してくるので，このような特性をじゅ

うぶん生かしながら，社会科の目標を有効に達成するように配慮したものである。 

 

 
- 147 -

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 自他の人格や個性を尊重することが社会生活の基本であることについての理解をいっそう深

め，また民主主義の諸原則を理解させ，これを日常の生活に正しく生かしていく態度や能力を養う。 

２ 人間生活と自然との関係，地域相互の関係を考えさせ，人々の生活には地域によって特色があ
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ることや，その底には共通な人間性が流れていることを理解させ，広い視野に立って，郷土や国土

に対する愛情を育てる。 

３ われわれの社会生活は長い歴史的経過をたどって今日に及んでいること理解させ，歴史の発展

における個人や集団の役割を考えさせ，よい伝統の継承や社会生活の進歩に対する責任感を養う。 

４ 家族，村落，都市，国家その他の社会集団の機能や，それらにおける人間の相互関係，ならび

にわが国の政治・経済の機構や機能を理解させるとともに，わが国が当面している諸問題に着目さ

せ，社会生活に適応し，さらにこれを改善していこうとする積極的な態度や能力を養う。 

５ 世界におけるわが国の立場を正しく理解させ，国民としての自覚を高め，民主的で文化的な国

家を建設して，世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする態度を養う。 

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として社会科の目標をなすものであり，主

として２，３または４のいずれかにかかわる指導においても，常に５をあわせ考慮する必要があり，さ

らに，すべての指導の根底に，１を考慮しておかなければならない。 

 

 

３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

＜小学校＞ 

社会事象への関

心 

社会の諸事象について積極的な興味・関心をもち，進んで問題を発見

したり，集団生活への参加・適応に努めようとしたりする。 

社会事象につい

ての思考 

社会の諸事象をなりたたせている諸要因や諸条件に目を開き，その社

会的意味や事象相互の関連などをよく考えることができる。 

知識・理解 社会生活についての基礎的な知識・理解をもち，資料の作成・利用の

しかたなども身につけている。 

社会的道徳的な

判断 

社会生活についての正しい理解を基礎として，集団生活における自他

のあり方について適切な判断ができる。 

 

<中学校＞ 

社会事象への関

心 

社会の諸事象ならびにその歴史的背景，地理的諸条件などに積極的な

興味・関心をもち，みずから進んで問題を発見しようとする。 

社会事象につい

ての思考 

社会の諸事象について，それを成り立たせている諸要因や諸条件の関

連，事象相互の関連などをとらえることができ，さらに，広い視野か

ら総合的に問題を考えようとする。 

知識・理解 地理的分野，歴史的分野または政治・経済・社会的分野に関する基礎

的な知識を身につけている。 

技能 地図，統計，グラフ，年表などを正確に作成し利用することができ，

また，観察，調査，見学などを適切に行なうことができる。 

社会的道徳的な

判断 

社会に関する正しい理解を基礎として，民主的な社会やそこにおける

人間のあり方について適切な判断ができる。 
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教育課程審議会答申 昭和 42 年 10 月 30 日（1967 年） 

