
第６学年 社会科 学習指導案 

                             

 

 

 

１ 単元名  平和で豊かな暮らしを目ざして  

 

２ 単元の目標  

戦後日本は民主的な国家として出発し、国民生活が向上し、国際社会の中で重要な役割を果

たしてきたことについて理解し、自分の考えを説明したり、それらをもとに議論したりするこ

とを通して、主体的に学習の問題を解決しようとする態度や、よりよい社会を考え学習したこ

とを社会生活に生かそうとする態度を養う。 

 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①世の中の様子、人物の働きや

代表的な文化遺産などについ

て、写真資料、地図帳や地球

儀、統計や年表などの資料で

調べ、日本国憲法の制定、オ

リンピック・パラリンピック

の開催などを理解している。 

②調べたことを年表や図表など

にまとめ、戦後日本は民主的

な国家として出発し、国民生

活が向上し、国際社会の中で

重要な役割を果たしてきたこ

とを理解している。 

①世の中の様子に着目し、問い

を見出し、戦後の日本の政治

や社会について考え、表現し

ている。 

②日本国憲法の制定、オリンピ

ック・パラリンピックの開催

と社会の変化を関連付けたり

総合したりして、戦後日本は

民主的な国家として出発し、

国民生活が向上し、国際社会

の中で重要な役割を果たして

きたことを考えたり、学習し

てきたことをもとに、歴史を

学ぶ意味を考えたりして、適

切に表現している。  

 

①戦後の日本の政治や社会につ

いて、予想や学習計画を立て

たり、学習を振り返ったりし

て、主体的に学習問題を追究

し、解決しようとしている。  

②学習してきたことをもとに今

日の自分たちの生活と過去の

出来事との関わりを考えた

り、過去の出来事をもとに現

在及び将来の発展を考えたり

するなど、歴史を学ぶ意味を

考えようとしている。 

 

日 時：令和３年１２月１０日 

学 級：第６学年１組（３６名） 

指導者：大竹 悠介 



４ 単元について 

（１）学習指導要領より 

本単元は、小学校学習指導要領（平成２９年度告示））解説 社会編 第６学年の内容（２）に基

づいて設定した。本単元について、学習指導要領解説では以下のように記載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童の実態 

これまでの社会科の学習では、歴史上の人物や事象について関心をもって学習をする児童

が多くいる。休み時間には、資料集に付いている歴史上の人物トランプで楽しそうの遊ぶ様

子も見られる。ただ、人物名や出来事を正確に覚えることに終始してしまう傾向がある。授

業中は、知識を問うような発問に対しては多く手が挙がるが、その知識をもとに議論を交わ

したり、自身の考えをまとめたりするような学習には課題がある。  

 

（３）単元について 

児童はこれまで、日本がアジア・太平洋地域で世界の国々と戦争をし、長く続いた戦争に

よって、国民が大きな被害を受け、他国にも大きな損害を与えたことを学んだ。  

本単元では、戦後の諸改革について、社会の仕組みがそれまでとどのように変わったかを

つかみ、「民主的な社会の仕組み」が目指されたことを捉えさせる。また、今日の社会に残

されている課題の多くには、歴史的な背景があることに気付かせ、そうした経緯をふまえた

上で、平和的な手段で解決していくことが大切であることを確認する。そうした活動を通し、

戦後の日本が平和で民主的な国づくりに取り組み、国際社会からの信頼を回復してきたこと、

国民生活が豊かになり国際社会において重要な役割を果たしてきたことなどについて考えさ

せたい。 

 

ア 次のような知識及び技能を身に付けること。   

(サ) 日中戦争や我が国に関わる第二次世界大戦，日本国憲法の制定，オリンピック・パラリン

ピックの開催などを手掛かりに，戦後我が国は民主的な  国家として出発し，国民生活が向

上し，国際社会の中で重要な役割を果たしてきたことを理解すること。  

(シ) 遺跡や文化財，地図や年表などの資料で調べ，まとめること。   

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること。   

(ア) 世の中の様子，人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して，我が国  の歴史上の主な

事象を捉え，我が国の歴史の展開を考えるとともに，歴史  を学ぶ意味を考え，表現するこ

と。 



 

５ 研究主題との関連 

 

 

 

 

 

【 思考力･判断力･表現力 創造性 多様な考え 主体性 社会性 思いやりの心 協働性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年 社会科 「平和で豊かな暮らしを目ざして」 

 

