
知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力、人間性等

4

月

5

月

第６学年　社会　評価規準表

　　　　　　　　観点　

　単元等　

憲法と政治のしくみ

・日本国憲法と我が国の政治や国

民生活との関わりについて，憲法

の基本的な考え方をつかみ，我が

国の民主政治は，日本国憲法の基

本的な考え方にもとづいているこ

とが理解できる。

・各種の資料を効果的に活用して

調べ，調べたことや考えたことを

表現することができる。

・日本国憲法の基本的な考え方や

国の政治，国民生活との関わりに

ついて，各種の資料を効果的に活

用することができる。

・調べたことや考えたことなどを

目的に応じた方法で分かりやすく

まとめることができる。

・日本国憲法と我が国の政治や国

民生活との関わりについ調べるな

かで，我が国は日本国憲法にもと

づいて平和な国際社会の実現を目

指し，その努力を続けていくこと

が必要であるという自覚がある。

わたしたちの願いと政治のはた

らき

・学童保育における待機児童の社

会的な問題について，市民のいろ

いろな要望を聞き実現していく市

区町村や国の政治は，国民生活の

安定と向上を図るために大切な働

きをしていることが理解できる。

・見学・調査したり，各種の資料

で調べたりして，まとめる技能が

身についている。

・学童保育や待機児童などの福祉

政策と，市区町村や国の政治との

関わり，市の政治の仕組み，政策

の計画から実施までの過程，法令

や予算など，国民生活における政

治の働きを考え，表現することが

できる。

・学童保育や待機児童などの福祉

政策や，日常生活における政治の

働きや市区町村の政治の仕組みに

関心をもち，意欲的に調べ，考え

ながら追究している。



6

月

7

大昔のくらしとくにの統一

・狩猟・採集や農耕の生活，古

墳，大和朝廷（大和政権）による

統一の様子を手がかりに，むらか

らくにへと変化したことが理解で

きる。

・遺跡，遺物について，地域にあ

る博物館などを利用して調べた

り，当時の様子や人物の働きなど

を資料で調べたりして，まとめる

ことができる。

・大昔の人々はどのような生活を

していたか，世の中の様子はどの

ように変わったか，どのように力

を伸ばし国を治めたかを，調べた

ことを比較したり関連づけたりし

て，世の中の様子の変化を考え，

表現することができる。

・「くに」としての我が国の歴史

が形づくられるまでの狩猟・採集

や農耕の生活，古墳，大和朝廷

（大和政権）による統一につい

て，学習問題などの解決に向けて

意欲的に追究している。

天皇を中心とした政治

貴族が生み出した新しい文化

・大陸文化の摂取，大化の改新，

大仏造営の様子を手がかりに，天

皇中心の政治が確立されていった

様子を理解することができる。

・それらの事象に関連する聖徳太

子，中大兄皇子，聖武天皇，行基

らの業績や法隆寺，大仏，などの

優れた文化遺産について理解する

ことができている。

・平安時代の貴族の生活や文化に

ついて，日本風の文化が生まれた

ことが理解できる。

・今に残る写真や絵画等の資料で

調べ，当時の貴族の生活や文化に

関する情報を適切に読み取り，調

べたことをまとめることができ

る。

・聖徳太子，中大兄皇子，聖武天

皇，行基らの業績や大陸との関

係，人々の生活の様子に着目し

て，どのように天皇中心の社会が

形成されていったのかを考えた

り，調べたことや考えたことを表

現したりすることができる。

貴族の生活や文学作品，願いや悩

み等について調べたことを，当時

の文化の特色や当時の時代背景と

関連づけたり総合したりして，考

えことを表現することができる。

・天皇中心の社会が確立されるま

での人々のくらしや人物の働き，

海外の国と日本の国との関わりに

ついて考え，意欲的に追究しよう

としている。

平安時代の貴族の生活や文化につ