教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

小学校学習指導要領 昭和 43 年 ７月 11 日（1968 年）告示 

 昭和 46 年 ４月 １日（1971 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

小学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 42年 10 月 30 日（1967 年）〕より 

（目標） 

１ 目標については，民主的な国家，社会における公民的資質の基礎を養うこの教科の基本的性格が正

しくはあくされるように，その表現を明確にするにと。 

目標については，いわゆる地理的，歴史的，公民的内容に関する学習を通じて，民主的な国家，

社会における公民的資質の基礎を養う社会科の基本的性格が明確になるようにする。 

（内容の精選） 

２ 内容については，基本的事項を精選するとともに，児童の発達段階に応じ，じゅうぶん理解しうる

内容を効果的に組織すること。 

(1) 基本的事項の精選にあたっては，時代とともに変化し複雑化する社会環境のなかで，社会につい

ての基本的なことがらを考えたり理解したりする場合に必要な能力（たとえば，観察したことを適

切に整理し，秩序だてて考えたり表現したりする力など）の育成をとくに重視する。 

(2) 家庭，社会および国家についての正しい理解や愛情を育てるため内容や，国際理解の基礎を養う

ための内容を，児童の発達段階に応じて効果的に組織する。この際，やや程度が高すぎると思われ

るもの（たとえば，５年の産業に関する内容の一部など）や，取り扱いの程度が必ずしも明確でな

いもの（たとえば，４年の大むかしの人の暮らしなど）等について改善を加える。 

（低学年の社会科） 

３ 低学年の社会科については，社会の一員として生活している児童に，身近な社会生活の意味を正し

く理解させ，社会生活に関する基礎的な能力や態度を育てていく基本的なねらいが効果的に達成でき

るようにするにと。 

低学年の内容のうち，具体的に欠け，教師の説明を中心にした学習に流れやすいもの（たとえば，

学級生活と個人の関係を示したものなど）の取り扱いについて検討を加えるとともに，児童の生活に

即した具体的な社会の要請（たとえば，安全に関する認識や公民としての意識のめばえを育てるにと

など）等についてもじゅうぶん配慮して改善を図り，児童の発達段階を考慮して，他教科，道徳等と

も関連させて，効果的な指導ができるようにする。 

（中，高学年の社会科） 

４ 中学年における地域社会の内容や高学年における国家や世界などの内容についても，学年相互の関

連や中学校との関連などにじゅうぶん配慮しながら，その充実と改善を図ること。 
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中学年から高学年にかけての地域社会，国家，世界に関連した地理的，歴史的内容については，そ

れぞれの学年段階の児童の関心や能力等からみて適切な内容を精選し，その学年配当を調整して，学

年相互の関連や中学校との関連がいっそう図れるようにする。このため，たとえば， 

ア 歴史に関する学習については，人物や神話，伝承等のとりあげ方などにもくふうを加え，全体と

してその充実を図る。 

イ 高度な産業立地の問題を学習させたり（５年），世界の国々をいたずらに数多くられつ的に学習

させたりする（６年）ような傾向を是正する。 

ウ 地域社会の行政的しくみ（３，４年）や，国の政治や経済（５，６年）等の内容について，いっ

そう基礎的なものの精選を図る。 

（他教科との関連） 

５ 他教科等とくに道徳，国語，理科との関連について，じゅうぶんに配慮すること。 

(1) 社会科と道徳との関連は，すべての学年を通じてきわめて密接なものであるので，この点にじゅ

うぶん配慮して内容を組織する。 

(2) 国土や国民文化についての理解や愛情を養うにとについては，国語科の内容との効果的な関連を

図るようにし，また，方位，季節，気候等に関する理科の内容との関連についてもじゅうぶんに配

慮する。 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

(1) 目標については，地理，歴史および政治・経済・社会などに関する学習を通じて，民主的な国家・

社会の形成者として必要な資質をつちかうことを究極の目的とするこの教科の基本的性格が正し

く把(は)握されるように，その表現を明確にすること。その際，経済・社会・文化などが急速に変

化発展していることおよび世界におけるわが国の地位に著しい変化がみられることをじゅうぶん

に考慮すること。 

(2) 各分野の目標については，地理的分野ではわが国土に対する認識を，歴史的分野ではわが国の歴

史に対する正しい理解を，政治・経済・社会的分野ではわが国の公民としての基礎的教養を，それ

ぞれつちかうことを中核とするとともに，国際理解を深め，国際協調の精神を養うことにじゅうぶ

ん留意すること。 

なお，各分野固有の性格やねらいが的確に把握されるように，その表現を具体的かつ明確にする

とともに，各分野相互の関連や教材としてのまとまりについても，じゅうぶんに考慮すること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，義務教育９か年の社会科教育の全体を見通し，さらに，高等学校社会科との関

