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複式学級におけるＡ・Ｂ年度の社会科
年間指導計画作成の手順と配慮事項

（１）年間指導計画作成の手順

①学習指導要領や教科書の内容を把握し，社会科
学習の全体構成を明らかにする。
②地域や児童の実態を把握し，４ヵ年の指導内容
を見直す。
③各学年の目標を把握し，内容の精選を図り，計
画化する。
④地域素材を発掘し，教材として活用できるものを
位置づける。
⑤単元の配当，時間配分をする。特に，Ａ・Ｂ年度
の難易度，上・下学年の単元配当，単元の系統
性などに配慮し，Ａ・Ｂ年度単元配当表を作成す
る。

（２）年間指導計画作成にあたっての配慮事項

　Ａ・Ｂ年度の社会科年間指導計画作成にあたっ
ては，学習指導要領解説総則編の「複式学級の場
合の教育課程編成の特例（第１章第２の３の（１）
のオ）」に基づき，基本的に次ぎのような対応や
取り扱いに留意したい。
①�学年別の順序によらないことができる場合
　複式学級において，「特に必要がある場合」で，
「各教科及び道徳科の目標の達成に支障のない範
囲内」に限られていることに留意する。
②�低学年から中学年，中学年から高学年へのつな
がりへの対応
　低学年の生活科から中学年社会科へ，中学年社
会科から高学年社会科へのつながりが順調にいく
ように，地域や児童の実態や教材の系統性を十分
に考え，単元の配置に留意する。
③�身近な地域から県・全国・世界へといった学習
対象の広がりへの対応
　社会科学習の対象とする地域の広がりなど，社
会科としての系統性，発展性がスムーズにいくよ
う配慮する。
④�中学年での地域の特色の取り扱い
　学校や地域の実態や児童の社会生活の経験を見
極め，観察・見学が可能で人とのかかわりが期待

できる教材として活用しやすい事象（地域教材）
を取り上げる。しかし，地域の実情から，具体的
に観察・見学が不可能な教材は，視聴覚教材など
の資料で補うようにする。
⑤�６年の歴史的学習の配置や取り扱い
　６年の社会科学習のおよそ三分の二の時数を占
めている歴史的内容の学習は，Ａ・Ｂ年度に分割
して学習することは難しいと考えられる。した
がって，どちらかの年度にしている場合が多い。
⑥�学級の児童の実態や学年差への配慮
　Ａ・Ｂ年度の二本案の年間指導計画においては，
学年差に応じた指導が大きな課題となる。学年差
への配慮がなされなければ，児童の認識能力や学
習経験，生活経験の差のある下学年の児童に対す
る学習内容の系統性や順次性は無視されてしまう
ことになる。児童の社会認識の発達や道筋を配慮
した指導計画の作成に留意する必要がある。
⑦�標準時数への対応
　複式学級では，２学年学級を編成する特質から，
各学年の標準時数を上回ったり下回ったりして教
育課程を編成する場合が生じてくることが考えら
れる。この場合，２ヵ年を通して２学年分の標準
時数を確保することが重要である。
⑧�２学期制について
　２学期制の場合，前期中に夏季休業期間（夏休
み）が入ることから，単元の途中で学習が中断し
ないよう配慮する必要があるが，現実的には 3学
期制と同様である。
　３学期制では，１学期 12，２学期 13 週，３学
期 10 週，２学期制では，10 月末を前期とするな
らば，前期 19 週，後期 16 週なるが，各校の指導
計画により異なってくる。
　こうした配慮事項を各校においては十分に考慮
し，年間指導計画を作成することが重要である。
　４つの基本類型・「内容別配列」「単元単純２分
割」「単元一部分割」「学年別固定」を，実際に活
用される『小学社会』にそって，年間指導計画の
作成をおこなったものを次に提示する。
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○３・４学年　Ⅰ案・内容別配列　（週 2.3 時間）

○３・４学年　Ⅱ案・単元分割（AB年度同時数）（週 2.3 時間）

・�各年度，両学年に３・４年内容を取り入れている。学期による時数のアンバランスと単元によっては学期をま
たぐこと，転出入の場合など問題が多い。

・�各学年ともに内容の順序性や発展性に問題はないが，単元数が多くなる。また，学期による時数のアンバラン
スが生じる。転出入に関しては，もっとも対応しやすい。
＊波線は，内容がA・B年度で分割されている。