いて，学習問題などの解決に向け

て意欲的に追究するとともに，当

時の貴族がおこなっていた，現在

にまで受け継がれている年中行事

や遊び，かな文字といった現在の

日本とのつながりについて考えよ

うとしている。



月

9

天皇を中心とした政治

貴族が生み出した新しい文化

・大陸文化の摂取，大化の改新，

大仏造営の様子を手がかりに，天

皇中心の政治が確立されていった

様子を理解することができる。

・それらの事象に関連する聖徳太

子，中大兄皇子，聖武天皇，行基

らの業績や法隆寺，大仏，などの

優れた文化遺産について理解する

ことができている。

・平安時代の貴族の生活や文化に

ついて，日本風の文化が生まれた

ことが理解できる。

・今に残る写真や絵画等の資料で

調べ，当時の貴族の生活や文化に

関する情報を適切に読み取り，調

べたことをまとめることができ

る。

・聖徳太子，中大兄皇子，聖武天

皇，行基らの業績や大陸との関

係，人々の生活の様子に着目し

て，どのように天皇中心の社会が

形成されていったのかを考えた

り，調べたことや考えたことを表

現したりすることができる。

貴族の生活や文学作品，願いや悩

み等について調べたことを，当時

の文化の特色や当時の時代背景と

関連づけたり総合したりして，考

えことを表現することができる。

・天皇中心の社会が確立されるま

での人々のくらしや人物の働き，

海外の国と日本の国との関わりに

ついて考え，意欲的に追究しよう

としている。

平安時代の貴族の生活や文化につ

いて，学習問題などの解決に向け

て意欲的に追究するとともに，当

時の貴族がおこなっていた，現在

にまで受け継がれている年中行事

や遊び，かな文字といった現在の

日本とのつながりについて考えよ

うとしている。

武士による政治のはじまり

今に伝わる室町の文化と人々の

くらし

・貴族にかわって武士が力をもっ

た経緯や，平清盛の台頭から源平

の合戦，鎌倉幕府の始まりとその

組織の仕組み，元との戦いの様子

と鎌倉幕府の滅亡について理解

し，年表や写真，絵画をもとに調

べたことをまとめることができ

る。

・京都の室町に幕府が置かれたこ

ろの代表的な建造物や絵画を手が

かりに，今日の生活文化につなが

る室町文化が生まれたことを理解

し、地図や各種資料で調べ，まと

めることができる。

武士が力をもちはじめたきっかけ

から，その力の伸長していった様

子について“なぜ”という意識を

もって考えるとともに，その原因

や理由を追究し，調べた具体的な

事実をもとにしながら話し合いの

場で，考えたことを適切に表現す

ることができる。

・京都の室町に幕府が置かれたこ

ろの代表的な建造物を誰や絵画を

つくった人の働きや，今に受け継

がれている文化などに着目し，当

時の世の中の様子や文化の特色に

ついて考え，表現することができ

る。

貴族にかわって武士が国の政治を

つかさどるようになったことにつ

いて関心をもち，当時の社会の様

子や人々の生活の移り変わりにつ

いて積極的に学ぶとともに，原因

や理由について主体的に探ること

ができている。

・京都の室町に幕府が置かれてい

たころに生まれた今に伝わる文化

について，学習問題などの解決に

向けて意欲的に追究するととも

に，学習したことを振り返りなが

ら，今のくらしや自分との関わり

について考えようとしている。



月

10

武士による政治のはじまり

今に伝わる室町の文化と人々の

くらし

・貴族にかわって武士が力をもっ

た経緯や，平清盛の台頭から源平

の合戦，鎌倉幕府の始まりとその

組織の仕組み，元との戦いの様子

と鎌倉幕府の滅亡について理解

し，年表や写真，絵画をもとに調

べたことをまとめることができ

る。

・京都の室町に幕府が置かれたこ

ろの代表的な建造物や絵画を手が

かりに，今日の生活文化につなが

る室町文化が生まれたことを理解

し、地図や各種資料で調べ，まと

めることができる。

武士が力をもちはじめたきっかけ