連を考慮したうえで，中学校で取り上げる内容の性格やねらいを明確にするとともに，現行の各項

目を整理，統合して，精選と集約化を図ること。 

(2) 各分野の内容については，特に次の点に留意して改善すること。 

ア 地理的分野 

(ｱ) 世界に広く地理上の知識を求めて，地理的な見方・考え方の基礎をつちかい，わが国土に対

する総合的な認識を養うこと。 

(ｲ) 地誌の学習に重点をおいて，日本や世界の諸地域の変化発展についての理解を深めること。

そのため，現行の内容の五つの大項目（郷土，日本の諸地域，全体としての日本，世界の諸地

域，全体としての世界）を四つの大項目（たとえば，身近な地域，日本とその諸地域，世界と



その諸地域，世界の中の日本）に要約すること。 

(ｳ) 地理に関する学習の基礎としての地図学習，野外の観察と調査，統計資料の処理・解釈等の

指導を充実して，学習の効率化を図るとともに，基礎的能力，特に地理的に考察する力を養う

こと。 

イ 歴史的分野 

(ｱ) 世界の歴史を背景に，広い視野に立ってわが国の歴史を学習させるとともに，特に，日本の

歴史の特色および江戸時代から昭和にかけての過程の取り扱いにいっそうのくふうを加えて，

わが国の歴史に対する正しい理解を得させ，それに基づく国民としての自覚と誇りをもたせる

ようにすること。 

(ｲ) 歴史学習における基礎的なことがらを正樹に理解し，基本的な事項について歴史的に考察し

ようとする態度とそれに必要な思考力の基礎をつちかうこと。そのため，現行の内容に示され

ている各項目を整理，統合して内容を再構成すること。 

(ｳ) 歴史年表，歴史地図その他の諸資料をいっそう適切に利用するなどして，学習の効率化を図

るとともに，基礎的能力を養うこと。 

ウ 政治・経済・社会的分野 

(ｱ) 国家・社会の形成者として必要な政治・経済・社会などに関する基礎的教養をつちかうとと

もに，国民主権のもとにおける公民のあり方，特に自由と責任，権利と義務についての正しい

認識を養うこと。 

(ｲ) 地理的分野，歴史的分野の学習の基礎の上に立ち，積極的な学習ができるように，生徒の発

達段階にふさわしい内容を精選して，分野の内容のまとまりを図ること。そのため，現行の内

容に示されている六つの大項目（近代社会と民主主義，民主政治の組織と運営，産業・経済の

構造と機能，現代の社会生活と文化，世界と日本，現代の諸問題）を整理，統合して四つ程度

の大項目（たとえば，家族生活と職業，社会生活，経済と生活，政治と生活）に要約すること。 

なお，内容の構成にあたっては，国際的視野に立った取り扱いもできるようにじゅうぶん配

慮すること。 

(ｳ) 統計その他の諸資料を活用する指導を充実して，確実な知識を身につけ，事実を正確にとら

えて公正に判断しようとする態度とそれに必要な基礎的能力を養うこと。 

(ｴ) この分野の名称は，公民的分野と改称すること。 

(3) 第二次世界大戦後における重要な事項については，その大きな流れは歴史的分野において概観

し，そのおもな内容は主として公民的分野において，わが国を中心に取り扱うこと。 

(4) 各分野の学年配当については，３分野の密接な関連のもとに，社会科全体としての学習成果を

いっそう高めるため，原則として，第１，第２学年を通じて地理的分野，歴史的分野を並行して

学習させ，第３学年において歴史的分野および公民的分野を学習させるようにすること。 

 

 

２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 268 号 昭和 43 年７月 11 日（1968 年）告示 

昭和 46 年４月 １日（1971 年）施行  より 

 社会生活についての正しい理解を深め，民主的な国家，社会の成員として必要な公民的資質の基礎を

養う。 
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 このため， 

１ 家庭の役割，社会および国家のはたらきなどそれぞれの特質を具体的な社会機能と結びつけて

正しく理解させ，家庭，社会および国家に対する愛情を育てるとともに，自他の人格の尊重が民主

的な社会生活の基本であることを自覚させる。 

２ さまざまな地域にみられる人間生活と自然環境との密接な関係，自然に対する積極的なはたら

きかけの重要性などについて理解させ，郷土や国土に対する愛情，国際理解の基礎などを養う。 

３ われわれの生活や日本の文化，伝統などはすべて歴史的に形成されてきたものであることを理

解させ，わが国の歴史や伝統に対する理解と愛情を深め，正しい国民的自覚をもって国家や社会の

発展に尽くそうとする態度を育てる。 

４ 社会生活を正しく理解するための基礎的資料を活用する能力や社会事象を観察したりその意

味について考える能力をのばし，正しい社会的判断力の基礎を養う。 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

地理，歴史および政治・経済・社会などに関する学習を通して，社会生活についての理解と認識を養

い，民主的，平和的な国家・社会の形成者として必要な資質の基礎をつちかう。 

このため， 

１ 広い視野に立って，わが国土に対する認識とわが国の歴史に対する正しい理解を深め，その基

礎の上に，わが国の公民としての基礎的教養をつちかうとともに個人の尊厳と人権の尊重が民主的

な社会生活の基本であることを自覚させて，国家・社会の進展に進んで寄与しようとする態度を養

う。 

２ 世界におけるわが国の役割を理解させて，国民としての自覚を高めるとともに，国際理解を深

め，国際協調の精神を養い，世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする態度を育てる。 

３ 経済・社会・文化などが急速に変化発展している日本や世界の現状に目を開かせ，さまざまな

情報に対処し，確実な資料に基づいて公正に判断しようとする態度とそれに必要な能力の基礎をつ

ちかう。 
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３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

