
沖縄県立那覇高等学校平成２８年度［地歴科・公民科］シラバス  
 

 科  目  名 単位数 学 年 学期 必修・選択 対象学科 使用教科書  

 世界史Ｂ   ３   １   全   必修   普通 帝国書院 新詳世界史Ｂ 

  

 １．科目の概要および目標  

    世界の歴史の大きな枠組みと流れを、我が国の歴史と関連付けながら理解させ、文

化の多様性と現代世界の特質を広い視野から考察させることによって、歴史的思考力を

培い、国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養う。  

 

 ２．成績評価 (概要 ) 

  ・定期考査の成績（８０％）   ・学習態度等の平常点（２０％） 

  年に５回の定期考査を実施しており、成績に占める割合は極めて高いものとなる。  

 ただし、日常の授業態度や興味・関心、ノート、プリントなどの提出、教科書など用  

 具の準備、早朝講座演習の状況などを含めて評価し、総合的に判定する。  

 

 ３．使用教科書及び副教材  

教科書・・・・・・・・・帝国書院  『新詳世界史Ｂ』 

 

副教材・・・・・・・・・帝国書院 『最新世界史図説  タペストリー』 

啓隆社  『世界史重要語句チェックリスト』  

 ４．授業の目標及び展開と形態  

週３回の授業を、ホームルーム単位で行う。世界の歴史という、扱う内容が幅広く

長い年月に及ぶので、１回１回の授業だけでは十分な理解は困難である。基本的な内

容は各自で予習・復習することを前提に授業での理解を深める。  

 

 ５．学習方法  

  ①使用する教科書、副教材の資料には、世界史の学習に役立つ様々な情報が載せられ

   ている。どこにどのような情報がどのような順序で掲載されているのか、普段より

   各自で目を通し、効率よく利用できるようにする。  

 

   ②次回の授業で扱われる予定のところは予習で目を通し、わかりにくい語句や地域・

   国などの場所は各自で調べてから授業にのぞむことが大切である。  

 

   ③教科書にしっかり目を通し、教師の説明と合わせながら理解を進める。副教材の資

   料集はその都度各自で開いて利用し、理解・興味を深めるようにする。  

    

６．年間学習指導計画  

 

 

７．その他（履修上の注意）  

①成績として評価される定期考査や授業態度など、常に真剣な態度で臨むこと。  

 

②定期考査にやむを得ない理由で不受験となった場合、教科担任に自主的に相談する

   こと。日常の授業での欠席の場合も、各自その遅れを取り戻すよう努力すること。  

 

 

 



 

 

 



地理Ｂ
単位数 ４単位（140時間）

学科・学年・学級 普通科 文系選択 ３学年

使用教科書，副教材等 東京書籍「地理Ｂ」(地Ｂ303)，｢要点マスター 地理Ｂ 整理・演習ノート｣，

｢地理白地図ノート｣（以上 東京書籍）

１ 学習の到達目標

①現代世界の地理的事象を系統地理的に考察し，現代世界の地理的認識を養います。

①現代世界の諸地域を，歴史的背景を踏まえて地誌的に考察し，現代世界の地理的認識を養います。

②地理的な見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生きるための自覚と資質を養います。

２ 科目の特色

第１編 さまざまな地図と 第２編 現代世界の系統地理的 第３編 現代世界の地誌的考察

地理的技能 考察

第１章 地理情報と地図 第１章 自然環境 第１章 現代世界の地域区分

第２章 地図の活用と地域 第２章 資源，産業 第２章 現代世界の諸地域

調査 第３章 人口，都市・村落 第３章 現代世界と日本

第４章 生活文化，民族・宗教

＜作業的，体験的学習を通 ＜現代世界の地理的諸事象を系 ＜世界の諸地域の特色や課題を

して地理的事象を考察する 統地理的に考察し，諸課題につ 多角的・多面的に考察＞

ための技能を理解＞ いて地球的視野から理解＞

地理的考察の方法

地球儀やさまざまな地図の活用，観察や調査，統計・画像・文献などの地理情報の収集・選択・処

理，諸資料の地理情報化や地図化などを通して空間的に広がる諸事象の規則性や傾向性を考察します。

現代の世界は，グローバル化の進展にともなって国や地域が結びつき，相互の関係をいっそう強めて

います。いっぽうで，わたしたちを取り巻く地球環境や国際情勢は日々変化を続け，わたしたちの生活

圏から地球規模にいたるまで数多くの課題を抱えています。これらの諸課題を解決するための方法や工

夫は，地理的な見方や考え方を身につけることで見いだすことができます。そのためには，地球上のさ

まざまな自然環境や生活文化，産業といった地理的事象や世界の諸地域について認識し，多面的・多角

的にとらえる必要があります。こうしたねらいが達成できるよう，地理Ｂは以下のように構成されてい

ます。

第１編では，現代世界のさまざまな地理的事象を理解し，考察するために必要な地理的技能を，さま

ざまな地図の読図や作図などの作業的，体験的な学習を通して学習します。

第２編では，自然環境，資源と産業，人口や都市・村落，生活文化や民族・宗教など，テーマごとに

地理的な事象を取り上げ，分布や空間的な広がりについての考察を通して，地球的な視野から地理的事

象を学習します。
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第３編では，第１編で学習した地理的技能と第２編で学習した系統地理的な知識や概念を活用して，

世界の諸地域の特色や課題をとらえるために，歴史的背景を踏まえながら多面的・多角的に学習します。

これらの学習を通じて，国際社会で主体的に生きるとともに，平和で民主的な社会をつくっていくた

めに必要な思考力，判断力，表現力を身につけることを目指します。

３ 学習の計画

月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

４ 第１編 １ 地球儀を活 ○地球上の水陸分布，経緯線を ○地球儀を用いて水陸分布や経緯

月 さまざまな地 用する 踏まえた位置，時差や季節の生 線の確認を行うとともに，地球儀

図と地理的技 じるメカニズムについて考察す にライトを当てて時差や季節の生

能 ることで，球面状の世界につい じる理由について体験的に学びま

第１章 て把握します。 す。

地理情報と地 ○地球儀を用いて大陸間の方位 ○正しい世界観を身につけるべ

図 や距離，位置関係について考察 く，地球儀を用いて大陸間の方位

することで，球体としての地球 や距離，位置関係について確認し

の姿を把握します。 ます。

○経線に着目し，時差の仕組み ○北極中心の正距方位図法を用い

やそれについての各国の対応に て世界各都市間の時差を求める方

ついて考察することで，時間の 法を身につけるとともに，航空時

概念について把握します。 刻表を用いて時差計算を行います。

２ さまざまな ○国内外の各時代の世界地図を ○各時代の世界地図を現代のそれ

世界地図 取り上げ，その特徴について考 と比較することを通じて，当時を

察することで，当時の人々の世 生きた人々の世界観の特徴につい

界観を把握します。 て考察します。

○情報通信技術の発達が地図表 ○ＧＩＳの仕組みについて学ぶと

現に具体的にどのような影響を ともに，実際にそれを活用して地

もたらしたのかを把握します。 図を作成します。

○世界地図は球体を平面にして ○世界地図をフリーハンドで描

いるゆえに歪みが生じ，そこか き，そこから人々の世界観の歪み

らさまざまな投影法が開発され の原因について考え，用途に応じ

てきたことを理解します。 た世界地図の活用法を考えます。

３ 地理情報を ○地図は地理情報が表現された ○地形図と主題図とを見比べてそ

地図化する ものであること，表現方法によ れぞれの特徴と利点について具体

って一般図と主題図とに分かれ 的な事例となる地図を用いて考察

ることを理解します。 します。

○統計資料等をもとにさまざま ○さまざまな主題図の作成，読み

な種類の主題図を作成し，その 取りを通じて地理的事象の分布の

読み取りを行うことで地理的事 特性を把握し，異なる主題図を比

象を考察するための技能を身に 較することで，空間的規則性を見

つけます。 いだします。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○地域の特徴を理解する手段と ○地形図を用いて土地利用，距離，

して地形図のルールと読図方法 面積など基礎的事項について読み

を身につけます。 取ります。

第２章 １ 地域調査の ○地域調査の一連の流れを理解 ○地域調査の一連の流れを踏まえ

地図の活用と 実施にあたっ し，学校周辺地域を事例に実際 ながら学校周辺地域における調査

地域調査 て に調査計画を立案する方法を身 計画を立案します。

につけます。

２ 学校周辺に ○景観写真や地図から地域の特 ○地形図や景観写真を用いて学校

おける地域調 性をとらえる方法を身につけま 周辺地域の特徴について読み取り

査―神戸市を す。 ます。

例に―

５ 第２編 １ 世界の地形 ○生活環境の基盤となる地形の ○衛星画像や模式図を用いて地球

月 現代世界の系 重要性，地球表面の起伏の状態 表面の起伏の状態について読み取

統地理的考察 とその形成要因について理解を るとともに，地形の形成要因につ

第１章 深めます。 いて考察します。

自然環境 ○世界の大地形の分布の特徴に ○大地形の分布の特徴についてプ

ついてプレートテクトニクスと レート境界や地震帯・火山帯分布

の関わりから理解を深めます。 との関係から考察します。

○安定大陸の特徴と人間生活と ○景観写真や模式図を用いて安定

の関係について平野と山地の側 大陸の特徴や形成過程，人間生活

面から理解を深めます。 との関係性を考察します。

○変動帯の特徴とその形成をプ ○景観写真や模式図を用いて変動

レート運動との関係からとらえ 帯の特徴や形成過程，人間生活と

るとともに，人間生活との関係 の関係性について考察します。

についても言及します。

○変動帯に見られる小地形の特 ○景観写真や模式図を用いて変動

徴とその形成過程について理解 帯に見られるさまざまな小地形の

を深めるとともに，人間生活と 特徴や形成過程，人間生活との関

の関係についても言及します。 係性について考察します。

○海岸地形やサンゴ礁地形の特 ○景観写真や模式図を用いてさま

徴とその形成過程について理解 ざまな海岸地形，サンゴ礁地形の

を深めるとともに，人間生活と 特徴や形成過程，人間生活との関

の関係についても言及します。 係性について考察します。

○氷河地形や乾燥地形，カルス ○景観写真や模式図を用いて氷河

ト地形の特徴とその形成過程に 地形や乾燥地形，カルスト地形の

ついて理解を深めるとともに， 特徴や形成過程，人間生活との関

人間生活との関係についても言 係性について考察します。

及します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○地震・津波の発生メカニズム ○写真を用いて地震と津波の発生