から，その力の伸長していった様

子について“なぜ”という意識を

もって考えるとともに，その原因

や理由を追究し，調べた具体的な

事実をもとにしながら話し合いの

場で，考えたことを適切に表現す

ることができる。

・京都の室町に幕府が置かれたこ

ろの代表的な建造物を誰や絵画を

つくった人の働きや，今に受け継

がれている文化などに着目し，当

時の世の中の様子や文化の特色に

ついて考え，表現することができ

る。

貴族にかわって武士が国の政治を

つかさどるようになったことにつ

いて関心をもち，当時の社会の様

子や人々の生活の移り変わりにつ

いて積極的に学ぶとともに，原因

や理由について主体的に探ること

ができている。

・京都の室町に幕府が置かれてい

たころに生まれた今に伝わる文化

について，学習問題などの解決に

向けて意欲的に追究するととも

に，学習したことを振り返りなが

ら，今のくらしや自分との関わり

について考えようとしている。

戦国の世の統一

武士による政治の安定

・鉄砲やキリスト教が伝来し，織

田信長・豊臣秀吉による天下統一

と新しい政策（楽市楽座，城下町

づくり，キリスト教の保護，検

地，刀狩）が進んだことや，関ヶ

原の戦いや大坂の陣を経て，徳川

家康が江戸に幕府を開いたことを

理解することができるとともに，

想像図や文書資料，年表，地図な

どの基礎資料を効果的に活用し，

具体的に調べることができる。

・江戸幕府の大名配置，武家諸法

度や参勤交代などの大名支配，身

分制度の確立，鎖国，外国との交

流（朝鮮，琉球，アイヌの人々と

の関わり）についてイラストや地

図・読み物資料を活用し，武士に

よる政治が安定したことが理解で

きる。

・織田信長，豊臣秀吉の働きにつ

いて問題意識をもって追究し，天

下統一の事業が多くの大名や百姓

などをおさえて進められていった

ことを考え，調べたことや考えた

ことを適切に表現することができ

る。

・イラスト資料や地図，グラフな

どから，江戸幕府の政治の安定に

ついて読み取り，さらに身分制度

の確立や外国との交流による問題

点に気づき，調べたことや考えた

ことをノートにまとめ，学習問題

について話し合うことができよう

にする。

・戦国時代の様子や，戦国の世に

活躍した織田信長や豊臣秀吉，徳

川家康について関心をもち，意欲

的に調べ，考えることができてい

る。

・江戸幕府の政治の安定とその過

程での問題点に気づき，大名支配

の強化，身分制度の確立，外国と

の交流などの様子について関心を

もち，意欲的に調べ，考えながら

追究することができるようにす

る。



月

11

戦国の世の統一

武士による政治の安定

・鉄砲やキリスト教が伝来し，織

田信長・豊臣秀吉による天下統一

と新しい政策（楽市楽座，城下町

づくり，キリスト教の保護，検

地，刀狩）が進んだことや，関ヶ

原の戦いや大坂の陣を経て，徳川

家康が江戸に幕府を開いたことを

理解することができるとともに，

想像図や文書資料，年表，地図な

どの基礎資料を効果的に活用し，

具体的に調べることができる。

・江戸幕府の大名配置，武家諸法

度や参勤交代などの大名支配，身

分制度の確立，鎖国，外国との交

流（朝鮮，琉球，アイヌの人々と

の関わり）についてイラストや地

図・読み物資料を活用し，武士に

よる政治が安定したことが理解で

きる。

・織田信長，豊臣秀吉の働きにつ

いて問題意識をもって追究し，天

下統一の事業が多くの大名や百姓

などをおさえて進められていった

ことを考え，調べたことや考えた

ことを適切に表現することができ

る。

・イラスト資料や地図，グラフな

どから，江戸幕府の政治の安定に

ついて読み取り，さらに身分制度

の確立や外国との交流による問題

点に気づき，調べたことや考えた

ことをノートにまとめ，学習問題

について話し合うことができよう

にする。

・戦国時代の様子や，戦国の世に

活躍した織田信長や豊臣秀吉，徳

川家康について関心をもち，意欲