＜小学校＞ 

知識・理解 家庭，社会，国家などの一員として必要な社会事象に関する基礎的な知識を身に

つけている。 

観察力や資料活

用の能力 

目的に応じて的確な観察ができ，地図，統計，グラフ，図表，年表等各種の資料

を活用することができる。 

社会的思考・判断 社会的事象について関心をもち，それらの意味を考え，適切に判断することがで

きるとともに，社会の一員としての自覚をもって責任を果たそうとする。 

 

＜中学校＞ 

知識・理解 家庭，社会，国家などの一員として必要な社会事象に関する基本的な知識を身に

つけている。 

資料活用の能力 さまざまな情報や各種の資料の中から確実なものを選択し活用することができ

る。 

社会的思考・判断 社会事象について関心をもち，的確に考察し，公正に判断することができるとと

もに，社会の一員としての自覚をもって責任を果たそうとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

小学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 55 年 ４月 １日（1980 年）施行 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

児童・生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，社会生活の意義を広い視野から考える能力や，国家・社会

の一員としての自覚をもちその発展に寄与する態度などの基礎を培うことに留意して，内容を精選す

る。 

その際，人間尊重の立場を基本とし，環境や資源の重要性についての正しい知識を育てること，国

際理解を深めることなどについても，それぞれの学校段階の特質を配慮して改善を行う。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校） 

(ｱ) 低学年の内容は，学校という新しい集団での生活のしかた，学校・家庭等身近な社会生活を成り

立たせている人々の働きなどについての具体的な学習を通して，児童が集団の一員として生活して

いる事実，そのために必要な事柄などを明確に理解できるようにする。内容の構成に当たっては，

単に従来のように知識を中心とした学習に偏らないように配慮し，身近な事物や環境を具体的に観

察し，表現する学習活動が十分行われるようにし，また，実際の指導において他の教科との合科的

な指導が従来以上に行われやすいように配慮する。 

(ｲ) 中学年の内容は，最近の地域社会の変ぼうや地域社会相互の関係の複雑化等を考慮し，第３学年

では市（町，村），第４学年では県（都，道，府）というように各々の学年の学習の範囲を行政区

分により限定することを改め，両学年を通じて，例えば，人々の自然への働きがけ，産業と交通の

関係などの具体的な学習のねらいに即して，市や県を関連的に取り上げるようにする。内容の構成

に当たっては，他の地域との比較考察も効果的に取り入れるようにし，地理的・歴史的な考え方の

基礎が十分養えるように配慮する。 

(ｳ) 高学年においては，中学校との関連にも配慮し，次のように改める。 

[ｱ] 第５学年の内容は，各種の産業を網羅的に取り上げることを改め，第３学年及び第４学年の地

域学習の基礎の上に地理的な環境としての国土の特色や資源の重要性についての理解を得させ

るようにする。 

[ｲ] 第６学年の歴史的学習については，各時代についての歴史的な事項を網羅的に取り扱うことを

改め，我が国の伝統を尊重する立場から，歴史上の人物の働きや文化遺産などを重点的に取り上

げ，現在の自分たちの生活の歴史的な背景に関心をもたせ，歴史と伝統を大切にする心情を育て
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るようにする。 