Ａ年度　　　　　（74 時間）

１
学
期

１　わたしたちの住んでいるところ
� ③内容（１）アイ
　１　わたしたちの住んでいる市のようす�（1+16）
３　安全なくらしを守る� ③内容（３）アイ
　１　安全なくらしを守る人々の仕事� （1+15）

２
学
期

４　市のようすとくらしのうつりかわり
� ③内容（４）アイ
　１　うつりかわる市とくらし� （1+15）
４　くらしのなかに伝わる願い� ④内容（４）アイ
　１　わたしたちのまちに残る古い建物� （1+5）
　２　わたしたちのまちに伝わる祭り� （6）

３
学
期

５　地いきの発てんにつくした人々
� ④内容（４）アイ
　１　原野に水を引く� （1+12）

Ｂ年度　　　　　（86 時間）

１
学
期

２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと
� ③内容（２）アイ
　１　工場ではたらく人びとの仕事� （2+7）
　２　店ではたらく人びとの仕事� （12）
２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ

２
学
期

　１　ごみのしょりと活用� （1+13）
　２　命とくらしをささえる水� （11）
１　わたしたちの県� ④内容（１）アイ
　１　わたしたちの県のようす� （1+7）
３　自然災害から人々を守る活動� ④内容（３）アイ

３
学
期

　１　自然災害から人々を守る� （1+13）
６　わたしたちの住んでいる県� ④内容（５）アイ
　１　伝統的な工業のさかんな地いき� （1+6）
　２　土地の特色を生かした地いき� （5）
　３　世界とつながる地いき� （6）

Ａ年度　　　　　（83 時間）

１
学
期

１　わたしたちの住んでいるところ�③内容（１）アイ
　１　わたしたちの住んでいる市のようす�（1+16）
２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと
� ③内容（２）アイ
　１　工場ではたらく人びとの仕事� （１+7）
３　安全なくらしを守る� ③内容（３）アイ

２
学
期

　１　安全なくらしを守る人々の仕事� （1+15）
２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ
　１　ごみのしょりと活用� （1+13）
４　市のようすとくらしのうつりかわり
� ③内容（４）アイ

３
学
期

　１　うつりかわる市とくらし� （1+15）
４　くらしのなかに伝わる願い� ④内容（４）アイ
　１　わたしたちのまちに残る古い建物� （1+5）
　２　わたしたちのまちに伝わる祭り� （6）

Ｂ年度　　　　　（77 時間）

１
学
期

２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと
� ③内容（２）アイ
　２　店ではたらく人びとの仕事� （1+12）
１　わたしたちの県� ④内容（１）アイ
　１　わたしたちの県のようす� （1+7）
２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ

２
学
期

　２　命とくらしをささえる水� （11）
３　自然災害から人々を守る活動� ④内容（３）アイ
　１　自然災害から人々を守る� （1+13）
５　地いきの発てんにつくした人々�④内容（４）アイ

３
学
期

　１　原野に水を引く� （1+12）
６　わたしたちの住んでいる県� ④内容（５）アイ
　１　伝統的な工業のさかんな地いき� （1+6）
　２　土地の特色を生かした地いき� （5）
　３　世界とつながる地いき� （6）
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○３・４学年　Ⅲ案・単元分割（AB年度異時数）（週 2.3 時間）

○３・４学年　Ⅳ案・学年別固定（AB年度異時数）（週 2.3 時間）

・�各学年のはじめに，体験的な学習が十分できる。分割する大単元についは，地域により３年４年で入替が可能。
３年「健康なくらし」を４年に戻し，「市のようす」の後に４年「伝わる願い」の入替も可能。

・�各学年の内容の系統性や学期による時数のバランスに問題はないが，隔年で上学年の内容を先に学習すること
になり，下学年の時に上学年の学習をする際の負担が大きい。

Ａ年度　　　　　（71 時間）

１
学
期

１　わたしたちの住んでいるところ�③内容（１）アイ
　１　わたしたちの住んでいる市のようす� （1+16）

２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと
� ③内容（２）アイ
１　工場ではたらく人びとの仕事� （1+7）

２
学
期

３　安全なくらしを守る� ③内容（３）アイ
　１　安全なくらしを守る人々の仕事� （1+15）

２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ
　１　ごみのしょりと活用� （1+13）

３
学
期

４　市のようすとくらしのうつりかわり
� ③内容（４）アイ
　１　うつりかわる市とくらし� （1+15）

Ｂ年度　　　　　（89 時間）

１
学
期

２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと
� ③内容（２）アイ
　２　店ではたらく人びとの仕事� （1+12）
１　わたしたちの県� ④内容（１）アイ
　１　わたしたちの県のようす� （1+7）
２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ

