
年間授業計画　新様式例

 科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 1 組～ 6 組

教科担当者：

使用教科書： （ ）

教科 の目標：

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

科目 の目標：

態

○

公共

指導項目：
・日本国憲法の成立の背景と明治憲法との相
違点について理解する。
・自由権・参政権・社会権等の各基本的人権
の内容について理解する。
・死刑制度や様々な差別、生存権の保障など
人権に関する現代社会の課題について理解す
る。
・「新しい人権」の内容とそれが求められる
ようになった背景について理解する。
・社会的暴力による人権侵害や人権の国際化
について理解する。
・公共の福祉について理解する。
・憲法上の平和主義の内容と日米安保体制が
誕生した背景について理解する。
・1990年代以降の安全保障体制の変容と今日
の課題について理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
法や規範の意義及び役割、司法参加の意義な
どに関わる現実社会の事柄や課題を基に憲法
の下、適正な手続きに則り法や規範に基づい
て各人の意見や利害を公平・公正に調整し個
人や社会の紛争を調停・解決することなどを
通して権利や自由が保障、実現させ、社会の
秩序が形成、維持されて行く事について理解
している。
【思考力、判断力、表現力等】
憲法や法に関わる各事項を関連させ、自立し
た主体として解決が求められる具体的な主題
を設定し、合意形成を視野に入れながらその
主題の解決に向けて協働して考察・構想した
ことを根拠をもって表現できる。
【学びに向かう力、人間性等】
小学校及び中学校で学んだ知識などを基盤
に、前単元で身に付けた公共的な空間の基本
原理を活用して現実社会の諸課題に関り設定
した主題について多面的・多角的に考察する
とともに、他者との協働を可能にする要因や
協働を阻害する要因について考察を深めよう
としている。

○ ○

定期考査 ○ ○

思

公民 公共

（１組：久保寺　） （２組：久保寺　） （３組：久保寺　） （４組：　小川　）

公民 公共 2

（５組：久保寺　）（６組：　小川　）

よりよい社会の実現を視野に現代の諸課題を
主体的に解決しようとするとともに、公共的
な空間に生き国民主権を担う公民として自国
を愛し、その平和と繁栄を図ろうとしてい
る。

【学びに向かう力、人間性等】【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】

現代の諸課題を捉え考察し選択判断するための手掛かり
について理解する力を養うと共に、倫理的主体等として
活動するために必要な情報を適切かつ効果的に調べまと
める技能を身につける。

現代の諸課題について、公共的な空間における基本的
原理を活用して、事実を基に多面的・多角的に考察す
ると共に、構想について議論する力を養う。

A 公共の扉
【知識及び技能】
人間の尊厳と平等、個人の尊重、民主主
義、法の支配、自由・権利と責任・義務
など公共的な空間の基本原理について理
解する。

【思考力、判断力、表現力等】
公共的な空間の基本原理について思考実
験などの概念的な枠組みを用いて考察す
る活動を通して、個人と社会とのかかわ
りについて多面的・多角的に考察し、表
現する力を身に付ける。

【学びに向かう力、人間性等】
自主的により良い公共的な空間を作り出
していこうとする自立した主体として幸
福、正義、公正などに着目して現代社会
の課題を追及・解決する方法を意識す
る。

指導項目：
・政治と国家に必要な要素について理解す
る。
・民主政治が成立した過程について理解す
る。
・社会契約説について理解する
・法の支配の考え方と基本的人権の歴史的な
発展、立憲主義の考え方について理解する。
・議会制民主主義と多数決原理、民主政治の
課題について理解する。
・各国の政治体制について理解する。
教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識・技能】
人間の尊厳と平等、個人の尊重、民主主義、
法の支配、自由・権利と責任・義務など公共
的な空間の基本原理について理解できてい
る。

【思考・判断・表現】
公共的な空間の基本原理について思考実験な
どの概念的な枠組みを用いて考察する活動を
通して、個人と社会とのかかわりについて多
面的・多角的に考察し、表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
自主的により良い公共的な空間を作り出して
いこうとする自立した主体として幸福、正
義、公正などに着目して現代社会の課題を追
及・解決しようとしている。