また，政治に関する学習については，そのしくみを詳しく取り扱うことを改め，日常生活の具

体的な問題に関連させて政治の働きを取り上げたり，日本と国際社会との結びつきについて考え

させたりする。日本国憲法については，その基本的な理念について指導が行われるようにする。 

なお，現行の「特色ある気候的条件のもとで生活している世界の人々の様子」についての内容

は，削除する。 

（中学校） 

(ｱ) 内容は現行どおり地理的分野，歴史的分野の基礎の上に公民的分野を学習する構成とするが，特

に地理的分野と歴史的分野の内容の構成に当たっては，第１学年及び第２学年の生徒の発達段階に

十分配慮する。なお，その履修については，第１学年及び第２学年で地理的分野と歴史的分野を並

行して履修させ，第３学年で公民的分野を履修させる。 

(ｲ) 地理的分野の内容は，日本の国土に対する広い視野に立った認識が一層深められるよう現行の

「日本とその諸地域」及び「世界とその諸地域」を中心として再構成する。これらの内容について

は，取り扱う観点（項目）を集約するなどして重点化し，特に，「世界とその諸地域」については

学習する地域を日本との関係などを考慮して重点化して指導できるようにする。なお，現行の「身

近な地域」及び「世界の中の日本」はより効果的な指導ができるように整理する。 

(ｳ) 歴史的分野においては，日本の歴史の流れを中心として，日本人の生活の展開を政治や社会の動

きとの関連のもとに学習させるようにする。その背景をなす世界的な内容については，日本史的な

内容との関係を考慮して重点化し，特に近代以前の内容は集約する。また，現行の「両大戦間の世

界と日本」に関する内容については，生徒が理解しやすいように整理するとともに，第二次世界大

戦後についても，公民的分野との関連を図って日本の歴史の流れが大観できる程度に整理する。内

容の構成に当たっては，細かな時期区分にこだわらずに，大きく時代の特色を理解させるように配

慮する。 

(ｴ) 公民的分野に。おいては，社会と人間のかかわりについての見方や考え方の基礎を養うことを中

心として，現行の４つの大項目（家族生活，社会生活，経済生活及び国民生活と政治）を，２つな

いし３つの大項目に再構成する。その際，高等学校の共通必修科目との関連にも留意し，抽象的，

理論的な取扱いに陥りがちなもの，例えば現行の「法の支配」などは，その基本的な意味を理解さ

せることに主眼を置き，また，網羅的かつ高度な取扱いとなりがちなもの，例えば「日本経済の現

状と課題」などは，その要点を理解させる程度に改める。 

 

 



２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 155 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 55 年４月 １日（1980 年）施行  より 

 社会生活についての基礎的理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，民主的，平

和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

広い視野に立って，我が国の国土と歴史に対する理解を深め，公民としての基礎的教養を培い，民主

的，平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 

 

 

３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜小学校＞ 

知識・理解 社会の一員として必要な社会的事象に関する基礎的な知識を身につ

けている。 

観察・資料活用の

能力 

的確な観察と基礎的な資料の活用ができる。 

社会的思考・判断 社会的事象のもつ意味を考え，適切に判断することができる。 

社会的事象に対

する関心・態度 

社会的事象に関心をもち，それを意欲的に調べようとするとともに，

社会の一員として自覚をもって責任を果たそうとする。 

 

＜中学校＞ 

知識・理解 社会的事象に関する基本的な知識を身につけ，その意義を理解してい

る。 

資料活用の能力 各種の資料に親しみ，それらを効果的に活用することができる。 

社会的思考・判断 社会的事象のもつ意味を多角的に考察し，その意義を公正に判断する

ことができる。 

社会的事象に対

する関心・態度 

社会的事象について関心をもち，その理解を通してよりよい社会を考

えようとする態度を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

小学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ４年 ４月 １日（1992 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

 ア 改善の基本方針 

小学校，中学校及び高等学校を通じて，国際化の進展などの社会の変化や児童生徒の発達段階を考慮し，

民主的で平和的，文化的な国家・社会の発展に努め，人類の福祉と国際社会の平和に貢献できる日本人

として必要な資質を養うことを一層重視するとともに，総合的な学習から次第に専門的，系統的な学習

へ発展するよう内容の再構成を行う。 

その際，我が国の文化と伝統及び世界と日本とのかかわりについて理解を深め，世界の中の日本人とし

ての自覚と責任感を涵養するよう配慮する。また，小学校，中学校及び高等学校を通じて学習内容が重

複したり，知識中心の学習に偏ったりしないよう留意しつつ，内容の精選を行うとともに各学校段階間

の内容の関連を図るよう配慮する。 

小学校においては，生活科との関連や国際化，産業構造の変化などの社会の変化を考慮して内容の改善

を図る。 

中学校においては，国際化，情報化などの社会の変化を考慮して内容の改善を図るとともに，生徒の特

性等に応じ主体的な学習が展開できるよう配慮する。 

高等学校においては，生徒の発達段階や科目の専門性を考慮し，また，国際社会に生きる日本人として

必要な資質を養うことを重視する観点等から，中学校の社会科における学習との関連を考慮して内容の

発展充実を図るため，社会科を再編成して地歴科及び公民科の二つの教科を設ける。 

なお，学習指導要領における内容の示し方については，学習の実態などに配慮し，教科のねらいを一層

有効に達成することができるよう内容の程度，範囲及びその取扱いが明確になるようにする。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校）（社会） 