やそれによってもたらされる被 メカニズムや被害の状況について

害について理解を深めます。 考察します。

○授業で扱ってきた各種地形の ○各種地形の特徴について再確認

特徴について地形図の読図を通 するために地形図の読図作業を行

じて再確認します。 います。

２ 世界の気候 ○気候環境を形成する大気の大 ○大気の大循環と気候環境形成の

循環についての理解を前提に， 関係性，気候環境の地域的相違が

地域によって生じる気候の違い 存在する理由について模式図や主

とその要因について言及します。題図を用いて考察します。

○世界規模での各気候帯の分布 ○模式図を用いて世界規模での各

の特徴を踏まえた上で，各気候 気候帯の分布の特徴，各気候帯と

帯と植生や土壌との対応関係に 植生・土壌との対応関係について

ついて理解を深めます。 考察します。

○各気候区の分類基準への理解 ○雨温図やハイサーグラフを作成

を前提に雨温図やハイサーグラ し，それを読み取ることで気候区

フの作成・読み取りを通じて各 を判別し，その特徴について考察

気候区への理解を深めます。 します。

○熱帯の各気候区の特徴やそこ ○景観写真を用いて熱帯の各気候

での生活・文化，環境問題につ 区の特徴やそこでの生活・文化，

いて多面的に理解を深めます。 環境問題について考察します。

○乾燥帯の各気候区の特徴やそ ○景観写真を用いて乾燥帯の各気

こでの生活・文化，環境問題に 候区の特徴やそこでの生活・文

ついて多面的に理解を深めます。化，環境問題について考察します。

○温帯の各気候区の特徴やそこ ○景観写真を用いて温帯の各気候

での生活・文化，環境問題につ 区の特徴やそこでの生活・文化，

いて多面的に理解を深めます。 環境問題について考察します。

○冷帯の各気候区の特徴やそこ ○景観写真を用いて冷帯の各気候

での生活・文化，環境問題につ 区の特徴やそこでの生活・文化，

いて多面的に理解を深めます。 環境問題について考察します。

○寒帯の各気候区の特徴やそこ ○景観写真を用いて寒帯の各気候

での生活・文化，環境問題につ 区の特徴やそこでの生活・文化，

いて多面的に理解を深めます。 環境問題について考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○高山気候の特徴やそこでの生 ○景観写真を用いて高山気候の特

活・文化，環境問題について多 徴やそこでの生活・文化，環境問

面的に理解を深めます。 題について考察します。

○異常気象と気候変化によって ○写真を用いて異常気象と気候変

もたらされる自然災害と被害の 化によりもたらされる自然災害の

状況についての理解を深めます。被害状況について考察します。

３ 世界の環境 ○地球規模で起こるさまざまな ○ウェビングマップの作成を通じ

問題 環境問題の背景・要因とそれに て地球規模でのさまざまな環境問

よってもたらされる影響につい 題の背景・要因とそれによっても

て多面的に理解を深めます。 たらされる影響について考察しま

す。

○地球温暖化とオゾンの層破壊 ○各種資料より地球温暖化やオゾ

を事例に環境問題発生のメカニ ン層破壊の現状を把握し，その背

ズムとその影響について理解を 景・要因とそれがもたらす問題に

深めます。 ついて考察します。

○地球環境をめぐる国際協力の ○地球的課題の解決へ向けてのさ

具体的な取り組みと持続可能な まざまな国際的取り組みの事例と

社会のあり方について理解を深 その課題について考察します。

めます。

６ 第２章 １ 産業の発展 ○産業についての定義をもとに ○さまざまな仕事が産業の大分類

月 資源，産業 と産業地域の 産業の大分類とその基準につい 基準のどれに当てはまるのか考察

変容 て理解します。 します。

○産業の歴史的変容とその社会 ○農業社会→工業社会→情報社会

的背景について理解を深めます。への変容の過程と各段階の特徴に

ついて考察します。

○情報社会の進展に伴う産業や ○情報社会の進展が産業や生活へ

生活への影響について理解を深 もたらした影響について具体例を

めます。 挙げて考察します。

○産業立地によってもたらされ ○産業立地によってもたらされる

る地域構造の変化と地域間の結 地域構造の変化と地域間の結びつ

びつきの特徴について理解を深 きの特徴について具体例を挙げて

めます。 考察します。

○日本の貿易構造の変化，日本 ○散布図の作成を通じて日本の貿

と世界各国の産業構造の変化に 易構造の変化の特徴について考察

ついて理解を深めます。 するとともに，三角ダイヤグラム

の作成を通じて日本と世界各国の

産業構造の変化について考察しま

す。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

２ エネルギー ○暮らしを支えるエネルギーの ○統計を用いてエネルギー生産・

と鉱産資源産 重要性，需要の高まりより生じ 消費量の増大，消費格差とその背

業の立地と変 る問題点について理解を深めま 景について考察します。

容 す。 ○主題図や統計を用いて石油や石

○石油，石炭などの化石燃料を 炭の生産と消費の偏在性やそれに

事例にエネルギー生産と消費の 伴い生じる課題について考察しま

偏在性やそれに伴い生じる課題 す。

について理解を深めます。 ○原子力発電が石油代替エネルギ

○原子力発電が石油代替エネル ーの筆頭にあげられるようになっ

ギーの筆頭にあげられる理由と た背景，原発がもたらす問題点に

ともに，原発がもたらす問題点 ついて考察します。

について理解を深めます。 ○工業発展に不可欠な金属資源の

重要性とそれを取り巻く国際情勢

○工業発展に不可欠な金属資源 について鉄鉱石と非鉄金属とに分

の重要性とそれを取り巻く国際 けて主題図や統計をもとに考察し

情勢について鉄鉱石と非鉄金属 ます。

のそれぞれにおいて理解を深め ○森林資源が人類や環境に与える

ます。 有用性について理解を深めるとも

○森林資源の重要性について多 に，その保全へ向け木材輸入大国

面的に理解するとともに，その ・日本の果たすべき役割について

保全へ向けて木材輸入大国であ 考察します。

る日本の果たすべき役割につい

て考えます。

３ 農業の立地 ○農業立地の成立要因について ○農業立地の成立要因について自

と農業地域の 自然，社会，市場との距離，経 然，社会，市場との距離，経済水

変容 済水準，国家政策の側面から理 準，国家政策の側面から考察しま

解を深めます。 す。

○農業の発展過程とその社会的 ○農業の発展過程とその社会的背

背景について３つの時代に区分 景について3つの時代に区分して

して理解を深めます。 考察します。

○産業化した現代農業の特色に ○産業化した現代農業の特色につ

ついてフードシステムの観点か いてフードシステムの観点から模

ら理解を深めます。 式図を用いて考察します。

○グローバル化に伴う農業地域 ○グローバル化に伴う農業地域の

の変化の状況についてアメリカ，変化の状況についてアメリカ，EU，

EU，アジアを例に理解します。 アジアを例に考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○世界の農産物流通の特徴につ ○統計資料を用いて世界の農産物

いて小麦，米，肉類，野菜を例 流通の特徴について小麦，米，肉

に理解を深めます。 類，野菜を例に考察します。

○日本の農産物輸入自由化に伴 ○日本の農産物輸入自由化に伴う

う食料自給率の低下によって引 食料自給率の低下によって引き起

き起こされる問題点について理 こされる問題点について考察しま

解します。 す。

○農産物貿易拡大によって生じ ○農産物貿易拡大によって生じる

る諸問題について多面的・多角 諸問題についてさまざまな角度か

的に理解を深めます。 ら考察します。

○水産業の特色，水産資源の分 ○水産業の特色，水産資源の分布，

布，水産物貿易の現状について 水産物貿易の現状について資料を

理解を深めます。 用いて考察します。

７ ４ 工業の立地 ○工業立地の条件がどのように ○工業立地の条件がどのように類

月 と工業地域の 類型化されるのか理解を深める 型化されるのか考察するととも

変容 とともに，立地の変化要因とそ に，立地の変化要因とそれによっ

れによって生じる問題点につい て生じる問題点について考察しま

て考えます。 す。

○先進国と東・東南アジア，BRI ○先進国と東・東南アジア，BRIC

Csにおける工業地域の分布とそ sにおける工業地域の分布とその

の変化について理解を深め，三 変化について考察し，三極構造を

極構造を見いだします。 発見します。

○自動車工業とエレクトロニク ○自動車工業とエレクトロニクス

ス産業を例に多国籍企業による 産業を例に統計資料を活用しなが

工業立地の特徴について理解を ら多国籍企業による工業立地の特

深めます。 徴について考察します。

○先進国と発展途上国それぞれ ○先進国と発展途上国それぞれに

における新しい産業の集積の特 おける新しい産業の集積の特徴に

徴について理解を深めます。 ついて多面的に考察します。

○工業における国際分業の変化 ○工業の国際分業の変化とそれに

とそれに伴う国際競争の激化に 伴う国際競争の激化について具体

ついて理解を深めます。 例を挙げながら考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

５ 流通・サー ○交通・通信手段の発達により ○交通・通信手段の発達によりも

ビス業 もたらされた利点と問題点につ たらされた利点と問題点について

いて理解を深めます。 具体例を挙げて考察します。

○自由貿易体制が構築された背 ○自由貿易体制が構築された背景

景やそれに伴い生じた国際分業 やそれに伴い生じた国際分業体制

体制の特徴について理解を深め の特徴について統計資料をもとに

ます。 考察します。

○日本の貿易の特徴と抱えてい ○日本の貿易の特徴を踏まえて，

る課題について理解を深めます。貿易摩擦が起こる背景とその対応

策について検討します。

○流通の仕組みとそれに関わる ○流通の仕組みとそれに関わる産

産業について理解を深めます。 業について具体例をあげながら考

察します。

○サービス経済化の拡大の背景，○サービス経済化の拡大の背景，

サービス業の大都市における展 サービス業の大都市における展開

開の特徴について理解を深めま の特徴について統計資料をもとに

す。 考察します。

９ ６ 消費行動と ○先進国と発展途上国の消費行 ○先進国と発展途上国の消費行動

月 消費関連産業 動の特徴について理解を深めま の特徴について具体例をあげなが

す。 ら考察します。

○人々の日常の活動から行動空 ○一日，年間，生涯における生活

間を抽出し，消費活動の特性に 行動を時空間軸に描くことで，人

ついて理解を深めます。 々の行動パターンや消費行動空間

○IT化の進展に伴う行動空間の を抽出します。

変容について多面的・多角的に ○IT化の進展に伴う行動空間の変

理解を深めます。 容について具体例をあげながら考

○社会状況の変化によって消費 察します。

者サービスの多様化が引き起こ ○社会状況の変化によって消費者

されるとともに，関連産業の立 サービスの多様化が引き起こされ

地が変化し，商圏が再編される るとともに，関連産業の立地が変

ことを理解します。 化し，商圏が再編されることを具

○余暇行動が拡大していった社 体例をあげながら考察します。

会的背景について多面的・多角 ○余暇行動が拡大していった社会

的に理解を深めます。 的背景について多面的・多角的に

○余暇行動の地域差についてヨ 考察します。

ーロッパと日本とを比較しなが ○余暇行動の地域差についてヨー

ら，その相違点について理解を ロッパと日本とを比較しながら，

深めます。 その相違点について考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○ヨーロッパと日本の余暇行動 ○ヨーロッパと日本の余暇行動の