○

実教　公共　704　公共

公民

１
学
期

【 知　識　及　び　技　能 】

配当
時数

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知

選択・判断の手掛かりとなる概念・理論及び倫理、政治、経済に関わる現代の諸課題について理解している

現代の諸課題について事実を元に概念などを用いて多面的・多角的に考察し、解決策を公正に判断できる

国家及び社会の形成者としてよりよい社会の実現のため、現代の諸課題を主体的に解決しようとしている

○ ○ 5

1

B 日本国憲法の基本的性格
【知識及び技能】
法や規範の意義及び役割、司法参加の意
義などに関わる現実社会の事柄や課題を
基に憲法の下、適正な手続きに則り法や
規範に基づいて各人の意見や利害を公
平・公正に調整し個人や社会の紛争を調
停・解決することなどを通して権利や自
由が保障、実現させ、社会の秩序が形
成、維持されて行く事について理解す
る。
【思考力、判断力、表現力等】
憲法や法に関わる各事項を関連させ、自
立した主体として解決が求められる具体
的な主題を設定し、合意形成を視野に入
れながらその主題の解決に向けて協働し
て考察・構想したことを根拠をもって表
現する力を養わせる。
【学びに向かう力、人間性等】
小学校及び中学校で学んだ知識などを基
盤に、前単元で身に付けた公共的な空間
の基本原理を活用して現実社会の諸課題
に関り設定した主題について多面的・多
角的に考察するとともに、他者との協働
を可能にする要因や協働を阻害する要因
について考察を深める。

○

1

○

10
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高等学校 令和４年度（１学年用） 教科



10○

A 日本の政治機構と政治参加
【知識及び技能】
政治参加と公正な世論の形成、地方自
治、国家主権、領域、我が国の安全保障
と防衛、国際貢献を含む国際社会におけ
る我が国の役割に関わる現実社会の事柄
や課題を基により良い社会は憲法の下、
個人が議論に参加し意見や利害の対立状
況を調整して合意を形成する事などを通
して築かれるものであることについて理
解する。
【思考力、判断力、表現力等】
前単元及び政治に関わる各事項を関連さ
せ、自立した主体として解決が求められ
る具体的な主題を設定し、合意形成を視
野に入れながらその主題の解決に向けて
協働して考察・構想したことを根拠を
もって表現する力を身に付ける。
【学びに向かう力、人間性等】
地方自治や我が国の民主政治の発展に寄
与しようとする自覚や住民・国民として
の自治意識の涵養に向けて民主政治にお
ける選挙の意義について意識を向ける。

指導項目：
・国会の役割や権限、運営について理解す
る。
・内閣の権限や議院内閣制の仕組みについて
理解する。
・行政権の拡大と官僚政治の課題、その転換
に向けた様々な改革について理解する。
・司法権の独立や裁判の仕組み、各種裁判所
役割について理解する。
・違憲立法審査権について理解する。
・裁判員制度や検察審査会の意義について理
解する。
・地本自治の本旨である団体自治と住民自治
について理解する。
・地方自治の政治的・経済的課題について理
解する。
・政党政治の課題について理解する。
・政治的無関心や無党派層の増加などの課題
について理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
政治参加と公正な世論の形成、地方自治、国
家主権、領域、我が国の安全保障と防衛、国
際貢献を含む国際社会における我が国の役割
に関わる現実社会の事柄や課題を基により良
い社会は憲法の下、個人が議論に参加し意見
や利害の対立状況を調整して合意を形成する
事などを通して築かれるものであることにつ
いて理解している。
【思考力、判断力、表現力等】
前単元及び政治に関わる各事項を関連させ、
自立した主体として解決が求められる具体的
な主題を設定し、合意形成を視野に入れなが
らその主題の解決に向けて協働して考察・構
想したことを根拠をもって表現できる。
【学びに向かう力、人間性等】
地方自治や我が国の民主政治の発展に寄与し
ようとする自覚や住民・国民としての自治意
識の涵養に向けて民主政治における選挙の意
義について意識している。