(ｱ) 生活科との関連を考慮して，中学年の地域学習については，地域の人々と自分とのかかわりや地域

の人々の協力の様子などを取り上げるとともに，博物館や郷土資料館等の活用を図るなど具体的な活動

や体験が一層充実するようにする。また，高学年については，身近な地域及び国土の遺跡や文化財など

の観察（見学）や調査を行い，それに基づく表現活動などが一層充実するようにする。 

(ｲ) 地域社会における生産活動や消費生活，健康で安全な生活などの内容については，地域社会の変化

を考慮し，その取扱いを改善する。その際，地域社会の生活が広く国内の他地域や外国ともつながりが

あることに気付かせるようにする。 
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また，地域社会の発展を願う態度を育成するという観点から，地域社会における年中行事や地域社会の

発展に貢献した歴史上の人物などを取り上げるようにする。その際，必要に応じ，我が国や外国の歴史

とのかかわりにも気付かせるようにする。 

(ｳ) 産業構造の変化などの社会の変化に対応するという観点から，運輸，通信などの第三次産業の内容

の充実を図る。 

(ｴ) 人物や文化遺産を中心とした歴史学習を徹底するため，通史的な取扱いにならないよう内容の示し

方を改める。また，特に明治維新以降について，我が国の近代化に尽くした人物のはたらきを中心に内

容の精選を図る。 

(ｵ) 内容の重複を避け効果的に指導を進めるようにする観点から，第４学年の地方公共団体の政治のは

たらきについての内容（市町村や都道府県の計画的な事業）は，第６学年の国民の日常生活にみられる

政治のはたらきに含めて取り救うようにする。 

(ｶ) 国際社会に生きる日本人としての自覚などを涵養する観点から，児童の発達段階に応じて国旗及び

国歌の意義について理解させ，それらを尊重する態度を育てるようにする。 

（中学校）（社会） 

(ｱ) 地理的分野，歴史的分野及び公民的分野について，各分野相互の関連に配慮しつつ，基礎的・基本

的な内容の指導の一層の充実を図るため，その内容の精選を行うとともに，次のように改善を図る。 

[ｱ] 地理的分野については，国際化などの社会の変化に対応して，広い視野に立った日本の国土の認識

が一層深められるよう配慮して，内容の改善を図る。その際，世界の諸地域については，生徒の発達段

階や学習の適時性に配慮して，自然や人々の生活を中心に内容を構成する。また，日本の諸地域につい

ては，各地域の特色を世界との関連を含め地域相互の結び付きに留意してとらえることができるよう内

容を構成する。 

[ｲ] 歴史的分野については，我が国の歴史を，世界の歴史を背景に学習させるという趣旨が一層生かさ

れるよう内容を構成する。その際，身近な地域の学習を充実させるとともに，日本人の生活や生活に根

ざした文化の展開を，政治や社会の動きなどと関連付けて学習できるようにする。また，歴史上の人物

の果たした役割や生き方などについて，時代的背景などと関連付けて学習させるよう配慮する。 

[ｳ] 公民的分野については，国際化，情報化などの社会の変化を踏まえるとともに，生徒の発達段階に

配慮し，社会観や異文化に対する見方などの基礎の形成に留意して内容を構成するとともに，国際理解

や消費者教育などにかかわる内容の充実を図る。また，社会集団，政治，経済，国際関係などに関する

内容の精選を行い，分野全体としての学習の一層のまとまりをもたせるようにする。 

(ｲ) 国際社会に生きる日本人としての自覚などを涵養する観点から，国旗及び国歌の意義について理解

させ，それらを尊重する態度を育てるようにする。 

(ｳ) 生徒がその特性等に応じて主体的な学習を展開できるよう，各分野に教育的配慮のもとに適切な課

題を設けて行う学習を導入する。 

(ｴ) 第３学年における授業時数の弾力的運用については，教科の内容を一層定着させるため，各分野の

内容について補充や深化を行うなどにより学習の充実を図る。なお，授業時数の弾力的運用は各分野を

通じて行うものとする。 

(ｵ) 第３学年における選択教科としての「社会」においては，生徒の特性等に応じ，各学校において選

択教科にふさわしい発展的，応用的な学習活動等を工夫するものとし，例えば，分野間あるいは他教科

に関連した内容等に関する自由研究的な学習，見学・調査活動，作業的な学習など，多様な学習活動が

展開できるようにする。 

 



 

２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 24 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成４年４月 1 日（1992 年） 施行  より 

 社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際社会に生きる

民主的，平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 
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中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月１日（1993 年） 施行  より 