の最近の動向について具体例を 最近の動向について具体例をあげ

あげながら理解を深めます。 ながら考察します。

７ 資源・エネ ○化石燃料の大量消費に伴い生 ○化石燃料の大量消費に伴い生じ

ルギー問題 じる枯渇化や地球温暖化などの る枯渇化や地球温暖化などの環境

環境問題についてさまざまな観 問題についてさまざまな観点から

点から理解を深めます。 考察します。

○鉱物資源の枯渇化や地球温暖 ○地球社会の持続可能性という観

化に対処するためのエネルギー 点から望ましいエネルギー政策の

政策の取り組みについてさまざ あり方について模索し，具体策を

まな側面から理解を深めます。 立案します。

８ 食料問題 ○食料の供給・生産・流通にお ○主題図や統計を用いて世界の食

ける地域差を地球的視野から大 料供給の地域差を認識し，食料問

観します。 題の存在を把握します。

○緑の革命や遺伝子組み換え食 ○緑の革命や遺伝子組み換え食品

品といった食料増産へ向けた世 といった食料増産へ向けた世界的

界的な取り組みの現状とその問 な取り組みの現状とその問題点に

題点について理解を深めます。 ついて資料をもとに考察します。

○食料不足の解決へ向けた国際 ○食料不足の解決へ向けた国際協

協力の現状と課題，今後の展望 力の現状と課題，今後の展望につ

について理解を深めます。 いて考察します。

第３章 １ 人口 ○世界の人口分布と人口推移の ○世界の人口分布と人口推移の現

人口，都市・ 現状について地球的視野から大 状について主題図や統計を用いて

村落 観します。 地球的視野から考察します。

○人口動態の推移について理解 ○統計資料を用いて人口動態の推

を深めるとともに，各国の置か 移について考察し，各国の人口ピ

れた社会状況を読み解く手段と ラミッドを作成することで，その

しての人口ピラミッドの有効性 国の置かれた社会状況について考

に気づきます。 察します。

○地球規模での人口移動の変遷 ○主題図や写真を用いて地球規模

について歴史的背景から理解を での人口移動の変遷について歴史

深めます。 的背景から考察します。

○労働者と難民を事例に地球規 ○主題図や統計を用いて労働者と

模での人口移動の特徴とその社 難民を事例に地球規模での人口移

会的背景について理解を深めま 動の特徴とその社会的背景につい

す。 て考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

10 ２ 都市・村落 ○都市の分布の特徴を把握する ○主題図を用いて都市の分布の特

月 とともに，その発達や大都市圏 徴を把握するとともに，その発達

の形成過程について多面的に理 や大都市圏の形成過程について多

解を深めます。 面的に考察します。

○都市システムが形成される背 ○ある国内企業の本支店，営業所

景について都市の階層性との関 所在地を事例に都市間の階層性を

わりから理解を深めます。 見いだすことで，都市システムに

○複数の国々を取り上げ，都市 ついて把握します。

システムの特徴について比較す ○各国の主要都市を人口規模順に

ることで，各国間の相違点につ グラフにプロットする作業を通し

いて理解します。 て，各国間の都市システムの特徴

○経済，航空交通，文化，芸術 を見いだしていきます。

などを指標に世界規模で都市シ ○経済，航空交通，文化，芸術な

ステムが形成されていることを どを指標にしながら世界規模で都

理解します。 市システムが形成されていること

○大都市圏の都市構造の特徴に を見いだしていきます。

ついて実在の都市の状況を踏ま ○実在の都市を事例に大都市圏の

えながら理解を深めます。 都市構造の特徴についてモデルを

○大都市圏の構造の変化につい 用いながら考察します。

て成長・衰退・再生の観点から ○大都市圏の構造の変化について

理解を深めます。 成長・衰退・再生の観点から具体

○村落の機能とその立地要因に 例に基づいて考察します。

ついて自然条件との関わりから ○写真や地形図を活用しながら村

理解を深めます。 落の機能とその立地要因について

○村落の形態の特徴や成立条件 自然条件との関わりから考察しま

についていくつかの具体的事例 す。

を踏まえながら理解を深めます。○写真や地形図を活用しながら村

○近年の村落の変化の状況とそ 落の形態の特徴や成立条件につい

れをもたらす社会的背景につい ていくつかの具体的事例を踏まえ

て日本と諸外国を事例に理解を ながら考察します。

深めます。 ○主題図や写真，地形図を活用し

ながら近年の村落の変化の状況と

それをもたらす社会的背景につい

て日本と諸外国を事例に考察しま

す。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

３ 人口問題 ○発展途上国が抱える人口爆発 ○発展途上国が抱える人口爆発の

の要因とそれによって生じる社 要因とそれによって生じる社会問

会問題，解決へ向けての課題に 題，解決へ向けての課題について

ついて理解を深めます。 資料を活用しながら考察します。

○先進国の少子高齢化とその社 ○先進国の少子高齢化とその社会

会的背景，それによってもたら 的背景，それによってもたらされ

される諸問題，それらを克服す る諸問題，それらを克服する取り

る取り組みについて理解を深め 組みについて資料を活用しながら

ます。 考察します。

４ 居住・都市 ○発展途上国における都市化の ○発展途上国における都市化の過

問題 過程とそれに伴って生じる居住 程とそれに伴って生じる居住・都

・都市問題について多角的・多 市問題について写真や統計をもと

面的に理解を深めます。 に多角的・多面的に考察します。

○先進国における都市の衰退現 ○先進国における都市の衰退現象

象に伴う問題点とそれをもたら に伴う問題点とそれをもたらした

した社会的背景，より良い居住 社会的背景，より良い居住環境の

環境の創造へ向けた取り組みに 創造へ向けた取り組みについて写

ついて理解を深めます。 真や統計をもとに多角的・多面的

に考察します。

11 第４章 １ 生活文化 ○文化についての定義を踏まえ ○文化についての定義を踏まえた

月 生活文化，民 た上で，文化の差異と融合，各 上で，写真や具体物を用いて文化

族・宗教 地域における自然環境との関係 の差異と融合，多様性について多

によって多様性がもたらされる 面的・多角的に考察します。

ことを理解します。

○生活文化の地域性による相違 ○写真を用いて生活文化の地域性

について各地域における伝統的 による相違について各地域におけ

な生業形態との関わりから理解 る伝統的な生業形態との関わりか

を深めます。 ら考察します。

○食生活を軸に，現代世界にお ○写真や主題図を用いて現代世界

ける文化の多様性について理解 における食生活の多様性について

します。 さまざまな角度から考察します。

○住生活を軸に，現代世界にお ○写真や主題図を用いて現代世界

ける文化の多様性について理解 における住生活の多様性について

します。 さまざまな角度から考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

２ 民族・言語 ○民族についての定義を踏まえ ○民族についての定義を踏まえた

・宗教 た上で，国民国家やエスニシテ 上で，国民国家やエスニシティと

ィとの関係性について理解を深 の関係性について写真や主題図を

めます。 用いて考察します。

○言語と宗教を軸に，現代世界 ○主題図を用いて言語や宗教の世

における文化の多様性について 界規模での分布の特徴について多

理解します。 角的・多面的に把握します。

３ 民族問題・ ○世界各地で勃発している民族 ○世界各地で勃発している民族紛

言語問題 紛争の社会的背景について理解 争の社会的背景について写真や主

を深めます。 題図を用いて考察します。

○旧ユーゴスラビアを事例に宗 ○旧ユーゴスラビアを事例に宗教

教的相違によって生じた民族紛 的相違によって生じた民族紛争が

争が何をもたらしたのか理解を 何をもたらしたのか考察します。

深めます。 ○難民の発生する要因について理

○難民の発生する要因について 解した上で，難民の発生国の特性

理解した上で，難民の発生国の について世界地図を用いて考察し

特性について把握します。 ます。

○文化均質化克服の一手段とし ○文化均質化克服の一手段として

ての多文化共生への取り組みに の多文化共生への取り組みについ

ついてニュージーランドを事例 てニュージーランドを事例に多面

に理解を深めます。 的・多角的に考察します。

４ 領土問題 ○国家の領域や国境の概念につ ○国家の領域や国境の概念につい

いて具体例をあげながら理解を て具体例をあげながら多面的・多

深めていきます。 角的に考察します。

○領土問題の発生要因について ○領土問題発生の背景が国益の衝

理解するとともに，地球的視野 突にあることを踏まえ，問題を平

に立って解決策について考えて 和的に解決するための方法につい

いきます。 て模索します。

○日本の地理的位置と領域，日 ○日本の地理的位置と領域，日本

本の抱える領土問題を取り上げ，の抱える領土問題を取り上げ，世

世界的な見地から日本という国 界的な見地から日本という国を考

を理解していきます。 察します。



- 13 -

月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

12 第３編 １ 地域区分の ○地域の概念についての定義を ○地域の概念についての定義を踏

月 現代世界の地 方法と意義 踏まえた上で，さまざまな指標 まえた上で，さまざまな指標によ

誌的考察 によって地域を区分することの って地域を区分することの意義に

第１章 意義について理解を深めます。 ついて地図を用いて地域区分を行

現代世界の諸 ○地域区分法としての等質地域 う作業を行うことで気づいていき

地域 と機能地域との違いについて理 ます。

解を深めます。 ○地域区分法としての等質地域と

○地誌的考察方法の静態的地誌 機能地域との違いについて主題図

と動態的地誌との相違点につい を参照しながら考察していきま

て理解を深めます。 す。

○地誌的考察方法の静態的地誌と

動態的地誌との相違点について具

体例をあげながら考察していきま

す。

２ 地誌的な考 ○地域区分の方法について自然，○地域区分の方法について自然，

察方法と本書 政治，経済，文化の４つの指標 政治，経済，文化の４つの指標か

の事例地域 からとらえるとともに，これか らとらえるとともに，これから学

ら学習する世界諸地域がどの指 習する世界諸地域がどの指標で地

標で地誌的に考察できるのかを 誌的に考察できるのかを考えてい

把握します。 きます。

第２章 １ 中国 ○計画経済から改革開放路線へ ○計画経済から改革開放路線への

現代世界の諸 の変化に伴い何がもたらされた 変化に伴い何がもたらされたの

地域 のか経済面・貿易面を中心に理 か，統計を活用しながら経済面・

解を深めます。 貿易面を中心に考察します。

○改革開放政策に伴い急速に進 ○改革開放政策に伴い急速に進む

む工業化と都市化の現状とそれ 工業化と都市化の現状とそれによ

による影響ついて具体的事例を る影響について具体的事例をもと

もとに理解を深めます。 に考察します。

○改革開放政策に伴いもたされ ○統計や主題図を用いて改革開放

た農業・農村の近代化，産業構 政策に伴いもたされた農業・農村

想の変化について理解するとと の近代化，産業構想の変化につい

もに，地域格差が拡大している て考察するとともに，地域格差が

ことも把握します。 拡大していることを考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○中国国内の多様な民族構成と ○中国国内の多様な民族構成と文

