
別添資料5-1

JICAおよび国際協力関連記載　抜き出し表

社会・地理的分野　

ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

巻頭

(1) 地域構成

地域構成を取り上げ、位置や分布などに着目して、世

界の地域構成や日本の地域構成を大観し理解する

(1) 世界各地の人々の生活と環境

場所や人間と自然環境との相互依存関係などに着目し

て、人々の生活と場所・社会条件の相互の影響や生

活・環境の多様性を理解する

(2) 世界の諸地域

各州を取り上げ、空間的相互依存作用や地域などに着

目して、地球的課題は地域的特色の影響を受けること

や、人々の生活を基に地域的特色を理解する

①帝国書院

・違法な伐採を人工衛星から監視する

システムへの日本の技術の活用（テキ

スト）

②東京書籍

・日本の伝統的な工法で造られる上総

掘りの井戸（写真）

・日本政府によるインフラ整備や学

校、病院の建設、稲作の普及に対する

資金や技術の援助（本文）

③教育出版

・アグロフォレストリーとJICAの援助

・電柱を設置する日本人技師

・日本の援助で出来たサモアの道路

④日本文教出版

・ルワンダに対するICT事業支援（テ

キスト）

・大洋州にJICA事務所設立

①帝国書院

・砂漠の緑化に対する日本人研究者の

取り組み（コラム）

・日本政府から派遣された技術者（テ

キスト）

②東京書籍

・アフリカの学校で理科を教える日本

人（写真）

①帝国書院

・栽培指導をする青年海外協力隊（写

真）

②東京書籍

・青年海外協力隊の活動（写真）

・アフリカで食事の改善に取り組む青

年海外協力隊の紹介（コラム）

③教育出版

・青年海外協力によるネリカ（稲の品

種）の普及支援

④日本文教出版

・活動する隊員の紹介（写真）

①帝国書院

・食料不足に対する国際機関による食料支

援（テキスト、写真）

・NGOによる保健・医療活動やインフラ整

備などの支援（テキスト）

②東京書籍

・難民問題の解決に取り組むNGO

③教育出版

・道路や橋、病院や学校、避難施設建設の

国際協力も進められている

・国境なき医師団による医療援助活動

・各国や国連支援によるサヘルの砂漠化防

止の取組み

・国連などによる紛争解決、食料、医療、

教育などの援助活動

・各国による農業発展支援

・サモアを支える外国からの援助

④日本文教出版

・日本政府による「太平洋・島サミット」

学習指導要領
その他（JICA以外）

国際協力・援助

JICA関連記載

A 世界と日本の地域構成

B　世界の様々な地域



ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

(1) 地域調査の手法

場所などに着目して、調査を行う視点や方法、地理的

なまとめ方の基礎を理解し、用途に適した地図の作成

などの地理的技能を身につける

(2) 日本の地域的特色と地域区分

項目ごとに分布や地域などの着目して、日本の自然環

境、人口に関する特色、資源・エネルギーと産業に関

する特色、国内各地の結び付きや日本と世界の結び付

き、国土の特色を理解し、地域区分する技能を身につ

ける
(3) 日本の諸地域

考察の仕方を基にして、空間的相互依存作用や地域な

どに注目して、地域的特色や地域の課題、特色ある事

項やそれに関連する他の事象について理解する

(4) 地域の在り方

空間的相互依存作用や地域などに着目して、地域の実

体や課題解決のための取り組みを理解し、構想したこ

とを適切に説明、議論し、まとめる手法について理解

する

C 日本の様々な地域

学習指導要領
JICA関連記載 その他（JICA以外）

国際協力・援助
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JICAおよび国際協力関連記載　抜き出し表

社会・歴史的分野　

ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

巻頭

(1) 私たちと歴史

(2) 身近な地域の歴史

(1) 古代までの日本

・世界各地で文明が築かれたことを理解する

・国際的な要素を持った文化が栄え、それらを基礎と

しながら文化の国風化が進んだことを理解する

(2) 中世の日本

(3) 近世の日本

(1) 近代の日本と世界

　(ｶ)第二次世界大戦と人類への惨禍

昭和初期から大事に世界大戦の就活までの我が国の政

治・外交の動き、中国などアジア諸国との関係、欧米

諸国の動きなどをもとに、大戦が人類全体に惨禍を及

ぼしたことを理解する

(2) 現代の日本と世界

　(ｱ) 日本の民主化と冷戦下の国際社会

第二次世界大戦後の諸改革の特色や世界の動きの中で

新しい日本の建設が進められたことを理解

　(ｲ) 日本の経済の発展とグローバル化する世界

我が国の経済や科学技術の発展によって国民の生活が

向上し、国際社会において我が国の役割が大きくなっ

てきたことを理解

④学び舎

・JICAが支援するホンジュラスの貧困

脱出計画の写真

⑤育鵬社

・ルワンダで井戸の修理をする日本人

青年海外協力隊員の写真

②日本文教出版

・PKO協力法により初めて派遣された自衛隊の道路の舗装工事の写真

・アフガニスタンで日本のNGOが建設した用水路の写真

③山川

・日本のPKOの活動の写真

・国連難民高等弁務官緒方貞子のルワンダ難民援助の写真

④学び舎

・カタールからの資金援助で再建した女川町の水産加工施設の写真

・日本のNGOの支援で作られた用水路を利用するアフガニスタンの人

びとの写真

⑤育鵬社

・ペルシャ湾で機雷の処理にあたる海上自衛隊の写真

⑥教育出版

・国連平和維持活動の展開地域と、日本の協力地域の世界地図

・紛争地域で手当てをする国境なき医師団の写真

特集

その他

学習指導要領
その他（JICA以外）

国際協力・援助

JICA関連記載

C　近現代の日本と世界

B　近世までの日本とアジア

A　歴史との対話
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JICAおよび国際協力関連記載　抜き出し表