小集団活動の活用 

（多様な考え） 

ゲストティーチャーの活用 

（思考力・判断力・表現力） （主体性） 

育成を目指す子どもの姿（重点） 

②情報を比較・分類・関連付け・理由付けをしながら自分の考えを広げ、深めることができる子 

（思考力 ,判断力 ,表現力等） 

④学んだことを生かして、自ら課題を見付けて解決しようとする子  （学びに向かう力 ,人間性等） 

具体的手だてと活動 
・育成を目指す子どもの姿に迫るために  

・主体的・対話的で深い学びに迫るために  

単元計画の工夫  

（カリキュラム・マネジメントの視

点）  

 

 

 

オリンピック・パラリンピックを題材にし、

そのことを基に日本がどのように今日までの

社会の仕組みをつくりあげてきたかを考えさ

せる。教科書では戦後の日本の現状から、順

を追ってどのように国際社会に認められてき

たかという流れで学習を進めている。今回は

東京オリンピック・パラリンピックの前回大

会を起点として学習を進める。児童にとって

興味・関心の高い題材を単元の初めに配置す

ることで、主体的に取り組む態度を育てると

ともに、児童の発想や疑問を大切にした単元

の流れをつくる。 

 

 

 

オリンピック・パラリンピックに関連した
「平和」や「多様な考え」などをテーマにし
た教材を、１１月から１２月に行うよう単元
配列をする。それらを基に、社会科でも学ん
だことを生かしながら考えることで、様々な
視点からの考えが生まれるようにする。 
（例） 
「義足の聖火ランナー」 
人間には弱さと、それを乗り越えようとする
強さや気高さがあることを理解し、人間とし
て生きる喜びを感じ、よりよく生きようとす
る心情を育てる。 
 

東京オリンピック・パラリンピックの前

回大会について、当時の様子を知る人に話

を聞き、当時の様子がどのようなものであ

ったかをより具体的にイメージできるよ

うにする。児童にとってできるだけ身近な

方で、平和ということをイメージできるよ

うな話をしていただく。 

 

 

教科書や資料を使って調べたことを友

達と交流する際、小集団活動を取り入れ

る。一単位時間の中で自分の意見を言う機

会を設けることで、主体的に取り組む態度

を育てる。また、考えたことを自分の言葉

でまとめ、伝え合うことにより、互いの考

えを深めていく学習の充実を図る。 

本時はココ！ 

特別の教科 道徳との関連 

（カリキュラム・マネジメントの視点）  

 

 

 

 