文化的多様性について理解した 化的多様性について理解した上

上で，経済発展に伴い生活文化 で，経済発展に伴い生活文化が変

が変容していることを理解しま 容していることを写真を用いて考

す。 察します。

○経済成長に伴い深刻化する環 ○経済成長に伴い深刻化する環境

境問題の現状について理解を深 問題の現状について具体例をあげ

めます。 ながら考察します。

○世界に広がる中国の影響力に ○世界に広がる中国の影響力につ

ついて産業面や資源獲得競争の いて産業面や資源獲得競争の面か

面から理解を深めます。 ら具体例をあげながら考察しま

す。

２ 日本と韓国 ○韓国の20世紀前半の苦難の歴 ○韓国の20世紀前半の苦難の歴史

史から急速な経済成長に至るま から急速な経済成長に至るまでの

での変遷について歴史的背景を 変遷について歴史的背景を踏まえ

踏まえながら理解を深めます。 ながら具体的に考察します。

○経済成長に伴う工業化や都市 ○経済成長に伴う工業化や都市化

化の進展とそれに伴い生じる農 の進展とそれに伴い生じる農村部

村部における過疎化の問題，ソ における過疎化の問題，ソウル一

ウル一極集中の問題について理 極集中の問題について考察しま

解を深めます。 す。

○韓国の文化の独自性について ○韓国の文化の独自性について思

思想，文字，衣食住を中心に理 想，文字，衣食住を中心に写真を

解を深めます。 用いて考察します。

○近代以降の日本の経済成長に ○近代以降の日本の経済成長によ

よってもたらされた社会の変化 ってもたらされた社会の変化につ

について理解を深めます。 いて具体例をあげながら考察しま

す。

○日本の都市化に伴い，人々の ○日本の都市化に伴い，人々の生

生活がどのように変化したのか 活がどのように変化したのか多角

多角的・多面的に理解を深めま 的・多面的に考察します。

す。

○韓国と日本とを国土構造，先 ○韓国と日本とを国土構造，先端

端工業を事例に比較し，その共 工業を事例に比較し，その共通点

通点・相違点について理解を深 ・相違点について考察します。

めます。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

１ ３ 東南アジア ○東南アジアの概要について気 ○主題図や写真を用いて東南アジ

月 候環境，言語，宗教を切り口に アの概要について気候環境，言語，

理解を深めます。 宗教を切り口に考察します。

○川と海による諸地域間の結び ○川と海による諸地域間の結びつ

つきが今日の東南アジアの地域 きが今日の東南アジアの地域性を

性を形成したことを理解します。形成したことを地図を用いて考察

○東南アジアにおける商業的農 します。

業の展開とその課題について歴 ○東南アジアにおける商業的農業

史的背景を踏まえながら理解を の展開とその課題について歴史的

深めます。 背景を踏まえながら考察します。

○ASEAN諸国の発展過程を踏まえ ○ASEAN諸国の発展過程を踏まえ

ながら諸国間が今日の協働社会 ながら諸国間が今日の協働社会を

を築き上げてきた経緯と多民族 築き上げてきた経緯と多民族国家

国家としての今後の課題につい としての今後の課題について主題

て理解を深めます。 図や統計を用いて考察します。

○ASEAN諸国の開発と工業化の現 ○ASEAN諸国の開発と工業化の現

状と課題についてタイとマレー 状と課題についてタイとマレーシ

シアを事例に理解を深めるとと アを事例に統計を用いて考察する

もに，ASEAN域内における分業体 とともに，ASEAN域内における分

制の展開についても理解を深め 業体制の展開についても統計を用

ます。 いて考察します。

○ASEAN諸国における新たな前進 ○ASEAN諸国における新たな前進

と課題についてIT，華人問題， と課題についてIT，華人問題，都

都市農村格差を事例に理解を深 市農村格差を事例に写真を用いて

めます。 考察します。

４ インド ○インドの経済自由化や産業開 ○インドの経済自由化や産業開

発，工業化の進展と国土構造の 発，工業化の進展と国土構造の変

変化についてグローバル化に伴 化についてグローバル化に伴う経

う経済発展との関わりから理解 済発展との関わりから主題図や統

を深めます。 計を用いて考察します。

○インドにおける高い人口増加 ○インドにおける高い人口増加率

率の背景・要因と社会にもたら の背景・要因と社会にもたらす影

す影響について理解を深めます。響について統計を用いて考察しま

○インドの農業の変化について す。

緑の革命をはじめとする技術改 ○インドの農業の変化について緑

革との関わりから理解を深めま の革命をはじめとする技術改革と

す。 の関わりから統計を用いて考察し

ます。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○農村社会の変化についても国 ○農村社会の変化についても国家

家主導の開発計画や都市化の進 主導の開発計画や都市化の進展と

展との関わりから理解を深めま の関わりから考察します。

す。 ○都市化に伴う社会の変化につい

○都市化に伴う社会の変化につ てメリットとデメリットに区分し

いてメリットとデメリットに区 ながら写真や統計を用いて考察し

分しながら理解を深めます。 ます。

○インド世界の多様性について ○主題図や写真を用いて，インド

自然と文化を指標に理解を深め 世界の多様性について自然と文化

るとともに，求心力の源となる を指標に考察するとともに，求心

社会的背景について理解を深め 力の源となる社会的背景について

ます。 考察します。

５ 西アジア・ ○西アジア・北アフリカの形成 ○西アジア・北アフリカの形成過

北アフリカ 過程と今日的な課題について自 程と今日的な課題について自然環

然環境や歴史的背景を踏まえな 境や歴史的背景を踏まえながら考

がら理解を深めます。 察します。

○西アジア・北アフリカ諸国の ○写真を用いて西アジア・北アフ

共通点と相違点について民族， リカ諸国の共通点と相違点につい

宗教，言語を指標に理解を深め て民族，宗教，言語を指標に考察

ます。 します。

○西アジア・北アフリカ諸国の ○統計を用いて西アジア・北アフ

産業の特色について石油資源と リカ諸国の産業の特色について石

の関係から理解を深めるととも 油資源との関係から考察するとと

に，課題点についても理解を深 もに，課題点についても考察しま

めます。 す。

○西アジア・北アフリカ諸国に ○西アジア・北アフリカ諸国にお

おけるさまざまな民族対立とそ けるさまざまな民族対立とその構

の構図について歴史的背景を踏 図について歴史的背景を踏まえな

まえながら理解を深めます。 がら考察します。

２ ６ サハラ以南 ○サハラ砂漠以南アフリカの特 ○主題図を用いてサハラ砂漠以南

月 アフリカ 色について自然環境や文化の側 アフリカの特色について自然環境

面から理解を深めるとともに， や文化の側面から理解を深めると

その成り立ちについて歴史的背 ともに，その成り立ちについて歴

景を踏まえながら理解を深めま 史的背景を踏まえながら理解を深

す。 めます。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○サハラ砂漠以南アフリカの経 ○サハラ砂漠以南アフリカの経済