社会・公民的分野　

ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

巻頭 ②帝国書院

・NGO「国境なき医師団」の活動（写真）

(1) 私たちが生きる現代社会と文化の特色

位置や空間的な広がり、推移や変化などに着目して、

課題を追及したり解決したりする活動を通して、現代

日本の特色や文化の意義・影響を理解する

①東京書籍

・モンゴルで導入された日本がモデルの母子手帳

④教育出版

・コスタリカでの教育支援、ガーナの建築現場での技術支援

①東京書籍

・バッタの駆除にたずさわる研究者

①東京書籍

・理科を教える青年海外協力隊

①東京書籍

・PKO活動への参加

⑤日本文教出版

・税関のシステム作りに携わる日本人(ミャンマー）(写真）

・台風被害への国際緊急援助隊による救助活動（フィリピン）（写真）

(2) 現代社会を捉える枠組み

対立と合意、効率と公正などに着目して、個人の尊厳

と両性の本質的平等、契約や個人の責任について理解

する

(1) 市場の働きと経済

対立と合意、効率と公正、分業と交換、希少性などに

着目して、経済活動の意義、市場経済の基本的な考え

方、生産や消費、勤労の権利と義務について理解する

(2) 国民の生活と政府の役割

対立と合意、効率と公正、分業と交換、希少性などに

着目して、社会資本の整備や消費者の保護、財政及び

租税の意義、国民の納税義務について理解する

(1) 人間の尊重と日本国憲法の基本的原則

対立と合意、効率と構成、個人の尊重と法の支配、民

主主義などに着目して、人間の尊重、法に基づく政

治、基本的人権の尊重、天皇の地位と国事に関する行

為、を理解する

④教育出版

・国境を越えて活動するNGO

・自衛隊の国連平和維持活動派遣、国内外災害支援活動

⑤日本文教出版

・自衛隊の国際貢献　国連の平和維持活動への参加や人道復興支援のための広報支

援活動など

⑥育鵬社

・ハイチ地震で医療活動を行う自衛隊員(写真)

・2014年にフィリピンを襲った台風の被災者を支援するユニセフの職員

(2) 民主政治と政治参加

対立と合意、効率と公正、個人の尊重と法の支配、民

主主義などに着目し、我が国の民主政治の仕組み、議

会制民主主義の意義、法に基づく公正な裁判の保障、

地方自治の基本的な考え方を理解する

学習指導要領
JICA関連記載 その他（JICA以外）

国際協力・援助

C　私たちと政治

B　私たちと経済

A　私たちと現代社会



ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

(2) よりよい社会を目指して

持続可能な社会を形成することに向けて、社会的な見

方・考え方を働かせ、課題を探求する活動を通して、

解決すべき課題を多面的・多角的に考察、構想し、自

分の考えを説明する

④教育出版

・JICA地球ひろばの利用・情報入手

巻末

その他

④教育出版

・アフリカで活動する専門家からの

メッセージ

②帝国書院

・日本の防災施設を視察するJICAの研修

員

④教育出版

・JICAミャンマー事務所職員からのメッ

①東京書籍

・PKO活動への参加

・環境問題に対する国連やNGOの連携

・UNHCRの食糧支援

・NGO「難民を助ける会」で活動する日本人

②帝国書院

・国連のはたらき

・核廃絶へ向けたNGOの活躍

・SDGsへ向けたNGOの取り組み

③自由社

・自衛隊によるPKO

・国際社会はUNDP等を通じて貧困削減などを目指し援助活動実施

①東京書籍

・青年海外協力隊による技術支援

②帝国書院

・世界の平和への貢献としての協力隊の派遣

③自由社

・青年海外協力隊などの活動を通じて途上国

へのODAを実施

④教育出版

・算数を教える青年協力隊員

⑤日本文教出版

・モザンビークでの青年海外協力隊

⑥育鵬社

①東京書籍

・日本のODAで造られた橋

・TICADの開催

・日本企業が開発した防虫蚊帳の製造工場

②帝国書院

・色丹島に日本の支援で建設された診療所

・世界の平和に貢献するためのODA

・世界の貧困解消のためのODA

・SDGsに向けたODAの取り組み

③自由社

・JICA法の改正により技協・有償・無償を一元的に担う体制を構

築

(1) 私たちと国際社会の諸問題

対立と合意、効率と公正、協調、持続可能性などに着

目して、国家間の相互主権の尊重と協力、国際機構の

役割、課題解決のための協力の重要性を理解する

D　私たちと国際社会の諸問題

学習指導要領
JICA関連記載 その他（JICA以外）

国際協力・援助



別添資料5-4

JICAおよび国際協力関連記載　抜き出し表

理科1、2，3

ODA・国際協力 専門家 青年海外協力隊 国内事業等

(1) 身近な物理現象

(2) 身の回りの物質

(3) 電流とその利用

(4) 化学変化と原子・分子

(5) 運動とエネルギー

(6) 化学変化とイオン

(7) 科学技術と人間

(1) いろいろな生物とその共通点

(2) 大地の成り立ちと変化

(3) 生物の体のつくりと働き

(4) 気象とその変化

(5) 生命の連続性

(6) 地球と宇宙

(7) 自然と人間

巻末

その他

第2分野

第1分野

学習指導要領
JICA関連記載 その他（JICA以外）

国際協力・援助