６ 指導・評価計画（全６時間） 

 本時のねらい 学習活動 評価規準・評価方法 

１ 

本時 

オリンピック・パラリ

ンピックについての資

料をもとに、戦後の新

しい社会についての学

習問題をつくり、学習

の見通しを立てる。 

①オリンピック・パラリンピックの写真や映像

から、当時の人々の思いを推測する。 

②前回大会を体験した人の話などから、さらに

調べたいことや疑問を出し合う。 

③戦後の社会や人々の暮らしについて、学習問

題をつくる。 

④学習問題に対する予想を出し合いながら、戦

後の日本について調べていく見通しを立て

る。 

【思】オリンピック・パラリン

ピックの様子から、問いを見出

し、学習問題として表現してい

る。（発）（ノ） 

【態】学習問題について予想や

学習計画を立て主体的に追究

しようとしている。（発）（行）

（ノ） 

２ 

戦争が終わった頃の暮

らしの様子に着目し、

当時の学校教育や生活

の 様 子 につ い て捉 え

る。 

①写真から、戦争が終わった頃の様子を調べ、

人々の暮らしについて知る。 

②戦争を体験した人の話などから、さらに調べ

たいことや疑問を出し合う。 

③さらに調べてみたいことを決め、当時の様子

について話し合う。 

【知】戦争が終わった後の人々

の暮らしの様子をつかみ、苦し

い状況の中での学校や生活の

様子を捉えている。（発）（ノ） 

３ 

日 本 国 憲法 の 制定 や

様々な改革を調べ、日

本が目指した新しい社

会の在り方について捉

える。 

①選挙や国会の様子や墨塗り教科書などの写真

から、戦後の日本が民主的で平和な社会にな

ったことをつかむ。 

②日本国憲法や様々な制度の改革について調べ

る。 

③戦後の日本が目指した社会の在り方について

話し合う。 

【知】日本国憲法や様々な改革

の内容をつかみ、戦後、日本が

民主的な国家を目指してきた

ことを捉えている。（発）（ノ） 

４ 

サンフランシスコ平和

条約や東京オリンピッ

ク・パラリンピックの

開催などを調べ、日本

が国際社会に復帰した

過程を捉える。 

①アメリカに占領されていた日本が独立を回復

した経緯をつかむ。 

②東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れるまでの経緯や資料から、当時の人々の思

いについて調べる。 

③東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れたことの意味を考え、話し合う。 

【知】東京オリンピック・パラ

リンピックが開催されるまで

に、日本が国際社会に復帰した

ことを理解している。（発）（ノ） 

５ 

産業や経済の発展を調

べ、社会の様子や人々

の暮らしがどのように

変化していったのかを

捉える。 

①産業や経済が急速に発展していった様子につ

いて調べる。 

②経済の発展によって人々の暮らしがどのよう

に変化したのか調べる。 

③産業が発展していく一方で、公害の問題も起

こったことをつかむ。 

【知】資料を読み取ったり家の

人から話を聞いたりして、経済

が急速に発展したころの暮ら

しの変化について捉えている。

（発）（ノ） 

６ 

戦後の近隣諸国との関

係や残された課題を調

べ、国際社会の一員と

して友好や信頼の関係

を築いていくことの大

切さ捉える。 

また、調べたことをま

とめ、戦後、様々な改

革を行い、国際社会か

らの信頼を回復したこ

とを捉え、戦後の日本

の社会を考え、表現し

ている。  

①日本と近隣の国々やアメリカとの結びつきに

ついて調べる。 

②日本と近隣の国々やアメリカとの間に残され

た課題について調べる。 

③今日の社会が築かれてきた経緯を振り返り、

これからの社会の在り方について考え、話し

合う。 

④「まとめる」（P228）も活用して、本単元の学

習をまとめ、学習を振り返る。 

【知】戦後、日本が民主的な国

づくりを目指し、国際社会から

の信頼を回復するとともに、

人々の暮らしも向上していっ

た一方で、日本と近隣の国やア

メリカとの間に課題も残され

ていることを理解している。

（発）（ノ）（テ） 

【思】戦後の出来事や社会の変

化から、戦後の日本の政治や国

民生活、国際社会での役割を考

え、表現している。（発）（ノ） 



７ 本時の学習（１／６時間） 

（１）目標 

資料をもとに、戦後の新しい社会についての 

学習問題をつくり、自分の予想を立てる。 

 

（２）展開 

主な学習活動 ◇指導上の留意点 ・支援 ☆評価 

１ 今回のオリンピック・パラリンピック

を想起させ、前回の東京大会について

知る。 

 

２ 前回の大会にどのような願いが込めら

れていたのか、意見を出し合う。 

 

 

３ 前回大会開催時の町の様子について、

動画を視聴して知る。 

・終戦から前回大会までが１９年であることを図示し

て、とても短い時間での開催であることに注目させ

る。 

 

・ＩＣＴを活用し、どのような意見が出たのかを共有

する。 

・前回と今回の大会を比較できるように板書する。 

 

・ゲストティーチャーのインタビュー動画で、町の様

子や、人々の願いについて知る。 

４ 戦後の社会や人々の暮らしについて、

学習問題をつくる。 

 

 

 

 

 

５ 学習問題に対する予想を出し合いなが

ら、戦後の日本について調べていく見

通しを立てる。 

・日本はどのようにしてオリンピック・パラリンピッ

クを開催できるまでになったかについて考えさせ、

学習問題をつくる。 

 

 

 

 

☆戦後の新しい社会についての学習問題をつくり、自

分の予想を立てている。 

  

 

８ 板書計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦争のあと、人々はどのように暮らしを立て直し、 

今日の社会を築いていったのだろう。  

 
平和で豊かな暮らしを目ざして 

課題  

戦後の新しい社会について、学習問

題をつくり、予想を立てよう。  

＜キーワード＞  

東京オリンピック・パラリンピック 

 

今回･･･2021 年 

前回･･･1964 年 

終戦･･･1945 年 
19 年 

今回大会の

写真 

前回大会の

写真 

テーマ 

 

テーマ 

 

町の様子 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

 

学習問題 

戦争のあと、人々はどの

ように暮らしを立て直

し、今日の社会を築いて

いったのだろう。  

 

予想 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

○・・・・・・・・・・・・ 

 

ゲストティーチャーの活用  

（思考力・判断力・表現力  主体性）  