済構造の特徴とそれによりもた 構造の特徴とそれによりもたらさ

らされた問題点について理解を れた問題点について多角的・多面

深めます。 的に理解を深めます。

○サハラ砂漠以南アフリカの都 ○サハラ砂漠以南アフリカの都市

市と農村との格差の現状とその と農村との格差の現状とその社会

社会的背景について理解を深め 的背景について多面的・多角的に

ます。 考察します。

○サハラ砂漠以南アフリカにお ○サハラ砂漠以南アフリカにおけ

ける停滞の克服へ向けた取り組 る停滞の克服へ向けた取り組みに

みについて人種差別，民族対立，ついて人種差別，民族対立，民主

民主化，国際関係を指標に理解 化，国際関係を指標に考察します。

を深めます。

７ ヨーロッパ ○EU統合が進む背景について民 ○主題図や各種資料を用いてEU統

族と宗教との関わりから理解を 合が進む背景について民族と宗教

深めるとともに，統合へ向けて との関わりから考察するととも

の歴史的変遷について理解を深 に，統合へ向けての歴史的変遷に

めます。 ついて考察します。

○EUにおける産業の変化につい ○写真や主題図を用いてEUにおけ

て農業と工業を指標に理解を深 る産業の変化について農業と工業

めるとともに，新たな産業地域 を指標に考察するとともに，新た

形成を目指す動きについても理 な産業地域形成を目指す動きにつ

解を深めます。 いても考察します。

○EUにおける都市間競争と大都 ○写真や主題図を用いてEUにおけ

市の再編について市場統合，通 る都市間競争と大都市の再編につ

貨統合との関わりから理解を深 いて市場統合，通貨統合との関わ

めます。 りから考察します。

○EUが抱える諸課題として地域 ○写真や主題図を用いてEUが抱え

格差と環境問題を取り上げ，そ る諸課題として地域格差と環境問

の克服へ向けた取り組みと国家 題を取り上げ，その克服へ向けた

間の協力関係について理解を深 取り組みと国家間の協力関係につ

めます。 いて考察します。

○冷戦終結後のEUの東方拡大の ○写真や主題図，統計を用いて冷

現状と課題について理解を深め 戦終結後のEUの東方拡大の現状と

るとともに，欧州以外の地域と 課題について考察するとともに，

の関係についても貿易面を中心 欧州以外の地域との関係について

に理解を深めていきます。 も貿易面を中心に考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

８ ロシアとそ ○ロシアと周辺諸国の地域的多 ○主題図や写真を用いてロシアと

の周辺諸国 様性について地形，気候，民族 周辺諸国の地域的多様性について

を指標に理解を深めます。 地形，気候，民族を指標に考察し

ます。

○ロシアにおける市場経済への ○ロシアにおける市場経済への移

移行に伴い経済・社会や人口， 行に伴い経済・社会や人口，人々

人々の生活がどのように変化し の生活がどのように変化したのか

たのか理解を深めます。 具体例をあげながら考察します。

○ロシアの農業，鉱工業地域の ○主題図や統計を用いてロシアの

分布の特徴について多面的・多 農業，鉱工業地域の分布の特徴に

角的に理解を深めるとともに， ついて多面的・多角的に考察する

近年の産業地域の変化とそれに とともに，近年の産業地域の変化

伴い生じる課題についても理解 とそれに伴い生じる課題について

を深めます。 も考察します。

９ 北アメリカ ○北アメリカの自然環境の多様 ○写真や主題図を用いて北アメリ

性とそれによって形成される農 カの自然環境の多様性とそれによ

業地帯の特色について理解を深 って形成される農業地帯の特色に

めます。 ついて考察します。

○北アメリカの特色である多民 ○主題図を用いて北アメリカの特

族多文化社会の形成過程につい 色である多民族多文化社会の形成

て歴史的背景を踏まえながら理 過程について歴史的背景を踏まえ

解を深めます。 ながら考察します。

○北アメリカ経済が世界最大と ○統計資料を用いて北アメリカ経

位置づけられる社会的背景につ 済が世界最大と位置づけられる社

いて科学技術，鉱産資源，金融 会的背景について科学技術，鉱産

の側面から理解を深めるととも 資源，金融の側面から考察すると

に，置かれている課題について ともに，置かれている課題につい

も理解を深めます。 ても考察します。

○北アメリカの鉱工業地域の変 ○北アメリカの鉱工業地域の変化

化について先端技術産業の発展 について先端技術産業の発展との

との関わりから理解を深めます。関わりから考察します。

○アメリカにおける情報社会へ ○統計や衛星画像を用いてアメリ

の移行に伴う大都市圏の拡大と カにおける情報社会への移行に伴

地域分化の現状と課題について う大都市圏の拡大と地域分化の現

理解を深めます。 状と課題について考察します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

３ 10 中央・南ア ○中央・南アメリカ諸国におけ ○主題図や写真を用いて中央・南

月 メリカ る自然環境と歴史・文化の特徴 アメリカ諸国における自然環境と

について歴史的背景を踏まえな 歴史・文化の特徴について歴史的

がら理解を深めます。 背景を踏まえながら考察します。

○中央・南アメリカ諸国の産業 ○統計や主題図を用いながら中央

と経済構造の特徴について歴史 ・南アメリカ諸国の産業と経済構

的背景を踏まえながら理解を深 造の特徴について歴史的背景を踏

めます。 まえながら多面的・多角的に考察

○グローバル化による中央・南 します。

アメリカにおける地域統合の進 ○グローバル化による中央・南ア

展の現状と課題について多面的 メリカにおける地域統合の進展の

・多角的に理解を深めます。 現状と課題について多面的・多角

○ブラジルを事例に地域開発や 的に考察します。

都市化の進展によって生じる諸 ○主題図や写真，統計を用いブラ

課題について多面的・多角的に ジルを事例に地域開発や都市化の

理解を深めます。 進展によって生じる諸課題につい

○移民社会としての中央・南ア て多面的・多角的に考察します。

メリカ諸国の特徴について民族 ○移民社会としての中央・南アメ

構成との関わりから理解を深め リカ諸国の特徴について民族構成

るとともに，グローバル化の進 との関わりから考察するととも

展に伴い増大している海外への に，グローバル化の進展に伴い増

出稼ぎ移民の現状について多面 大している海外への出稼ぎ移民の

的・多角的に理解を深めます。 現状について多面的・多角的に考

察します。

11 オーストラ ○多文化社会を形成しているオ ○写真や主題図，統計を用いて多

リア ーストラリアの国家としての成 文化社会を形成しているオースト

り立ちについて，先住民族，ヨ ラリアの国家としての成り立ちに

ーロッパ移民，アジア系移民と ついて，先住民族，ヨーロッパ移

の関わりから理解を深めます。 民，アジア系移民との関わりから

考察します。

○オーストラリアの自然環境の ○主題図や統計，写真を用いてオ

特性とそれをもとに成立してい ーストラリアの自然環境の特性と

る農牧業の地域的分布の特徴に それをもとに成立している農牧業

ついて理解を深めます。 の地域的分布の特徴について考察

します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○オーストラリア経済における ○主題図や統計，写真を用いてオ

鉱産資源と観光資源の重要性に ーストラリア経済における鉱産資

ついて認識するとともに，その 源と観光資源の重要性について認

特徴について理解を深めます。 識するとともに，その特徴につい

て考察します。

○オーストラリアの都市の分布 ○写真と統計を用いてオーストラ

とその歴史的な発達過程につい リアの都市の分布とその歴史的な

て把握するとともに，農村との 発達過程について把握するととも

比較の下で人々の生活形態の特 に，農村との比較の下で人々の生

徴について理解を深めます。 活形態の特徴について考察しま

す。

○カナダの国家としての成立過 ○写真を用いてカナダの国家とし

程と自然環境の特徴について理 ての成立過程と自然環境の特徴に

解を深めます。 ついて考察します。

○カナダの鉱物資源の分布の特 ○写真や主題図を用いてカナダの

徴について把握するとともに， 鉱物資源の分布の特徴について把

都市と農村それぞれの人々の生 握するとともに，都市と農村それ

活形態の特徴について理解を深 ぞれの人々の生活形態の特徴につ

めます。 いて考察します。

○先住民，移民，自然環境，資 ○先住民，移民，自然環境，資源，

源，産業，社会，生活を指標に 産業，社会，生活を指標にしなが

しながらカナダとオーストラリ らカナダとオーストラリア両国の

ア両国の比較を行うことで，地 比較を行うことで，地域そのもの

域理解を深めます。 を多面的・多角的に考察していき

ます。

第３章 １ 地理的諸課 ○地理的諸課題の具体例につい ○地理的諸課題の具体例を踏ま

現代世界と日 題と調査方法 て示した上で，その一連の調査 え，その一連の調査方法について

本 方法について理解を深めます。 理解するとともに，調査すること

の意味について考えていきます。

２ 日本が抱え ○国家規模の地理的な諸課題を ○国家規模の地理的な諸課題を見

る地理的な諸 見いだすために日本の国土の特 いだすために日本の国土の特色を

課題と将来を 色をつかむ必要があることを理 つかみ，そこから課題を抽出しま

考える 解します。 す。

○地方規模での地理的な課題を ○地方規模での地理的な課題を見

見いだすために戦後の国土構造 いだすために戦後の国土構造の歴

の歴史的変遷についての理解を 史的変遷についての特色をつか

深めます。 み，そこから課題を抽出します。
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月 単元名 学習項目 学習内容 主な学習活動

○身近な地域を基本的生活空間 ○身近な地域を基本的生活空間と

として，あるいは，国際協力・ して，あるいは，国際協力・援助

援助を行う基本的な運動空間と を行う基本的な運動空間として位

して位置づけることで，そこで 置づけることで，そこでの課題を

の課題を設定する方法を習得し 見いだしていきます。

ます。

○ここまでの一連の調査で把握 ○ここまでの一連の調査で把握し

した日本の地理的諸課題を踏ま た日本の地理的諸課題を踏まえ，

え，その解決策，さらには将来 その解決策や将来の国土のあり方

の国土のあり方について多面的 についてさまざまな見解をもとに

・多角的に考えていきます。 自らのビジョンを提案していきま

す。



- 22 -

４ 評価の方法

(1) 評価の観点

評価は学習で身につける力を次の四つの観点から把握するようにします。

○地理的諸事象，ないしは現代世界の諸地域や諸課題に興味・関心を抱き，それ

らを自分自身の生活との関わりから積極的に位置づけ，結びつけることができる。

関心・意欲・態度 ○地理学習の意義を積極的に見いだし，そこで得た知識・技能・態度をより良い

社会生活へ向けて，ないしは現代世界の諸地域で起こっている諸課題の解決に生

かすことができる。

○地図化する過程を通じて地理的諸事象をさまざまな角度から分析・考察・解釈

し，そこから地理的概念や規則性（地理的見方・考え方）を見いだすことができ

る。

○現代世界の諸地域の特色について歴史的背景との関わりから地誌的に考察する

思考・判断・表現
ことができる。

○地理的概念や規則性をもとに，現代世界の諸地域で生じている諸課題の現状に

ついて把握することができる。

○現代的諸課題を，世界諸地域の特色を踏まえて，その背景・要因・解決策を多

方面から追究し，より良い社会のあり方を持続可能性という観点から提言するこ

とができる。

○地理学習に必要とされるさまざまな資料を収集し，それらを的確に取捨選択し，

調査・分析することができる。

資料活用の技能
○文献や統計の分析，野外における諸事象の観察から，地理情報を見いだし，そ

れを的確に地図化することができる。

○地図化したことを，論理的に分析・解釈することで，その成果をパワーポイン

トやレポートなどに的確にまとめることができる。

○地理的諸事象や現代世界の諸地域の特色，諸地域で起こっている諸課題につい

知識・理解
てさまざまな角度から理解を深めることができる。

○地域において社会生活を営むにあたって必要とされる基礎的知識や基本的概念

（空間・環境・地域），地理的見方・考え方を身につけている。

(2) 評価の時期と方法

ア 年５回の定期考査では，ペーパーテストによって出題範囲における習得の状況を評価します。

イ 課題追究学習の際のレポートを評価のための資料とします。課題の設定・追究学習を行う際には，

「SKILL」などを参考にしてください。

ウ 学習活動の様子や発表，討論などの様子を評価のための資料とします。

エ 自己評価，振り返りシートを参考とします。

(3) 評定について

評定は，上記の方法で得られた評価に関する情報を総合的に判断して行います。



  平成２８年度［地理・歴史科］ｼﾗﾊﾞｽ             沖縄県立那覇高等学校    

  科  目  名 単位数 学 年  必修・選択  対象学科 使用教科書 

日本史Ｂ ５ ３年（文系） 選択必修 普通科 詳説日本史Ｂ（山川出版社） 

 