的に調べ，考えることができてい

る。

・江戸幕府の政治の安定とその過

程での問題点に気づき，大名支配

の強化，身分制度の確立，外国と

の交流などの様子について関心を

もち，意欲的に調べ，考えながら

追究することができるようにす

る。

江戸の社会と文化・学問

明治の新しい国づくり

・江戸時代の百姓や町人の様子，

歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学につ

いて調べ，産業が発達したこと，

流通経路の整備や販売の工夫によ

り，町人が力をつけていったこ

と，町人の文化が栄え，新しい学

問が起こったことを理解するとと

もに，絵図や地図，統計，浮世

絵，想像図などの基礎的資料を効

果的に活用して具体的に調べ，目

的に応じた方法で分かりやすくま

とめることができる。

・ペリーの来航や新政府が進めた

新しい国づくりについて調べるこ

とを通して，我が国が開国し，江

戸幕府が倒れるきっかけとなった

ことや，欧米の文化を取り入れ近

代化が進んだこと，欧米諸国と対

等な関係を構築しようとしたこと

を理解することができる。

・当時の百姓や町人の様子，歌舞

伎や浮世絵，国学や蘭学について

追究し，産業が発達し，町人が力

をつけてきたことや社会が安定す

ることと，歌舞伎や浮世絵などの

文化が町人のあいだに広がり，国

学や蘭学などの新しい学問が起

こったことを関連づけて考え，調

べたことや考えたことを表現する

ことができる。

・幕末から明治維新につながる世

の中の学習や新政府が進めた新し

い国づくりの学習を通して，歴史

事象を具体的に調べ，それらの時

代の人々の働きを考える力，調べ

たことや考えたことを表現する力

を育てるようにする。

・江戸時代の産業の発達により町

人が力をつけてきたことや，町人

の文化が栄え，新しい学問が起

こったことについて，意欲的に調

べ，考えようとしている。

・幕末から明治維新につながる世

の中の動きや新政府が進めた新し

い国づくりに関心をもち，政治や

社会の仕組みの変化などを意欲的

に調べようとしている。



月

12

江戸の社会と文化・学問

明治の新しい国づくり

・江戸時代の百姓や町人の様子，

歌舞伎や浮世絵，国学や蘭学につ

いて調べ，産業が発達したこと，

流通経路の整備や販売の工夫によ

り，町人が力をつけていったこ

と，町人の文化が栄え，新しい学

問が起こったことを理解するとと

もに，絵図や地図，統計，浮世

絵，想像図などの基礎的資料を効

果的に活用して具体的に調べ，目

的に応じた方法で分かりやすくま

とめることができる。

・ペリーの来航や新政府が進めた

新しい国づくりについて調べるこ

とを通して，我が国が開国し，江

戸幕府が倒れるきっかけとなった

ことや，欧米の文化を取り入れ近

代化が進んだこと，欧米諸国と対

等な関係を構築しようとしたこと

を理解することができる。

・当時の百姓や町人の様子，歌舞

伎や浮世絵，国学や蘭学について

追究し，産業が発達し，町人が力

をつけてきたことや社会が安定す

ることと，歌舞伎や浮世絵などの

文化が町人のあいだに広がり，国

学や蘭学などの新しい学問が起

こったことを関連づけて考え，調

べたことや考えたことを表現する

ことができる。

・幕末から明治維新につながる世

の中の学習や新政府が進めた新し

い国づくりの学習を通して，歴史

事象を具体的に調べ，それらの時

代の人々の働きを考える力，調べ

たことや考えたことを表現する力

を育てるようにする。

・江戸時代の産業の発達により町

人が力をつけてきたことや，町人

の文化が栄え，新しい学問が起

こったことについて，意欲的に調

べ，考えようとしている。

・幕末から明治維新につながる世

の中の動きや新政府が進めた新し

い国づくりに関心をもち，政治や

社会の仕組みの変化などを意欲的

に調べようとしている。

国力の充実をめざす日本と国際

社会

・大日本帝国憲法の発布や日清・