○ ○

2
学
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B 現代の経済社会
【知識及び技能】
職業選択、雇用と労働問題、財政及び租
税の役割、少子高齢化における社会保障
の充実・安定化、市場経済の機能と限
界、金融の働きなどに関わる現実社会の
事柄や課題を基に公正かつ自由な経済活
動を行うことを通して資源の効率的な配
分が行われること、市場経済システムを
機能させたり国民福祉の向上に寄与した
りする役割を政府が担っていること及び
それによって活発な経済活動と個人の尊
重を共に成り立たせることが必要である
ことを理解する。

【思考力、判断力、表現力等】
前単元までに身につけた法・政治及び経
済など側面を関連させ自立した主体とし
て解決が求められる具体的な主題を設定
し、合意形成や社会選択を視野に入れな
がら、その主題の解決に向けて事実を基
に協働して考察・構想したものを表現す
る力を身に付ける。

【学びに向かう力、人間性等】
多様な契約及び消費者の権利と責任など
に関わる現実社会の事柄や課題を基に、
法や規範に基づいて権利や自由が保障、
実現され社会の秩序が形成、維持されて
いくことについて意識を向ける。

指導項目：
・生産・分配・消費，希少性，トレードオ
フ，機会費用など，経済の根本的な概念につ
いて理解する。
・資本主義経済の成立と展開，経済における
政府の役割の変化について理解する。
・需要と供給により価格と生産量が変化する
ことについて理解する。
・希少な資源の効率的配分をもたらす市場機
構や，寡占や独占，外部不経済，情報の非対
称性など市場機能の限界について理解する。
・有限責任と無限責任の考え方や株式会社の
仕組みについて理解する。
・NIの生産・分配・支出のそれぞれの内容、
GDPなどの経済指標では計りきれない福祉的側
面からの指標や環境的側面からの指標，社会
的側面からの指標などがあることについて理
解する。
・金融は，信用創造等により，家計や企業か
らの資金を様々な経済主体に投資することで
資本を増加させ，生産性を高め，社会を豊か
に発展させる役割を担っていることについて
理解する。
・中央銀行の役割や金融政策の目的と手段に
ついて理解する。
・政府の経済政策には，効率と公正，経済成
長と環境保全など，相互に対立する可能性の
ある目標の実現を調整する必要があることに
ついて理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
職業選択、雇用と労働問題、財政及び租税の
役割、少子高齢化における社会保障の充実・
安定化、市場経済の機能と限界、金融の働き
などに関わる現実社会の事柄や課題を基に公
正かつ自由な経済活動を行うことを通して資
源の効率的な配分が行われること、市場経済
システムを機能させたり国民福祉の向上に寄
与したりする役割を政府が担っていること及
びそれによって活発な経済活動と個人の尊重
を共に成り立たせることが必要であることを
理解している。

【思考力、判断力、表現力等】
前単元までに身につけた法・政治及び経済な
ど側面を関連させ自立した主体として解決が
求められる具体的な主題を設定し、合意形成
や社会選択を視野に入れながら、その主題の
解決に向けて事実を基に協働して考察・構想
したものを表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
多様な契約及び消費者の権利と責任などに関
わる現実社会の事柄や課題を基に、法や規範
に基づいて権利や自由が保障、実現され社会
の秩序が形成、維持されていくことについて
意識している。

○ ○ ○ 10
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○ ○ 1



○ ○ 7
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指導事項
・第1部で身に付けた選択・判断の手掛かりと
なる考え方や公共的な空間における基本的原
理などを活用するとともに，第1部及び第2部
で習得した知識及び技能を活用する。

・教材
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【思考力、判断力、表現力等】
地域の創造，よりよい国家・社会の構築及び
平和で安定した国際社会の形成へ主体的に参
画し，共に生きる社会を築くという観点から
課題を見いだし，その課題の解決に向けて事
実を基に協働して考察，構想し，妥当性や効
果，実現可能性などを指標にして，論拠を基
に自分の考えを説明，論述させる。