１．科目の概要および目標 

（1）我が国と外国との交流や相互理解などに焦点を絞り、外国人の日本観、日本人の世界観な
 どを考察・追求する中で、世界史的視野に立った総合な日本の歴史についての認識を深める。  

（2）日本列島の諸地域における歴史と文化の差異等について、その地域の自然条件や政治的・
 経済的な諸条件と関連づけて考察・追求する中で、我が国の文化と伝統の特色について認識
 を深める。 
 
 ２．成績評価(概要) 

 歴史事項に関する理解を通じて、人間社会の全体像をつかむことを評価の基軸とする。評価
 の観点は、①関心・意欲・態度②思考・判断③資料活用の技能・表現④知識・理解の４つと
 する。そして、これからの観点からの評価をもとにしながら、受験に対応できる力がついた
 かどうかを総合的に評価していく。 

定期テスト ８割 マメテスト  １割 提出物・学習態度など １割 

 

 ３．使用教科書・補助教材（資料集など） 
  教科書 詳説 日本史Ｂ（山川出版社） 
  副教材 資料集新詳日本史（浜島書店） 
 

 ４．授業の目標および展開と形態 

  受験に対応できる実践力の獲得を目標にする。授業は、週５回、選択クラスで行う。 
 

  ５．学習方法 

  ・基本的には一斉授業の形態をとりながら、その過程で作業や発表を入れていく。  

   そして、教科書・資料集を活用し、プリントをまとめていくことで内容の理解を図る。 

  ・授業以外でも副教材の資料集は、各自で開いて利用し理解・興味を深めるようにする。  

  ・学習内容によっては、時事問題や国際問題など、世界の諸地域との関連も深く、他教科
 や既習事項と関連づけた学習を意識することも大切である。 

 
  ６．年間学習指導計画 

学
期 

 

月 

学習内容  

時間 

 

備考 部 章 単元 学習内容 

 

 

１ 

学

期 

４ 第Ⅰ部 １．２．３章 原始・古代 日本文化のあけぼの 

律令国家の形成 

貴族政治と国風文化 

６ 

６ 

６ 

 

 

 

５ 第Ⅱ部 ４．５章 中世 中世社会の成立 

武家社会の成長 

９ 

９ 

 

６ 

 

７ 

第Ⅳ部 ６．７章 

 

８章 

近代 幕藩体制の確立 

幕藩体制の展開 

幕藩体制の動揺 

１１ 

１１ 

１６ 

 

 

２

学

期 

９ 

 

１０ 

第Ⅳ部 ９．１０章 

 

１１．１２章 

近代・現代 

 

近代・現代 

近代国家の成立 

近代日本とアジア 

占領下の日本 

高度成長の時代 

１１ 

１１ 

１１ 

１１ 

 

１１ 第Ⅳ部 １３章 近代・現代 激動する世界と日本 ２２  

１２ センター対策 センター試験過去問 １６  

３

学

期 

１ 

２ 

センター対策 

二次対策 

センター試験過去問 

記述問題 

 

１４ 

５ 

 

  計  １７５  

 



  平成２８年度［地理・歴史科］ｼﾗﾊﾞｽ             沖縄県立那覇高等学校    

  科  目  名 単位数 学 年  必修・選択  対象学科 使用教科書 

日本史Ｂ ４ ３年（理系） 選択必修 普通科 詳説日本史Ｂ（山川出版社） 

 

１．科目の概要および目標 

（1）我が国と外国との交流や相互理解などに焦点を絞り、外国人の日本観、日本人の世界観な
 どを考察・追求する中で、世界史的視野に立った総合な日本の歴史についての認識を深める。  

（2）日本列島の諸地域における歴史と文化の差異等について、その地域の自然条件や政治的・
 経済的な諸条件と関連づけて考察・追求する中で、我が国の文化と伝統の特色について認識
 を深める。 
 
 ２．成績評価(概要) 

 歴史事項に関する理解を通じて、人間社会の全体像をつかむことを評価の基軸とする。評価
 の観点は、①関心・意欲・態度②思考・判断③資料活用の技能・表現④知識・理解の４つと
 する。そして、これからの観点からの評価をもとにしながら、受験に対応できる力がついた
 かどうかを総合的に評価していく。 

定期テスト ８割 マメテスト  １割 提出物・学習態度など １割 

 

 ３．使用教科書・補助教材（資料集など） 
  教科書 詳説 日本史Ｂ（山川出版社） 
  副教材 資料集新詳日本史（浜島書店） 
 

 ４．授業の目標および展開と形態 

  受験に対応できる実践力の獲得を目標にする。授業は、週４回、選択クラスで行う。 
 

  ５．学習方法 

  ・基本的には一斉授業の形態をとりながら、その過程で作業や発表を入れていく。  

   そして、教科書・資料集を活用し、プリントをまとめていくことで内容の理解を図る。 

  ・授業以外でも副教材の資料集は、各自で開いて利用し理解・興味を深めるようにする。  

  ・学習内容によっては、時事問題や国際問題など、世界の諸地域との関連も深く、他教科
 や既習事項と関連づけた学習を意識することも大切である。 

 
  ６．年間学習指導計画 

学
期 

 

月 

学習内容  

時間 

 

備考 部 章 単元 学習内容 

 

 

１ 

学

期 

４ 第Ⅰ部 １．２．３章 原始・古代 日本文化のあけぼの 

律令国家の形成 

貴族政治と国風文化 

４ 

５ 

５ 

 

 

 

５ 第Ⅱ部 ４．５章 中世 中世社会の成立 

武家社会の成長 

７ 

７ 

 

６ 

 

７ 

第Ⅳ部 ６．７章 

 

８章 

近代 幕藩体制の確立 

幕藩体制の展開 

幕藩体制の動揺 

９ 

９ 

１４ 

 

 

２

学

期 

９ 

 

１０ 

第Ⅳ部 ９．１０章 

 

１１．１２章 

近代・現代 

 

近代・現代 

近代国家の成立 

近代日本とアジア 

占領下の日本 

高度成長の時代 

９ 

９ 

９ 

 

１１ 第Ⅳ部 １３章 近代・現代 激動する世界と日本 １８  

１２ センター対策 センター試験過去問 １２  

３

学

期 

１ 

２ 

センター対策 

二次対策 

センター試験過去問 

記述問題 

 

１０ 

４ 

 

  計  １４０  

 



 

 

平成２８年度［地歴公民科］ｼﾗﾊﾞｽ 
沖縄県立那覇高等学校  

科  目  名 単位数 学 年 学期 必修・選択 対象学科 使用教科書 

応用世界史 ２ ３ 全 文系B選択 3年文系 

帝国書院 

新詳世界史B 

  

 1.科目の概要および目標  

1年で学習した「世界史B」の内容をさらに深めて学習し、文化の多様性と現代世界の特

質を広い視野から考察することにより、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生き

る日本人としての自覚と資質を養う。その上で、センター試験に対応可能な知識を深める。 

 

 2.成績評価 (概要 ) 

  定期テストおよび小テスト、課題（提出物）をもとに評価をつける。ただし、日常の

授業態度や興味・関心、教科書など用具の準備などを含めて評価し、総合的に判定する。  

 

 3.使用教科書・補助教材（問題集、研究ﾉｰﾄ等）  

・教科書（帝国書院  「新詳世界史Ｂ」）  

・副教材（資料集）（第一学習社「グローバルワイド  最新世界史図表  新版二訂」）

               

 4.授業の目標および展開と形態  

  週２回の授業を、文系選択Bで「応用世界史B」を選択したもので行う。世界の歴史

という、扱う内容が幅広く長い年月に及ぶので、授業だけでは十分な理解は困難であ

る。基本的な内容は各自で予習・復習することを前提に授業での理解を深める。  

 

 5.学習方法  

・使用する教科書、副教材の資料には、世界史の学習に役立つ様々な情報が載せられて

いる。どこにどのような情報がどのような順序で掲載されているのか、普段より各自

で目を通し、効率よく利用できるようにする。  

・次回の授業で扱われる予定のところは予習で目を通し、わかりにくい語句や地域・国

などの場所は各自で調べてから授業に臨むことが大切である。  

・教科書にしっかり目を通し、教師の説明と合わせながら理解を進める。副教材の資料

集はその都度各自で開いて利用し、理解・興味を深めるようにする。  

・センター試験問題に対応出来るように、知識だけではなく、選択問題に対応出来るよ

うに問題読解能力も高めるように、多くの問題を解答するようにする。   

   

 6.その他（履修上の注意）  

・成績として評価される定期考査や授業態度など、常に真剣な態度で臨むこと。  

・定期考査にやむを得ない理由で不受験となった場合、教科担任に自主的に相談するこ

と。日常の授業での欠席の場合も、各自その遅れを取り戻すよう努力すること。  

 



         平成２８年度  沖縄県立那覇高等学校 ［公民科・倫理］ シラバス 

 

 科目名 単位数 学年 学期 必修・選択 対象学科 

倫 理 ２ ２ 通年 必修 普通科 

 

１．科目の概要および目標 

  「倫理」の目標は、人間や社会に対して問いかけを始める時期の高校生に、青年期における自己形成の課題

と人間としての在り方生き方について理解と思索を深めさせるとともに、人格の形成に努める実践的意欲を高

め、生きる主体としての自己の確立を促し、良識ある公民として必要な能力と態度を育てる（高等学校学習指

導要領）ことにある。日本や世界の先哲の基本的な考え方を手がかりとして学習することにより、生徒自らが

思索を深め、自分の人生観、世界観を確立していくことができるよう求められている。 

 

２．成績評価 

（１）定期テスト、授業態度、提出物、出席状況等を総合的に判断し、成績評価を行う。 

（２）「倫理」は、基本的事項の理解・習得のみならず、授業で習得したことをいかに自分の生き方に絡めて 

   考えることができるかという学習目標が定められているため、自分自身の考え方を表現することが求め 

   られる提出課題も評価のポイントとする。 

 

３．使用教科書・補助教材 

（１）教科書・・・・・・・・・第一学習社 高等学校「倫理」 

（２）研究ﾉｰﾄ・・・・・・・・ 数研出版 新課程「４ステージ演習ノート 倫理」 

（３）資料集・・・・・・・・・浜島書店 「最新図説倫理」 

（４）自主教材・・・・・・・・ワークシート（プリント） 

 