日露戦争，条約改正，科学の発展

などをもとに，日本の国力が充実

し，国際的地位が向上したことを

理解し，明治政府に関わる人物の

業績や当時の人々の生活の様子，

当時の国際関係などを写真や絵図

などの資料を活用して調べ，年表

や図表などに整理してまとめるこ

とができる。

・自由民権運動の進展，大日本帝

国憲法の発布や帝国議会の開設，

日清・日露戦争や不平等条約の改

正，科学の発展などの事象を関連

づけたり総合したりして，日本の

国際的地位の向上を目指す明治政

府の意図や世の中の変化の様子を

考え，それに関わる人物の働きや

その思いについて調べたことを文

章などで説明したり，話し合った

りすることができる。

・日本の国力の充実や国際的地位

の向上に関わる人々の思いや願い

を考え，問題解決の見通しをもっ

て主体的に学習問題を追究・解決

することができている。



月

1

月

2

国力の充実をめざす日本と国際

社会

・大日本帝国憲法の発布や日清・

日露戦争，条約改正，科学の発展

などをもとに，日本の国力が充実

し，国際的地位が向上したことを

理解し，明治政府に関わる人物の

業績や当時の人々の生活の様子，

当時の国際関係などを写真や絵図

などの資料を活用して調べ，年表

や図表などに整理してまとめるこ

とができる。

・自由民権運動の進展，大日本帝

国憲法の発布や帝国議会の開設，

日清・日露戦争や不平等条約の改

正，科学の発展などの事象を関連

づけたり総合したりして，日本の

国際的地位の向上を目指す明治政

府の意図や世の中の変化の様子を

考え，それに関わる人物の働きや

その思いについて調べたことを文

章などで説明したり，話し合った

りすることができる。

・日本の国力の充実や国際的地位

の向上に関わる人々の思いや願い

を考え，問題解決の見通しをもっ

て主体的に学習問題を追究・解決

することができている。

アジア・太平洋に広がる戦争

・日本が不景気から抜け出そうと

して，大陸に進出し，満州事変か

ら中国との全面戦争に突入したこ

とや，戦局の拡大に伴って連合国

との戦いに進行した流れをとらえ

るとともに，日本が戦時体制に移

行したことや，空襲，沖縄戦，原

爆投下など，国民が大きな被害を

受けたことを理解することができ

る。

・戦争の経過や戦場の広がり，戦

時下の人々の様子について，地域

の資料館の見学や戦争体験者から

の聞き取り活動などを通して具体

的に調べ，それらの時代の人々の

思いや立場について考えたり，考

えたり調べたりしたことを表現し

たり，平和な国際社会形成のため

に必要なことを判断したりするこ

とができる。

・戦争の始まりや戦争の広がり，

各地への空襲，沖縄戦，原爆投

下，戦時下の国民のくらしなどの

歴史的事象について，関心をも

ち，当時の日本の様子について意

欲的に調べることができている。

新しい日本へのあゆみ

つながりの深い国々のくらし

・我が国の戦後の復興について，

日本国憲法の制定，オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などに

着目して，戦後，我が国は民主的

な国家として出発し，国民の努力

により国民生活が向上し，国際社

会のなかで重要な役割を果たして

きたことを理解し，調査をした

り，世界地図や年表などの資料で

調べたりして，まとめることがで

きる。

・我が国と経済や文化などの面で

つながりが深い国の人々の生活

は，多様であることを理解すると

ともに，スポーツや文化などを通

して他国と交流し，異なる文化や

習慣を尊重し合うことが大切であ

ることを理解し，地図帳や地球

儀，各種の資料で調べ，まとめる

ことができる。

・日本国憲法の制定，オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などに

着目し，我が国の政治や人々の生

活が変化したことや，我が国が国

際社会において果たしてきた役割