【学びに向かう力、人間性等】
この科目のまとめとして位置付け，社会的な
見方・考え方を総合的に働かせ，第1部で身
に付けた選択・判断の手掛かりとなる考え方
や公共的な空間における基本的原理などを活
用するとともに，第1部及び第2部で扱った課
題などへの関心を一層高める。

○ ○ 5

C 日本経済の特質と国民生活
【知識及び技能】
多様な契約及び消費者の権利と責任，職
業選択，雇用と労働問題，少子高齢社会
における社会保障の充実・安定化などに
関わる現実社会の事柄や課題を基に，公
正かつ自由な経済活動を行うことを通し
て資源の効率的な配分が図られること，
市場経済システムを機能させたり国民福
祉の向上に寄与したりする役割を政府な
どが担っていること及びより活発な経済
活動と個人の尊重を共に成り立たせるこ
とが必要であることについて理解する。

【思考力、判断力、表現力等】
前単元までに学習した法・政治・経済に
関する知識を基に、自立した主体として
解決が求められる具体的な主題を設定
し，合意形成や社会参画を視野に入れな
がら，その主題の解決に向けて事実を基
に協働して考察したり構想したりしたこ
とを，論拠をもって表現する力を身に付
ける。

【学びに向かう力、人間性等】
多面的・多角的な考察や深い理解を通し
て多様な契約及び消費者の権利と責任、
職業選択、雇用・労働問題、少子高齢化
社会における社会保障の充実・安定化な
どに関わる現実社会の事柄や課題といっ
た現代の諸課題を主体的に解決する意識
をもつ。

指導項目：
・戦後復興，高度経済成長期，安定成長期，
現在の成長率バブル経済の発生と崩壊などの
背景や要因について理解する。
・中小企業が日本経済の発展に寄与してきた
役割について理解する。
・後継者不足のために黒字経営であっても廃
業を選ぶ中小企業がある状況を知り，事業承
継が課題となっていることについて理解す
る。
・ベンチャー企業や社会的企業のように，大
企業では事業を進められなかった分野で活躍
する中小企業のあり方について理解する。
・農業基本法や食料・農業・農村基本法，食
糧管理制度や新食糧法などの農業政策の流れ
について理解する。
・食料安全保障の観点から，日本の食料自給
率と貿易の関係について理解する。
・典型的な消費者問題や悪質商法にはどのよ
うなものがあるか理解する。
・日本における公害の発生と原因について理
解する。
・労働基本権と労働三法の内容並びに職場に
おける不当な差別的扱いがあってはならず，
そのための法整備と対策が急がれることにつ
いて理解する。
・社会保障は高齢者だけのものではなく，社
会に参加するすべての世代について検討され
るべきものであることを理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
多様な契約及び消費者の権利と責任，職業選
択，雇用と労働問題，少子高齢社会における
社会保障の充実・安定化などに関わる現実社
会の事柄や課題を基に，公正かつ自由な経済
活動を行うことを通して資源の効率的な配分
が図られること，市場経済システムを機能さ
せたり国民福祉の向上に寄与したりする役割
を政府などが担っていること及びより活発な
経済活動と個人の尊重を共に成り立たせるこ
とが必要であることについて理解している。

【思考力、判断力、表現力等】
前単元までに学習した法・政治・経済に関す
る知識を基に、自立した主体として解決が求
められる具体的な主題を設定し，合意形成や
社会参画を視野に入れながら，その主題の解
決に向けて事実を基に協働して考察したり構
想したりしたことを，論拠をもって表現でき
る。

【学びに向かう力、人間性等】
多面的・多角的な考察や深い理解を通して多
様な契約及び消費者の権利と責任、職業選
択、雇用・労働問題、少子高齢化社会におけ
る社会保障の充実・安定化などに関わる現実
社会の事柄や課題といった現代の諸課題を主
体的に解決しようとしている。