２
学
期

　２　命とくらしをささえる水� （11）
３　自然災害から人々を守る活動� ④内容（３）アイ
　１　自然災害から人々を守る� （1+13）
４　くらしのなかに伝わる願い� ④内容（４）アイ
　１　わたしたちのまちに残る古い建物� （1+5）

３
学
期

　２　わたしたちのまちに伝わる祭り� （6）
５　地いきの発てんにつくした人々�④内容（４）アイ
　１　原野に水を引く� （1+12）
６　わたしたちの住んでいる県� ④内容（５）アイ
　１　伝統的な工業のさかんな地いき� （1+6）
　２　土地の特色を生かした地いき� （5）
　３　世界とつながる地いき� （6）

Ａ年度　　　　　（70 時間）

１
学
期

１　わたしたちの住んでいるところ
� ③内容（１）アイ
　１　わたしたちの住んでいる市のようす� （1+16）

２　わたしたちのくらしとまちではたらく人びと

２
学
期

� ③内容（２）アイ
　１　工場ではたらく人びとの仕事� （2+7）
　２　店ではたらく人びとの仕事� （12）
　
３　安全なくらしを守る� ③内容（３）アイ

３
学
期

　１　安全なくらしを守る人々の仕事� （1+15）

４　市のようすとくらしのうつりかわり
� ③内容（４）アイ
　１　うつりかわる市とくらし� （1+15）

Ｂ年度　　　　　（90 時間）

１
学
期

１　わたしたちの県� ④内容（１）アイ
　１　わたしたちの県のようす� （1+7）
２　健康なくらしを守る仕事� ④内容（２）アイ
　１　ごみのしょりと活用� （1+13）

２
学
期

　２　命とくらしをささえる水� （11）
　３　自然災害から人々を守る活動� ④内容（３）アイ
　１　自然災害から人々を守る� （1+13）
４　くらしのなかに伝わる願い� ④内容（４）アイ
　１　わたしたちのまちに残る古い建物� （1+5）
　２　わたしたちのまちに伝わる祭り� （6）
５　地いきの発てんにつくした人々�④内容（４）アイ
　１　原野に水を引く� （1+12）

３
学
期

６　わたしたちの住んでいる県� ④内容（５）アイ
　１　伝統的な工業のさかんな地いき� （1+6）
　２　土地の特色を生かした地いき� （5）
　３　世界とつながる地いき� （6）
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○５・６学年　　Ⅰ案・内容別配列（週 3時間）

・�各単元の分割はなく，単元をＡ・Ｂ両年度に配分した案であるが，年度後半の単元を入れ替えたもの
となっている。学期ごとの配当時数に問題が生じ，時間割編成の工夫が必要となる。

Ｂ年度　　　　　（110 時間）

２　日本のあゆみ� ⑥（２）ア・イ

　１　大昔のくらしとくにの統一� （1+8）

　２　天皇を中心とした政治� （8）

　３　貴族が生み出した新しい文化� （4）

　４　武士による政治のはじまり� （5）

　５　今に伝わる室町の文化と人々のくらし�（5）

　６　戦国の世の統一� （5）

　７　武士による政治の安定� （5）

　８　江戸の社会と文化・学問� （6）

　９　明治の新しい国づくり� （6）

　10　国力の充実をめざす日本と国際社会� （9）

　11　アジア・太平洋に広がる戦争� （7）

　12　新しい日本へのあゆみ� （8）

４　情報社会に生きるわたしたち

� ⑤（４）ア・イ

　１　情報をつくり，伝える� （1+7）

　２　情報を生かして発展する産業� （7）

５　国土の環境を守る� ⑤（５）ア・イ

　１　環境とわたしたちのくらし� （1+5）

　２　森林とわたしたちのくらし� （6）

　３　自然災害から人々を守る� （6）

Ａ年度　　　　　（95 時間）

１　日本の国土と人々のくらし

� ⑤（１）ア・イ

　１　世界から見た日本� （1+5）

　２　日本の地形や気候� （5）

　３　さまざまな土地のくらし� （10）

　〔1〕あたたかい沖縄県に住む人々のくらし

　〔2〕低地に住む岐阜県海津市の人々のくらし

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　１　食生活を支える食料の産地� （1+3）

　２　米作りのさかんな地域� （7）

　３　水産業のさかんな地域� （7）

　４　これからの食生産� （8）

３　工業生産とわたしたちのくらし

� ⑤（３）ア・イ

　１　くらしや産業を支える工業生産� （1+3）

　２　自動車工業のさかんな地域� （8）

　３　日本の貿易とこれからの工業生産� （8）

１　わが国の政治はたらき

� ⑥（１）ア・イ

　１　憲法と政治のしくみ� （1+9）

　２　わたしたちの願いと政治のはたらき� （5）

３　世界のなかの日本とわたしたち

� ⑥（３）ア・イ

　１　つながりの深い国々のくらし� （1+6）

　２　国際連合と日本の役割� （6）
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○５・６年　Ⅱ案・単元単純２分割　（週３時間）