について考える力や，調べたり考

えたりしたことを表現することが

できる。

・外国の人々の生活の様子などに

着目して，日本の文化や習慣との

違いをとらえ，国際交流の果たす

役割を考え、調べたことや考えた

ことを表現することができる。

・戦後の我が国の復興や国民生活

の様子について，学習問題などの

解決に向けて意欲的に追究すると

ともに，これから我が国が国際社

会のなかで果たす役割などについ

て考えることができている。

・グローバル化する世界と日本の

役割について，学習問題の解決に

向けて意欲的に追究するととも

に，世界の人々と共に生きること

の大切さについて考えることがで

きている。



月

3

新しい日本へのあゆみ

つながりの深い国々のくらし

・我が国の戦後の復興について，

日本国憲法の制定，オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などに

着目して，戦後，我が国は民主的

な国家として出発し，国民の努力

により国民生活が向上し，国際社

会のなかで重要な役割を果たして

きたことを理解し，調査をした

り，世界地図や年表などの資料で

調べたりして，まとめることがで

きる。

・我が国と経済や文化などの面で

つながりが深い国の人々の生活

は，多様であることを理解すると

ともに，スポーツや文化などを通

して他国と交流し，異なる文化や

習慣を尊重し合うことが大切であ

ることを理解し，地図帳や地球

儀，各種の資料で調べ，まとめる

ことができる。

・日本国憲法の制定，オリンピッ

ク・パラリンピックの開催などに

着目し，我が国の政治や人々の生

活が変化したことや，我が国が国

際社会において果たしてきた役割

について考える力や，調べたり考

えたりしたことを表現することが

できる。

・外国の人々の生活の様子などに

着目して，日本の文化や習慣との

違いをとらえ，国際交流の果たす

役割を考え、調べたことや考えた

ことを表現することができる。

・戦後の我が国の復興や国民生活

の様子について，学習問題などの

解決に向けて意欲的に追究すると

ともに，これから我が国が国際社

会のなかで果たす役割などについ

て考えることができている。

・グローバル化する世界と日本の

役割について，学習問題の解決に

向けて意欲的に追究するととも

に，世界の人々と共に生きること

の大切さについて考えることがで

きている。

国際連合と日本の役割

・我が国は，平和な世界の実現の

ために国際連合の一員として重要

な役割を果たしたり，諸外国の発

展のために援助や協力をおこなっ

たりしていることを理解し，地図

帳や地球儀，各種の資料で調べ，

まとめることができる。

・地球規模で発生している課題の

解決に向けた連携・協力などに着

目して，国際連合の働きや我が国

の国際協力の様子をとらえ，国際

社会において我が国が果たしてい

る役割について考え，これからの

国際社会に対して自分ができるこ

とを表現することができる。

・国際社会がかかえる様々な問題

について，学習問題の解決に向け

て意欲的に追究するとともに，こ

れまでの学習を振り返り，学習し

たことをたしかめることができて

いる。



月
国際連合と日本の役割

・我が国は，平和な世界の実現の

ために国際連合の一員として重要

な役割を果たしたり，諸外国の発

展のために援助や協力をおこなっ

たりしていることを理解し，地図

帳や地球儀，各種の資料で調べ，

まとめることができる。

・地球規模で発生している課題の

解決に向けた連携・協力などに着

目して，国際連合の働きや我が国

の国際協力の様子をとらえ，国際

社会において我が国が果たしてい

る役割について考え，これからの

国際社会に対して自分ができるこ

とを表現することができる。

・国際社会がかかえる様々な問題

について，学習問題の解決に向け

て意欲的に追究するとともに，こ

れまでの学習を振り返り，学習し

たことをたしかめることができて

いる。