○ ○ ○ 8

D 国際政治の動向と課題
【知識及び技能】
国家主権，領土（領海，領空を含
む。），我が国の安全保障と防衛，国際
貢献を含む国際社会における我が国の役
割などに関わる現実社会の事柄や課題を
基に，相互に対等なものとして尊重され
る主権国家の行動を規律し国際間の秩序
をつくり出す国際法の意義と役割や領土
が領空や領海を含むものであり，国民の
基本的な生活を保障し資源を確保する領
域であること，国際貢献を含む国際社会
における我が国の役割について理解す
る。

【思考力、判断力、表現力等】
自立した主体として解決が求められる具
体的な主題を設定し，合意形成や社会参
画を視野に入れながら，その主題の解決
に向けて事実を基に協働して考察したり
構想したりしたことを，論拠をもって表
現する力を身に付ける。

【学びに向かう力、人間性等】
多面的・多角的な考察や深い理解を通し
て，国家主権，領土（領海，領空を含
む。），我が国の安全保障と防衛，国際
貢献を含む国際社会における我が国の役
割などに関わる現実社会の事柄や課題と
いった現代の諸課題を主体的に解決しよ
うとする意識をもつ。

指導項目：
・主権国家と国際社会の成り立ちや国際社会
には中央政府のようなものが存在しておら
ず，そのなかで各国が国家利益を調整する国
際政治が行われていることについて理解す
る。
・二度の世界大戦を契機として，国際法に大
きな変化が生じたことを理解する。
・国際司法裁判所や国際刑事裁判所が設立さ
れ、NGOをはじめ多様な主体が活動するなど、
国際政治に変化が生じていることを理解す
る。
・国際連盟の成立と崩壊の歴史的経緯、勢力
均衡と集団安全保障の違いや、その機能につ
いて理解する。
・冷戦構造の概要と共に冷戦終結後に民族紛
争が多発したことを適切に読み取っている。
また、国家間の戦争が対テロ戦争の様相を示
しだした経過について理解する。
・民族問題について、問題の所在や解決に向
けた働きかけの推移について理解する。
・核抑止論の考え方について理解している。
また，安全保障のジレンマのために軍縮が進
めにくくなっている構造や核廃絶に向けた運
動が盛り上がるなか，数々の軍縮条約が締結
されていった経過について理解する。
・戦後の主権回復と国際社会への復帰につい
てその経過を理解する。
・アジア諸国との国交正常化が進められる一
方，賠償のあり方をめぐって裁判が繰り返さ
れるなど，根本的な解決には至っていない現
状を理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

D 国際政治の動向と課題
【知識及び技能】
国家主権，領土（領海，領空を含む。），我
が国の安全保障と防衛，国際貢献を含む国際
社会における我が国の役割などに関わる現実
社会の事柄や課題を基に，相互に対等なもの
として尊重される主権国家の行動を規律し国
際間の秩序をつくり出す国際法の意義と役割
や領土が領空や領海を含むものであり，国民
の基本的な生活を保障し資源を確保する領域
であること，国際貢献を含む国際社会におけ
る我が国の役割について理解している。

【思考力、判断力、表現力等】
自立した主体として解決が求められる具体的
な主題を設定し，合意形成や社会参画を視野
に入れながら，その主題の解決に向けて事実
を基に協働して考察したり構想したりしたこ
とを，論拠をもって表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
多面的・多角的な考察や深い理解を通して，
国家主権，領土（領海，領空を含む。），我
が国の安全保障と防衛，国際貢献を含む国際
社会における我が国の役割などに関わる現実
社会の事柄や課題といった現代の諸課題を主
体的に解決しようと意識している。

○

合計
70

3
学
期

定期考査
○ ○ 1

○ ○ 1

A 国際経済の動向と課題
【知識及び技能】
経済のグローバル化と相互依存関係の深
まり（国際社会における貧困や格差の問
題を含む。）などに関わる現実社会の事
柄や課題を基に、世界経済がより緊密に
結び付き、経済活動が世界的な規模で自
由に行われていること、一国の経済政策
や経済活動が他国にも影響を与えるな
ど、国際社会において相互依存関係が一
層深まっていること、国際社会における
貧困や格差が解消されていない状況やこ
れらの解決が地球的な課題であることに
ついて理解する。