Ａ年度　　　　　（102 時間）

１　日本の国土と人々のくらし� ⑤（１）ア・イ

　１　世界から見た日本� （1+5）

　２　日本の地形や気候� （5）

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　１　食生活を支える食料の産地� （1+3）

　２　米作りのさかんな地域� （7）

３　工業生産とわたしたちのくらし

� ⑤（３）ア・イ

　１　くらしや産業を支える工業生産� （1+3）

　２　自動車工業のさかんな地域� （8）

４　情報社会に生きるわたしたち� ⑤（４）ア・イ

　１　情報をつくり，伝える� （1+7）

５　国土の環境を守る� ⑤（５）ア・イ

　１　環境とわたしたちのくらし� （1+5）

　２　森林とわたしたちのくらし� （6）

１　わが国の政治はたらき� ⑥（１）ア・イ

　１　憲法と政治のしくみ� （1+9）

２　日本のあゆみ� ⑥（２）ア・イ

　１　大昔のくらしとくにの統一� （1+8）

　２　天皇を中心とした政治� （8）

　３　貴族が生み出した新しい文化� （4）

　４　武士による政治のはじまり� （5）

　５　今に伝わる室町の文化と人々のくらし�（5）

３　世界のなかの日本とわたしたち

� ⑥（３）ア・イ

　１　つながりの深い国々のくらし� （1+6）

Ｂ年度　　　　　（108 時間）

１　日本の国土と人々のくらし� ⑤（１）ア・イ

　３　さまざまな土地のくらし� （10）

　〔1〕あたたかい沖縄県に住む人々のくらし

　〔2〕低地に住む岐阜県海津市の人々のくらし

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　３　水産業のさかんな地域� （7）

　４　これからの食料生産� （8）

３　工業生産とわたしたちのくらし

� ⑤（３）ア・イ

　３　日本の貿易とこれからの工業生産� （8）

４　情報社会に生きるわたしたち� ⑤（４）ア・イ

　２　情報を生かして発展する産業� （7）

５　国土の環境を守る� ⑤（５）ア・イ

　３　自然災害から人々を守る� （6）

１　わが国の政治はたらき� ⑥（１）ア・イ

　２　わたしたちの願いと政治のはたらき� （5）

２　日本のあゆみ� ⑥（２）ア・イ

　６　戦国の世の統一� （5）

　７　武士による政治の安定� （5）

　８　江戸の社会と文化・学問� （6）

　９　明治の新しい国づくり� （6）

　10　国力の充実をめざす日本と国際社会� （9）

　11　アジア・太平洋に広がる戦争� （7）

　12　新しい日本へのあゆみ� （8）

３　世界のなかの日本とわたしたち

� ⑥（３）ア・イ

　２　国際連合と日本の役割� （6）

・�各単元を単純に２分割し，Ａ・Ｂ両年度に配当した計画であるが，単元の分割により，内容の系統性に問題が
生じる。両年度ともに単元数が多く深まる学習になりにくい。
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○５・６学年　Ⅲ案・単元一部分割（週３時間）

・�各学年の最初の単元を５年の内容とし，歴史内容の「日本のあゆみ」を２つに分割したが，6年のＢ年
度からはじめる場合，歴史を「戦国の統一」からはじめることになり，分割に問題ありとする考え方
もある。細切れの単元は少なく，深まりのある学習が期待できる。