４．授業の目標および展開 

（１）各単元ごとに具体的な探求課題がとりあげられているので、その課題に取り組ませることによって、主 

  体的に倫理的課題を追求する能力・態度を養うことを目標とする。 

   また、身近なテーマを題材としたディベートなど、アクティブラーニングを実践し、主体的に考える力 

  を養う。 

（２）２年全クラスを対象とした標準単位２単位の授業であり、「政治・経済」との同時履修である。 

 

５．学習方法 

（１）教科書とそれに準拠した「演習ノート」、自主教材プリントで基本事項を身につけさせる。 

（２）自主教材プリントにセンター過去問題を取り入れ、理解を深める手掛かりとなるよう活用する。 

（３）倫理で登場する人物の思想を自己の生き方と絡めて考えていけるよう、常に教師からの発問を心がけ、 

   身近な例を取り上げて思考を促す工夫をする。 

 

６．履修上の注意 

（１）積極的に考える学習態度、提出物の期限を守る姿勢など、実は日々「倫理」と関連している事を気付か 

   せていきたい。 

（２） 倫理の本来の目的は自己の生き方について考えることにある。授業としての倫理はこの一年間で終わ 

   るが、自己の生き方については一生涯問い続けなければならない事に気付かせていきたい。 

（３）そのため、ニュース等から社会の動きにも常に関心を持たせていきたい。 



 

平成２８年度［公民科］ｼﾗﾊﾞｽ 
                             沖縄県立那覇高等学校 

                               

科  目  名 単位数 学 年  学期 必修・選択 対象学科   使用教科書 

政治・経済 ２ ２ 全 必修 普通科 
実教出版 

高等学校政治経済 

                

 1.科目の概要および目標 

 

 国際化、情報化、高度技術化、少子高齢化、などが進む現代社会は、きわめて変化の激

しい社会である。このような現代社会を広い視野に立ち理解することを目標にしている。

国内の政治、経済、国民生活に関することだけでなく、世界の情勢を概観し、国際社会に

ついて理解することが求められている。 

 

 2.成績評価(概要) 

  

   定期ﾃｽﾄおよび小ﾃｽﾄ等、授業・提出物等をもとに評価をつける。 

 

 3.使用教科書・補助教材（問題集、研究ﾉｰﾄ等） 

 

 ・教科書・・・・・・・・・ 実教出版 高校政治・経済 

  ・副教材・研究ﾉｰﾄ・・・・・ 実教出版 教科書完全準拠高校政治・経済演習ノート 

 ・資料集・・・・・・・・・ 浜島書店 最新図説 政経 

 ・自主教材・・・・・・・・  山川出版社 政治・経済用語集 

  

 4.授業の目標および展開と形態 

 

  ・各単元、項目ごとに教科書のページにそって進めていく。板書、説明、質問、 

  小テスト、作業、グループ学習、センター過去問の学習等取り入れて展開する。 

 

 5.学習方法 

 

  ・教科書をしっかり読む。ノートをまとめる。教科書や資料集に記載されているグラ     

 フや統計を読み、理解を深める。政治経済の基本的用語を正しく理解するとともに、 

 そこで得た知識を、日頃の新聞やニュースなどを見て理解する。 

 

 6.その他（履修上の注意） 

 ・早朝講座は授業を進めるので、しっかり受ける。 

 ・政治・経済は、難しいというイメージがあるが私たちの生活と密な関係にあるので 

  興味を持って授業を受けて欲しい。  

 



 

        ［公民科］  政治・経済  年間授業計画(進度表) 
                                    

月 授業・試験・課題の別   授業・課題の内容(概略)・試験範囲など 配当時間 

4 

 

5 

 

 

第１編 現代の政治 

第1章 民主政治の基本的性格 

(５) 

 

 中間考査 

第2章 日本国憲法の基本的性格  

(６) 

6 

 

7 

 

8 

 第3章 日本の政治機構 

 立法、行政、司法、地方自治 

 

(７) 

期末考査 第4章 現代日本の政治 

 戦後政治の歩み、選挙制度と政党、 政治参加と

 世論 

 

 

(５) 

9 

 

10 

実力ﾃｽﾄ 第5章 現代の国際政治と日本 

  国際政治の特質と 国際法 

 

(７) 

 

  

中間考査 

 国際連合と国際協力、現代国際政治の動向、核兵

 器と軍縮、人種・民族問題、 国際政治と日本 

（６） 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

期末考査 

第2編 現代の経済 

第１章 経済社会の変容 

 資本主義経済の発展、グローバル化と現代資本 

 主義経済 

第2章経済のしくみ 

  市場機構、現代の企業、国民所得と経済成長 

  金融のしくみ、財政のしくみ 

(９) 

 

 

 

(６) 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 第3章 現代経済と福祉の向上 

 日本経済のあゆみ、日本の中小企業と農業、国民

 の暮らし、環境保全と公害の防止、労使関係と労

 働条件の改善、社会保障の役割 

 

(１０) 

学年末考査 第４章 世界経済と日本 

  商品・資本の流れと国際収支、国際経済体制の変

 化、金融のグローバル化と世界金融危機、経済協

 力と人間開発の課題 

 

（９） 

    計(７０) 

 



平成 28 年度 沖縄県立那覇高等学校 ［公民科・応用倫理］ ｼﾗﾊﾞｽ 
 

科 目 名 単位数 学 年 学期 必修・選択 対象学科 

応用倫理 ２ ３ 全 選択 文系 

 

 

１．科目の概要および目標 

 （１）３年文系選択群の中の学校設定科目である。 

 （２）倫理の基本的事項を確認しながら、大学入試センター試験対策を中心とした発展的演習問題 

    を行う。 

 

 ２．成績評価 

 （１）学期ごとの定期テスト、出席状況、授業態度、提出課題を総合的に判断し、成績評価とする。 

 

 ３．使用教科書・補助教材 

 （１）教科書・・・・・・・・・２年次に学習した教科書（「第一学習社 高等学校 倫理」）を基 

                本とする。 

 （２）副教材・研究ﾉｰﾄ・・・・ 複数の資料集を読み比べる 

 （３）問題集・・・・・・・・・大学入試実践問題 

 （４）自主教材・・・・・・・・自主作成プリント 

  

 ４．授業の目標 

 （１）２年次に一通り倫理の基礎的学習は終えているので、前半では学習内容を復習し、基本事項を 

   確認した上で、後半では大学受験に対応する演習問題に取り組む。 

 （２）倫理は、教科書・資料集ごとに扱われている学習内容に差があるため、複数の教科書や資料集 

   を提示することにより、幅広い知識・学力の養成をはかる。 

 

 ５．学習方法 

（１）一学期前半で２年次に学習した内容の復習を行い、後半からは実際の大学入試センター試験問題 

  を取り入れた演習を繰り返し、出題傾向と対策を行う。 

 

 ６．履修上の注意 

（１）当該科目は、大学入試センター試験等で倫理を受験することを決めている生徒が受講することが 

  望ましく、授業の最後まで演習問題を取り入れた入試対策を学習目標とすることを、授業の最初に 

  受講生に充分説明しておく。 



 県立那覇高等学校  平成 28 年度［公民科］応用政治経済ｼﾗﾊﾞｽ 
 

 科 目 名 単位数 学 年  学期 必修・選択  対 象 学 科    備     考  

応用政治・経済   ２   ３   全 文系Ａ選択      ３  

 

1.科目の概要および目標  

 日本・世界と広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解を深めさせ、現代における

政治経済、国際関係などについて理解を深めさせるとともに、新聞・ニュースに触れ、諸課

題について主体的に考察させ、公正な判断力、良識ある人間を育てる能力と態度を育てる。 

 

2.成績評価 (概要 ) 

  教科は授業やペーパーテストを実施していく。成績はペーパーテストを基本とし、その他

レポートなども評価する。また、授業に関しては日頃の授業の発言や態度・意欲・教科書有

無・提出期限の厳守・出席状況も点数に加味し総合的に評価する。  

 

 3.使用教科書・補助教材（問題集、研究ﾉｰﾄ等）  

 ・教科書・・・・・・・・・  高等学校  政治・経済  （実教出版）  

  ・副教材・研究ﾉｰﾄ・・・・・  政治・経済サブノート（実教出版）  

 ・副教材・資料集・・・・・・最新図説  政経  （浜島書店）  

 ・自主教材・・・・・・・・   プリント作成（センター過去問題、予想問題等）  

  

4.授業の目標および展開と形態  

  ○最終的には、受験に対応できる実践力の獲得を目標にする。  

  ○基本事項を確認した上で、大学受験に対応する演習問題に取り組む。  

  ○文系クラスではすでに 2 年次で政治・経済の履修をしているので。３年では資料集や  

  新聞やニュース等の情報を活用し、幅広い学力の養成を図る。  

 

5.学習方法  

   ・教科書をしっかり読む。ノートをまとめる。教科書や資料集に記載されているグラフ     

   や統計を読み、理解を深める。政治経済の基本的用語を正確に理解するようにする。 

    日頃から、ニュースや新聞報道に関心をもつ。  

 

6.その他（履修上の注意）  

 

 

 

 

       

 



 検印 校長 教頭 教頭 

   

   ［  公民  科］   応用政治・経済    年間授業計画                  

                                        氏名［  前上里  亘  、新垣  健一  ］  

月 

   

 編 

     

  章 

     

  単  元 

   

 内容・ねらい 

 評価の観点 

（関心意欲態度・見方考え 方・表現処理 

 ・知識理解) 

配

時 

進捗

状況 

評価 

反省 

 4 

 

 

 5 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

民主政治の 

基本原理と 

日本国憲法 

・政治と法の機能～ 

・法の支配 

・基本的人権自由権 

・国会、内閣のしくみ 

・民主政治の基本原理 

・基本的人権、国会、内閣が憲法 

にどのように規定されてるか 

・政治、法といった基本 

的な用語の定義や理解は 

できたか。 

（中間テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

 6 

 

 

 

 7 

 8 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

 

第２章 

現代の国際 

政治と日本 

・裁判所の機能と人 

 権保障 

・世論と現代政治の 

 課題 

・国際政治の動向 

・日本の司法制度 

・世論が政治に及ぼす影響 

・国際社会の動きと日本の役割 

・裁判員制度や世論 

の内閣支持率など用 

いて理解を深める 

（期末テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

9 

 

