
教員最初と最後の出版 

  

私は３９年間の教員生活で多くの研究グループに巡り合えました。それぞれ

の研究グループでは教育書の出版に積極的に取り組むこともあり、私も先輩方

に指導され多くの出版に関わらせて頂きました。 

 初めて出版に関わらせていただいたのが、青山学院大学の古銭良一郎先生の

社会科研究グループでした。教師４年目に執筆者の一人として出版させて頂き

ました。次の著作でした。 

『小学校 社会科の内容と方法』（青学出版、１９８４年発行） 

       

 

 

 

 

      

 

  

教員最初の出版 １９８４年 

 

 

その内容は以下のようでした。 

第１章 社会科の変遷 

第２章 低学年における社会科の指導計画 

第３章 中学年における社会科の指導計画 

第４章 第五学年における社会科の指導計画 

第５章 第六学年における社会科の指導計画 

第６章 社会科の指導計画の作り方 

第７章 社会科の指導方法 

参考文献 

 

この当時には低学年に該当する１・２年生にも社会科はありました。１９９

２年から生活科の実施により低学年の社会科はなくなりました。 

 

その後、いくつかの著書に関わらせて頂き、著、共著、編著、監修、執筆指

導、編集代表、編集委員長など中心的に著作活動に携わるチャンスを３０件ぐ

らい頂きました。 



 教員最後の出版は２０２０年３月でした。定年退職直前に長くお世話になっ

た私立小学校の社会科研究メンバーの編集代表としての出版でした。この時に

同時に２つの出版がなされました。次の２つの著作です。 

私立小学校社会科研究会著『これだけは身につけよう！ 社会科の基礎・活用』

（東洋館出版、２０２０年３月発行） 

私立小学校社会科研究会編集『三訂版 地図はともだち』（東洋館出版、２０

２０年３月発行） 

  

 

 

 

 

        

 

 

 教員最後の出版 ２０２０年 

 

 

私たち私立小学校社会科研究会では、以前にも次のような出版をしてきまし

た。 

『これだけは身につけよう！ 社会科の基礎知識』（東洋館出版、２００６年）

『ここまでできるよ！ 社会科の発展学習』（東洋館出版、２００７年） 

『地図はともだち』（東洋館出版、２００７年） 

『改訂版 これだけは身につけよう！ 社会科の基礎知識』（東洋館出版、２０

１１年） 

『改訂版 地図はともだち』（東洋館出版、２０１１年） 

『三訂版 これだけは身につけよう！ 社会科の基礎知識』（東洋館出版、２０

１６年） 

 

『これだけは身につけよう！ 社会科の基礎・活用』（東洋館出版、２０２０

年３月発行）は、以前発行した『社会科の基礎知識』と『社会科の発展学習』

を統合したものになっています。 

 

私の教員最後の２つの著作について、編集委員と構成について説明させてい

ただきます。 



私立小学校社会科研究会著『これだけは身につけよう！ 社会科の基礎・活用』

（東洋館出版、２０２０年３月発行） 

 

編集委員  

 岸尾と学習院大学の栗原清氏が編集代表をし、日本私立小学校連合会の社会

科部会に所属している全国の私立小学校教師から３６名の方が編集委員として

積極的に取り組んでいただきました。 

 

構成 

            