Ａ年度　　　　　（101 時間）

１　日本の国土と人々のくらし� ⑤（１）ア・イ

　１　世界から見た日本� （1+5）

　２　日本の地形や気候� （5）

　３　さまざまな土地のくらし� （10）

　〔1〕あたたかい沖縄県に住む人々のくらし

　〔2〕低地に住む岐阜県海津市の人々のくらし

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　１　食生活を支える食料の産地� （1+3）

　２　米作りのさかんな地域� （7）

３　工業生産とわたしたちのくらし

� ⑤（３）ア・イ

　１　くらしや産業を支える工業生産� （1+3）

　２　自動車工業のさかんな地域� （8）

　３　日本の貿易とこれからの工業生産� （8）

５　国土の環境を守る� ⑤（５）ア・イ

　１　環境とわたしたちのくらし� （1+5）

　２　森林とわたしたちのくらし� （6）

　３　自然災害から人々を守る� （6）

２　日本のあゆみ� ⑥（２）ア・イ

　１　大昔のくらしとくにの統一� （1+8）

　２　天皇を中心とした政治� （8）

　３　貴族が生み出した新しい文化� （4）

　４　武士による政治のはじまり� （5）

　５　今に伝わる室町の文化と人々のくらし�（5）

Ｂ年度　　　　　（104 時間）

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　３　水産業のさかんな地域� （7）

　４　これからの食料生産� （8）

４　情報社会に生きるわたしたち

� ⑤（４）ア・イ

　１　情報をつくり，伝える� （1+7）

　２　情報を生かして発展する産業� （7）

１　わが国の政治はたらき

� ⑥（１）ア・イ

　１　憲法と政治のしくみ� （1+9）

　２　わたしたちの願いと政治のはたらき� （5）

２　日本のあゆみ�

� ⑥（２）ア・イ

　６　戦国の世の統一� （5）

　７　武士による政治の安定� （5）

　８　江戸の社会と文化・学問� （6）

　９　明治の新しい国づくり� （6）

　10　国力の充実をめざす日本と国際社会� （9）

　11　アジア・太平洋に広がる戦争� （7）

　12　新しい日本へのあゆみ� （8）

３　世界のなかの日本とわたしたち

� ⑥（３）ア・イ

　１　つながりの深い国々のくらし� （1+6）

　２　国際連合と日本の役割� （6）
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○５・６年　Ⅳ案・学年別固定（週３時間）

・�Ａ・Ｂ両年度ともに教科書の単元配列であり，内容の系統性に問題はない。Ｂ年度から始まる年度には，
５年生は６年の内容を学ぶことになり，負担が大きく，下学年に支援が必要となる。

Ａ年度　　　　　（100 時間）

１　日本の国土と人々のくらし� ⑤（１）ア・イ

　１　世界から見た日本� （1+5）

　２　日本の地形や気候� （5）

　３　さまざまな土地のくらし� （10）

　〔1〕あたたかい沖縄県に住む人々のくらし

　〔2〕低地に住む岐阜県海津市の人々のくらし

２　わたしたちの食生活をささえる食料生産

� ⑤（２）ア・イ

　１　食生活を支える食料の産地� （1+3）

　２　米作りのさかんな地域� （7）

　３　水産業のさかんな地域� （7）

　４　これからの食料生産� （8）

３　工業生産とわたしたちのくらし

� ⑤（３）ア・イ

　１　くらしや産業を支える工業生産� （1+3）

　２　自動車工業のさかんな地域� （8）

　３　日本の貿易とこれからの工業生産� （8）

４　情報社会に生きるわたしたち

� ⑤（４）ア・イ

　１　情報をつくり，伝える� （1+7）

　２　情報を生かして発展する産業� （7）

５　国土の環境を守る� ⑤（５）ア・イ

　１　環境とわたしたちのくらし� （1+5）

　２　森林とわたしたちのくらし� （6）

　３　自然災害から人々を守る� （6）

Ｂ年度　　　　　（105 時間）

１　わが国の政治はたらき

� ⑥（１）ア・イ

　１　憲法と政治のしくみ� （1+9）

　２　わたしたちの願いと政治のはたらき� （5）

２　日本のあゆみ�

� ⑥（２）ア・イ

　１　大昔のくらしとくにの統一� （1+8）

　２　天皇を中心とした政治� （8）

　３　貴族が生み出した新しい文化� （4）

　４　武士による政治のはじまり� （5）

　５　今に伝わる室町の文化と人々のくらし�（5）

　６　戦国の世の統一� （5）

　７　武士による政治の安定� （5）

　８　江戸の社会と文化・学問� （6）

　９　明治の新しい国づくり� （6）

　10　国力の充実をめざす日本と国際社会� （9）

　11　アジア・太平洋に広がる戦争� （7）

　12　新しい日本へのあゆみ� （8）

３　世界のなかの日本とわたしたち

� ⑥（３）ア・イ

　１　つながりの深い国々のくらし� （1+6）

　２　国際連合と日本の役割� （6）