 

10 

第１編 

第２編 

現代の 

経済 

第２章 

第１章 

経済社会の 

変容と経済 

のしくみ 

・安全保障と日本 

・経済社会のしくみ 

・資本主義と社会主 

 義の変容 

・経済成長と景気変動 

・日本の防衛 

・経済のしくみ 

・経済主体 

・市場経済の機能と限界 

（実力テスト） 

・ニュースや新聞記 

事を活用し理解を深 

める 

（中間テスト） 

８ 

 

８ 

  

11 

 

 

 

12 

第２編 

現代の 

経済 

第１章 

 

 

第２章 

国民経済と 

国際経済 

・財政のしくみとは 

 たらき 

・日本経済の特質と 

 福祉の向上 

・国際経済のしくみ 

・為替相場 

・日本の財政状況と行財   政改 

革 

・社会保障の内容と課題 

・円高、円安が国内経済 

に及ぼす影響 

・少子高齢社会にお 

ける財政、社会保障 

の課題の理解 

（期末テスト） 

８ 

 

 

 

６ 

  

1 第３編 

現代社 

会の諸 

課題 

第１章 

第２章 

 総合問題と復習 ・総合問題を通し全 

 般的に理解を深める 

（テスト） ６   

2    総合問題と復習   ２   

 

 

 



 県立那覇高等学校  平成 28 年度［公民科］応用政治経済ｼﾗﾊﾞｽ 
 

 科 目 名 単位数 学 年  学期 必修・選択  対 象 学 科    備     考  

応用政治・経済   ２   ３   全 文系 B 選択      ３  

 

1.科目の概要および目標  

 日本・世界と広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解を深めさせ、現代における

政治経済、国際関係などについて理解を深めさせるとともに、新聞・ニュースに触れ、諸課

題について主体的に考察させ、公正な判断力、良識ある人間を育てる能力と態度を育てる。 

 

2.成績評価 (概要 ) 

  教科は授業やペーパーテストを実施していく。成績はペーパーテストを基本とし、その他

レポートなども評価する。また、授業に関しては日頃の授業の発言や態度・意欲・教科書有

無・提出期限の厳守・出席状況も点数に加味し総合的に評価する。  

 

 3.使用教科書・補助教材（問題集、研究ﾉｰﾄ等）  

 ・教科書・・・・・・・・・  高等学校  政治・経済  （実教出版）  

  ・副教材・研究ﾉｰﾄ・・・・・  政治・経済サブノート（実教出版）  

 ・副教材・資料集・・・・・・最新図説  政経  （浜島書店）  

 ・自主教材・・・・・・・・   プリント作成（センター過去問題、予想問題等）  

  

4.授業の目標および展開と形態  

  ○最終的には、受験に対応できる実践力の獲得を目標にする。  

  ○基本事項を確認した上で、大学受験に対応する演習問題に取り組む。  

  ○文系クラスではすでに 2 年次で政治・経済の履修をしているので。３年では資料集や  

  新聞やニュース等の情報を活用し、幅広い学力の養成を図る。  

 

5.学習方法  

   ・教科書をしっかり読む。ノートをまとめる。教科書や資料集に記載されているグラフ     

   や統計を読み、理解を深める。政治経済の基本的用語を正確に理解するようにする。 

    日頃から、ニュースや新聞報道に関心をもつ。  

 

6.その他（履修上の注意）  

 

 

 

 

       

 



 検印 校長 教頭 教頭 

   

   ［  公民  科］   応用政治・経済    年間授業計画                  

                                        氏名［  前上里  亘  、新垣  健一  ］  

月 

   

 編 

     

  章 

     

  単  元 

   

 内容・ねらい 

 評価の観点 

（関心意欲態度・見方考え 方・表現処理 

 ・知識理解) 

配

時 

進捗

状況 

評価 

反省 

 4 

 

 

 5 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

民主政治の 

基本原理と 

日本国憲法 

・政治と法の機能～ 

・法の支配 

・基本的人権自由権 

・国会、内閣のしくみ 

・民主政治の基本原理 

・基本的人権、国会、内閣が憲法 

にどのように規定されてるか 

・政治、法といった基本 

的な用語の定義や理解は 

できたか。 

（中間テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

 6 

 

 

 

 7 

 8 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

 

第２章 

現代の国際 

政治と日本 

・裁判所の機能と人 

 権保障 

・世論と現代政治の 

 課題 

・国際政治の動向 

・日本の司法制度 

・世論が政治に及ぼす影響 

・国際社会の動きと日本の役割 

・裁判員制度や世論 

の内閣支持率など用 

いて理解を深める 

（期末テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

9 

 

 

10 

第１編 

第２編 

現代の 

経済 

第２章 

第１章 

経済社会の 

変容と経済 

のしくみ 

・安全保障と日本 

・経済社会のしくみ 

・資本主義と社会主 

 義の変容 

・経済成長と景気変動 

・日本の防衛 

・経済のしくみ 

・経済主体 

・市場経済の機能と限界 

（実力テスト） 

・ニュースや新聞記 

事を活用し理解を深 

める 

（中間テスト） 

８ 

 

８ 

  

11 

 

 

 

12 

第２編 

現代の 

経済 

第１章 

 

 

第２章 

国民経済と 

国際経済 

・財政のしくみとは 

 たらき 

・日本経済の特質と 

 福祉の向上 

・国際経済のしくみ 

・為替相場 

・日本の財政状況と行財   政改 

革 

・社会保障の内容と課題 

・円高、円安が国内経済 

に及ぼす影響 

・少子高齢社会にお 

ける財政、社会保障 

の課題の理解 

（期末テスト） 

８ 

 

 

 

６ 

  

1 第３編 

現代社 

会の諸 

課題 

第１章 

第２章 

 総合問題と復習 ・総合問題を通し全 

 般的に理解を深める 

（テスト） ６   

2    総合問題と復習   ２   

 

 

 



 県立那覇高等学校  平成 28 年度［公民科］応用政治経済ｼﾗﾊﾞｽ 
 

 科 目 名 単位数 学 年  学期 必修・選択  対 象 学 科    備     考  

応用政治・経済   ２   ３   全  理 系      ３  

 

1.科目の概要および目標  

 日本・世界と広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解を深めさせ、現代における

政治経済、国際関係などについて理解を深めさせるとともに、新聞・ニュースに触れ、諸課

題について主体的に考察させ、公正な判断力、良識ある人間を育てる能力と態度を育てる。 

 

2.成績評価 (概要 ) 

  教科は授業やペーパーテストを実施していく。成績はペーパーテストを基本とし、その他

レポートなども評価する。また、授業に関しては日頃の授業の発言や態度・意欲・教科書有

無・提出期限の厳守・出席状況も点数に加味し総合的に評価する。  

 

 3.使用教科書・補助教材（問題集、研究ﾉｰﾄ等）  

 ・教科書・・・・・・・・・  高等学校  政治・経済  （実教出版）  

  ・副教材・研究ﾉｰﾄ・・・・・  政治・経済サブノート（実教出版）  

 ・副教材・資料集・・・・・・最新図説  政経  （浜島書店）  

 ・自主教材・・・・・・・・   プリント作成（センター過去問題、予想問題等）  

  

4.授業の目標および展開と形態  

  ○最終的には、受験に対応できる実践力の獲得を目標にする。  

  ○基本事項を確認した上で、大学受験に対応する演習問題に取り組む。  

  ○文系クラスではすでに 2 年次で政治・経済の履修をしているので。３年では資料集や  

  新聞やニュース等の情報を活用し、幅広い学力の養成を図る。  

 

5.学習方法  

   ・教科書をしっかり読む。ノートをまとめる。教科書や資料集に記載されているグラフ     

   や統計を読み、理解を深める。政治経済の基本的用語を正確に理解するようにする。 

    日頃から、ニュースや新聞報道に関心をもつ。  

 

6.その他（履修上の注意）  

 

 

 

 

       

 



 検印 校長 教頭 教頭 

   

   ［  公民  科］   応用政治・経済    年間授業計画                  

                                                 氏名［  喜屋武  明子  ］  

月 

   

 編 

     

  章 

     

  単  元 

   

 内容・ねらい 

 評価の観点 

（関心意欲態度・見方考え 方・表現処理 

 ・知識理解) 

配

時 

進捗

状況 

評価 

反省 

 4 

 

 

 5 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

民主政治の 

基本原理と 

日本国憲法 

・政治と法の機能～ 

・法の支配 

・基本的人権自由権 

・国会、内閣のしくみ 

・民主政治の基本原理 

・基本的人権、国会、内閣が憲法 

にどのように規定されてるか 

・政治、法といった基本 

的な用語の定義や理解は 

できたか。 

（中間テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

 6 

 

 

 

 7 

 8 

第１編 

現代の 

政治 

第１章 

 

第２章 

現代の国際 

政治と日本 

・裁判所の機能と人 

 権保障 

・世論と現代政治の 

 課題 

・国際政治の動向 

・日本の司法制度 

・世論が政治に及ぼす影響 

・国際社会の動きと日本の役割 

・裁判員制度や世論 

の内閣支持率など用 

いて理解を深める 

（期末テスト） 

８ 

 

 

８ 

  

9 

 

 

10 

第１編 

第２編 

現代の 

経済 

第２章 

第１章 

経済社会の 

変容と経済 

のしくみ 

・安全保障と日本 

・経済社会のしくみ 

・資本主義と社会主 

 義の変容 

・経済成長と景気変動 

・日本の防衛 

・経済のしくみ 

・経済主体 

・市場経済の機能と限界 

（実力テスト） 

・ニュースや新聞記 

事を活用し理解を深 

める 

（中間テスト） 

８ 

 

８ 

  

11 

 

 

 

12 

第２編 

現代の 

経済 

第１章 

 

 

第２章 

国民経済と 

国際経済 

・財政のしくみとは 

 たらき 

・日本経済の特質と 

 福祉の向上 

・国際経済のしくみ 

・為替相場 

・日本の財政状況と行財   政改 

革 

・社会保障の内容と課題 

・円高、円安が国内経済 

に及ぼす影響 

・少子高齢社会にお 

ける財政、社会保障 

の課題の理解 

（期末テスト） 

８ 

 

 

 

６ 

  

1 第３編 

現代社 

会の諸 

課題 

第１章 

第２章 

 総合問題と復習 ・総合問題を通し全 

 般的に理解を深める 

（テスト） ６   

2    総合問題と復習   ２   
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