広い視野に立って，我が国の国土と歴史に対する理解を深め，公民としての基礎的教養を培い，国際

社会に生きる民主的，平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 

 

 

３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

＜小学校＞ 

社会的事象への

関心・意欲・態度 

社会的事象に関心をもち，それを意欲的に調べることを通して，社会

の一員として自覚をもって責任を果たそうとする。 

社会的な思考・判

断 

社会的事象から課題を見いだし，社会的事象のもつ意味を考え，適切

に判断する。 

観察・資料活用の

技能・表現 

的確な観察や基礎的な資料の活用を行うとともに，その成果を具体的

に表現する。 

社会的事象につ

いての知識・理解 

社会的事象についてその特色や相互の関連を具体的に理解している。 

 

＜中学校＞ 

社会的事象への

関心・意欲・態度 

社会的事象に関心をもち，それを意欲的に追究することを通して，よ

りよい社会を考えるとともに，自覚をもって責任を果たそうとする。 

社会的な思考・判

断 

社会的事象から課題を見いだし，多面的・多角的に考察して，社会の

変化に的確に対応し，公正に判断する。 

資 料 活 用 の 技

能・表現 

平素から各種の資料に親しみ，効果的に選択し活用するとともに，そ

れらに基づいて資料を適切に作成するなど，その成果を幅広く表現す

る。 

社会的事象につ

いての知識・理解 

社会的事象の意義や特徴，相互の関連を理解し，その知識を身に付け

ている。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

小学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

児童・生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された社会の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申） 

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) 小学校，中学校及び高等学校を通じて，日本や世界の諸事象に関心をもって多面的に考察し，公

正に判断する能力や態度，我が国の国土や歴史に対する理解と愛情，国際協力・国際協調の精神な

ど，日本人としての自覚をもち，国際社会の中で主体的に生きる資質や能力を育成することを重視

して内容の改善を図る。 

(ｲ) 児童生徒の発達段階を踏まえ，各学校段階の特色を一層明確にして内容の重点化を図る。また，

網羅的で知識偏重の学習にならないようにするとともに，社会の変化に自ら対応する能力や態度を

育成する観点から，基礎的・基本的な内容に厳選し，学び方や調べ方の学習，作業的，体験的な学

習や問題解決的な学習など児童生徒の主体的な学習を一層重視する。 

イ 改善の具体的事項 

（小学校（社会）） 

各学校が地域の実態を生かすとともに，児童が地域社会や我が国の産業，国土，歴史などに対する

理解と愛情を一層深め，興味・関心をもって楽しく学習に取り組めるようにすることを重視して，次

のような改善を図る。 

(ｱ) 第３学年及び第４学年においては，現在，地域に関する内容の学習を行い，第３学年では市町村，

第４学年では都道府県までを中心に扱っているが，これについて，次のような改善を図り，各学校

で地域に密着した学習が一層弾力的に展開できるようにし，児童が地域社会への理解を一層深める

ようにする。 

ａ 目標及び内容を２学年まとめて示し，地域に関する学習が一層弾力的に行えるようにする。 

ｂ 地域の公共施設の利用や人々の諸活動に関する内容と市町村の様子に関する内容，地域の生産

活動と消費生活に関する内容，第３学年の地域の移り変わりと第４学年の地域の先人の開発など

の努力に関する内容を，それぞれ集約，統合する。 

ｃ 現行の第４学年の地域における現在の開発に関する内容は，政治の働きとかかわりが深いこと

から，第６学年に移行し，国民の日常生活に見られる政治の働きに関する内容に含めて取り扱う

ようにする。また，現行の第４学年の我が国の国土の様子に関する内容は第５学年に移行する。 

(ｲ) 第５学年においては，我が国の産業や国土に関する内容の学習を行っているが，学習が各種の資

料や調査を通して一層具体的に展開できるよう，次のような改善を図る。 
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ａ 我が国の農業や水産業についての学習で取り上げる具体的な事例を一層選択できるようにす