【思考力、判断力、表現力等】
自立した主体として解決が求められる具
体的な主題を設定し，合意形成や社会参
画を視野に入れながら，その主題の解決
に向けて事実を基に協働して考察したり
構想したりしたことを，論拠をもって表
現する力を身に付ける。

【学びに向かう力、人間性等】
よりよい社会の実現を視野に、多面的・
多角的な考察や深い理解を通して、経済
のグローバル化と相互依存関係の深まり
（国際社会における貧困や格差の問題を
含む。）などに関わる現実社会の事柄や
課題といった現代の諸課題を主体的に解
決しようとする意識をもつ。

指導項目：
・自由貿易のメリットと国際分業の利益につ
いて，多国籍企業の展開と合わせて比較生産
費説をもとに理解する。
・保護貿易が提唱される理由や近年では先進
国においても保護貿易的な動きがみられるこ
とを理解する。
・円高や円安が日本経済に与える影響につい
て、輸入業者や輸出業者の具体的な取引をも
とに理解する。
・IMFとGATTに代表される国際経済体制及び固
定為替相場制から変動為替相場制へと移行し
た歴史的な経過について，その概要を理解す
る。
・EUを例として，FTAやEPAやその他地域でど
のように経済統合されていったかを理解す
る。
・グローバル化した世界において，多国籍企
業の存在が大きくなっていることを理解す
る。
・資源産出国が自国の権益を保護しようとし
た歴史的な経過について理解する。また発展
途上国の中でも，高い成長を記録した国があ
る一方，絶対的な貧困に悩む国がある現状を
理解する。
・BRICSともいわれる新興国の中でも，とくに
中国が世界的な影響力を強めており，一帯一
路構想の下で一大経済圏を形成しようとして
いることを理解する。

教材：
・教科書
・プレゼンテーションツール
・一人１台端末の活用　等

【知識及び技能】
経済のグローバル化と相互依存関係の深まり
（国際社会における貧困や格差の問題を含
む。）などに関わる現実社会の事柄や課題を
基に、世界経済がより緊密に結び付き、経済
活動が世界的な規模で自由に行われているこ
と、一国の経済政策や経済活動が他国にも影
響を与えるなど、国際社会において相互依存
関係が一層深まっていること、国際社会にお
ける貧困や格差が解消されていない状況やこ
れらの解決が地球的な課題であることについ
て理解している。

【思考力、判断力、表現力等】
自立した主体として解決が求められる具体的
な主題を設定し，合意形成や社会参画を視野
に入れながら，その主題の解決に向けて事実
を基に協働して考察したり構想したりしたこ
とを，論拠をもって表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
よりよい社会の実現を視野に、多面的・多角
的な考察や深い理解を通して、経済のグロー
バル化と相互依存関係の深まり（国際社会に
おける貧困や格差の問題を含む。）などに関
わる現実社会の事柄や課題といった現代の諸
課題を主体的に解決しようとしている。

○ ○ ○ 10

B 持続可能な社会をめざして
【思考力、判断力、表現力等】
地域の創造，よりよい国家・社会の構築
及び平和で安定した国際社会の形成へ主
体的に参画し，共に生きる社会を築くと
いう観点から課題を見いだし，その課題
の解決に向けて事実を基に協働して考
察，構想し，妥当性や効果，実現可能性
などを指標にして，論拠を基に自分の考
えを説明，論述する力を身に付ける。

【学びに向かう力、人間性等】
この科目のまとめとして位置付け，社会
的な見方・考え方を総合的に働かせ，第1
部で身に付けた選択・判断の手掛かりと
なる考え方や公共的な空間における基本
的原理などを活用するとともに，第1部及
び第2部で扱った課題などへの関心をも
つ。