はじめに 

この本の使い方 

Ⅰ ３年生で身につける 基礎 

１ 方位   

２ 地図記号  

３ 住んでいる市・区・町・村とそのまわり  

４ 住んでいる市・区・町・村のようす  

５ スーパーマーケットにあるマーク  

６  火事からくらしを守る（１）  

７ 火事からくらしを守る（２）  

８ 交通事故からくらしを守る（１）  

９ 交通事故からくらしを守る（２）  

10 市区町村のうつりかわり  

Ⅱ ４年生で身につける 基礎 

１ 縮尺  

２ 等高線  

３ 地名のさくいん  

４ 都道府県  

５ 都道府県のとくちょう（１）  

６ 都道府県のとくちょう（２）  

７ ゴミをへらす  

８ 水はめぐる  

９ 自然災害からくらしを守る（１）  

10  自然災害からくらしを守る（２）  

11  都道府県内の伝統・文化  

12  都道府県の特色ある地いき  



白地図１「都道府県」 

Ⅲ３・４年生で身につける 活用 

自由研究のヒント 

フィールドワークのすすめ 

トピックス １ 新聞記事から 地理的環境と人々の生活 

トピックス ２ 新聞記事から 歴史と人々の生活 

トピックス ３ 新聞記事から 現代社会の仕組みや働きと人々の生活 

Ⅳ ５年生で身につける 基礎 

１ 世界の大陸と国々  

２ 緯度・経度  

３ 国土の範囲 東西南北の端はどこ  

４ 日本のまわりの国と地域  

５ 日本の気候区分  

６ 日本の山地・山脈  

７ 日本の平野・川  

８ 都道府県庁所在地  

９ 政令指定都市 

10 稲作のさかんな地域  

11 様々な米の銘柄  

12 日本の漁港と海流  

13 日本の水産業をめぐって  

14 捕る漁業から育てる漁業へ  

15 工業の種類  

16 自動車ができるまで  

17 組み立て工場と関連工場  

18 日本の交通網（１）  

19 日本の交通網（２）  

20 日本の工業地域  

21 日本の貿易  

22 住んでいるところのテレビと新聞  

23 新聞・ラジオ・テレビ・インターネットを比べる  

24 インターネットでおこる問題  

25 日本のできごと地図  

26 自然災害地図  

27 森林を育てる  

28 四大公害病  



29 日本の世界遺産   

白地図２ 都道府県庁所在地 

白地図３ 世界の国々 

Ⅴ ５年生で身につける 活用 

自由研究のヒント 

フィールドワークのすすめ 

トピックス １ 新聞記事から 地理的環境と人々の生活 

トピックス ２ 新聞記事から 歴史と人々の生活 

トピックス ３ 新聞記事から 現代社会の仕組みや働きと人々の生活 

Ⅵ ６年生で身につける 基礎 

１ 日本国憲法の三大原則  

２ 税金の集め方・使われ方  

３ 国会のはたらき  

４ 選挙のしくみ  

５ 内閣・裁判所のはたらきと三権分立  

６ 国民の祝日  

７ 日本の歴史遺産地図  

８ 時代区分  

９ 旧国名  

10  縄文時代・弥生時代・古墳時代の年表  

11  飛鳥時代・奈良時代の年表  

12  平安時代の年表  

13  鎌倉時代の年表  

14  室町・安土桃山時代の年表  

15  江戸時代の年表（１）  

16  江戸時代の年表（２）  

17  明治時代の年表（１）  

18  明治時代の年表（２）  

19  大正時代の年表  

20  昭和時代の年表（１）  

21  昭和時代の年表（２）  

22  平成・令和時代の年表  

23  奈良時代までの人物  

24  平安・鎌倉時代の人物  

25  室町・安土桃山時代の人物  

26  江戸時代の人物  



27  明治時代の人物  

28  大正・昭和・平成・令和時代の人物  

29  世界の国々（１）よく見る世界地図  

30  世界の国々（２）日本はどこ？  

31  世界の国々の首都  

32 世界の紛争地  

33 外国の世界遺産  

34  国際連合（国連）のしくみ  

白地図４ 世界の国々（２）日本はどこ？ 

Ⅶ ６年生で身につける 活用 

自由研究のヒント 

フィールドワークのすすめ 

トピックス １ 新聞記事から 地理的環境と人々の生活 

トピックス ２ 新聞記事から 歴史と人々の生活 

トピックス ３ 新聞記事から 現代社会の仕組みや働きと人々の生活 

 

私立小学校社会科研究会編集『地図はともだち』三訂版  

東洋館出版、２０２０年１月発行 

 

編集委員 

岸尾と学習院大学の栗原清氏が編集代表をし、日本私立小学校連盟の社会科

部会に所属している全国の私立小学校教師から３６名の方が編集委員として積

極的に取り組んでいただきました。 

 

構成 

 

日本地図 

地方区分 

都道府県区分 

都道府県庁所在地 

都道府県別人口と総面積（２０１８年１０月１日） 

都道府県庁所在地、政令指定都市の人口（２０１８年１０月１日） 

日本地図のマイスター（日本の白地図に書き込む。この日本地図で言える。） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界地図 

世界の州区分 

国別区分 

首都 

主な都市 

ヨーロッパ、中米の拡大図 

緯度・経度 

日付変更線 

時差 

人口の多い国（２０１９年推計） 

人口の少ない国（２０１９年推計） 

面積の大きい国 

面積の小さい国 

日本の主な輸出相手国、地域（２０１８年） 

日本の主な輸入相手国、地域（２０１８年） 

日本人はどの国、地域に行くの（２０１７年） 

日本にどの国、地域の人が来るの（２０１８年） 

（いずれもトップ１０を掲載） 

世界地図のマイスター（世界の白地図に書き込む。この世界地図で言える。） 

 

 

 

 



 