るとともに，貿易の特色や運輸の働きについての内容は，農業や工業に関する学習の中で関連付

けて扱うようにする。 

ｂ 国土の様子に関する内容において，児童にとって抽象的な学習になりがちな人口や資源の分布

などに関する事項は，中学校へ移行統合する。 

ｃ 現行の第５学年の伝統的な技術を生かした工業に関する内容は，自分たちの住んでいる都道府

県についての理解を一層深めるようにする観点から，第４学年に移行し，都道府県の産業に関す

る学習の中で扱うようにする。 

(ｳ) 第６学年の歴史学習については，我が国の今日までの歴史に対する興味・関心と愛情を深めるよ

うにするため，人物の働きや代表的な文化遺産を中心にした歴史学習を一層徹底する。また，取り

上げる歴史的事象を一層精選して扱えるようにし，いわゆる通史にならないようにする。 

(ｴ) 第６学年の我が国の政治の働きや国際理解に関する内容については，学習が具体的な事例を基に

行われるよう，取り扱う範囲を明確にし，学習内容を一層精選する。 

（中学校（社会）） 

地理的分野，歴史的分野，公民的分野で構成されている現行の基本的枠組みは維持しながら，知識

偏重の学習にならないよう留意し，広い視野に立って我が国の国土や歴史，社会生活を成り立たせて

いる政治や経済などに関する理解を深めるとともに，生徒の特性等に応じて主体的な学習が展開でき

るようにすることを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 各分野においては，それぞれの特質と相互の関連に留意し，次のような改善を図る。 

ａ 地理的分野については，日本と世界の諸地域学習の内容を再構成し，日本や世界に関する基礎

的な内容をしっかり身に付けることができるようにするとともに，国土の特色を世界と比較して

大きくとらえ，また，幾つかの地域の事例を通して地域的特色を明らかにする視点や方法などを

学ぶことができるようにする。 

ｂ 歴史的分野については，事項を精選して重点化を図り，例えば，古代，中世，近世，近現代の

ように時代区分を大きくとって内容を再構成し，我が国の歴史の大きな流れを世界の歴史を背景

に理解するようにするとともに，歴史についての学び方や調べ方を身に付け，多面的な見方がで

きるようにする。また，先人が築いてきた文化と伝統を尊重する態度を養い，我が国の歴史に対

する理解と愛情を深めるようにする。 

ｃ 公民的分野については，生徒の発達段階に配慮して，国民主権や国民生活と福祉など政治や経

済等に関する基礎的・基本的な内容を具体的事例を通して重点的に学ぶことにより，政治や経済

の見方や考え方の基礎と公正に判断する能力と態度を一層養うことができるようにする。その際，

例えば，他教科との関連を考慮して現代の社会生活の内容の一部を削除し，国際政治や国際経済

の中の高度な学習になりがちな内容については，高等学校公民科へ移行統合する。 

(ｲ) 地理的分野の日本と世界の結び付き，歴史的分野の現代の日本と世界，公民的分野の国際社会に

関する内容については相互に関連が深いことから，これらを連携させ，現代社会の成り立ちや国際

社会の変容を身近な社会生活と関連付けてとらえることができるようにする。 

 

 



２ 社会の目標 

 

小学校学習指導要領 文部省告示第 175 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

 社会生活についての理解を図り，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て，国際社会に生きる

民主的，平和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。  
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中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

広い視野に立って，社会に対する関心を高め，諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し，我が国の

国土と歴史に対する理解と愛情を深め，公民としての基礎的教養を培い，国際社会に生きる民主的，平

和的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。 

 

 

３ 社会の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕より 

＜小学校＞ 

社会的事象への

関心・意欲・態度 

社会的事象に関心をもち，それを意欲的に調べることを通して，社会の一員とし

て自覚をもって責任を果たそうとする。 

社会的な思考・判

断 

社会的事象から学習の問題を見いだして追求・解決し，社会的事象の意味を考え，

適切に判断する。 

観察・資料活用の

技能・表現 

社会的事象を的確に観察，調査したり，各種の資料を効果的に活用したりすると

ともに，調べたことを表現する。 

社会的事象につ

いての知識・理解 

社会的事象の様子や働き，特色及び相互の関連を具体的に理解している。 

 

＜中学校＞ 

社会的事象への

関心・意欲・態度 

社会的事象に対する関心を高め，それを意欲的に追究し，よりよい社会を考え自

覚をもって責任を果たそうとする。 

社会的な思考・判

断 

社会的事象から課題を見いだし，社会的事象の意義や特色，相互の関連を多面的・

多角的に考察し，社会の変化を踏まえ公正に判断する。 

資 料 活 用 の 技

能・表現 

平素から各種の資料に親しみ，社会的事象に関する有用な情報を適切に選択して

活用するとともに，追究し考察した過程や結果を適切に表現する。 

社会的事象につ

いての知識・理解 

社会的事象の意義や特色，相互の関連を理解し，その知識を身に付けている。 

 




