
テーマ学習　教材リスト　「社会」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース

No.
コース名

ステップ

No.
ステップ名 教材No. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 1 47都道府県をながめる 1 北海道・東北地方 小学4年 わたしたちの県 北海道・東北地方 標準

2 関東地方 小学4年 わたしたちの県 関東地方 標準

3 中部地方 小学4年 わたしたちの県 中部地方 標準

4 近畿地方 小学4年 わたしたちの県 近畿地方 標準

5 中国・四国地方 小学4年 わたしたちの県 中国・四国地方 標準

6 九州地方 小学4年 わたしたちの県 九州地方 標準

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 2 寒い地域，あたたかい地域 1 寒い地域の生活① 小学5年 寒い土地の人たちのくらし 寒い土地の人たちのくらし 基本

2 寒い地域の生活② 小学5年 寒い土地の人たちのくらし 寒い土地の人たちのくらし 標準

3 あたたかい地域の生活① 小学5年 あたたかい土地の人たちのくらし あたたかい土地の人たちのくらし 基本

4 あたたかい地域の生活② 小学5年 あたたかい土地の人たちのくらし あたたかい土地の人たちのくらし 標準

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 3 地方ごとの特色～東日本～ 1 ７つの地方 中学1年 日本のすがた 日本の地域区分 基本

2 北海道地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の地形と気候 標準

3 北海道地方の生活 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方のくらしと観光 基本

4 東北地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の地形と気候 標準

5 東北地方の生活 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の生活と風土 標準

6 関東地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(5)　関東地方 関東地方の地形と気候 基本

7 関東地方の生活 中学1年 日本の諸地域(5)　関東地方 東京大都市圏の発展と課題 基本

8 中部地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 中部地方の地形と気候 基本

9 中部地方の生活 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 中部地方の生活と文化 基本

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 4 地方ごとの特色～西日本～ 1 近畿地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の地形と気候 基本

2 近畿地方の生活 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の生活と文化 標準

3 中国・四国地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中国・四国地方の地形と気候 基本

4 中国・四国地方の生活 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中国・四国地方の生活と文化 基本

5 九州地方の地形と気候 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方の地形と気候 基本

6 九州地方の生活 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方の生活と文化 基本

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 5 もっと知る！東日本 1 北海道地方の農業① 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の農業 (稲作） 基本

2 北海道地方の農業② 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の農業 (畑作・酪農） 基本

3 北海道地方の漁業 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の漁業 基本

4 東北地方の伝統産業・伝統文化 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の伝統産業・伝統文化 基本

5 関東地方と他の地方・外国との結びつき 中学1年 日本の諸地域(5)　関東地方 関東地方と他地域の結びつき 基本

6 中部地方の産業① 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 東海の産業 基本

7 中部地方の産業② 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 中央高地の産業 標準

8 中部地方の産業③ 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 北陸の産業 基本

1 実生活に役立つ社会１（日本全国旅しよう） 6 もっと知る！西日本 1 近畿地方の中心都市 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 大阪の昔と今 標準

2 近畿地方の２つの古都 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 古都の成り立ちと現在の課題 標準

3 中国・四国地方の中心都市 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中心都市・広島市 基本

4 中国・四国地方の交通と生活の変化 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 交通網の発達と生活の変化 基本

5 九州地方での環境を守る取り組み 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方での環境を守る取り組み 基本

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 1 アジア州 1 アジア州の国々① 小学5年 世界の中の日本 アジア州の国々 基本

2 アジア州の国々② 小学5年 世界の中の日本 アジア州の国々 標準

3 日本と身近な国～中国～ 小学6年 日本と中国のつながり 日本と中国のつながり 基本

4 日本と身近な国～韓国～ 小学6年 日本と韓国のつながり 日本と韓国のつながり 標準

5 日本と身近な国～サウジアラビア～ 小学6年 日本とサウジアラビアのつながり 日本とサウジアラビアのつながり 基本

6 アジア州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 アジア州の概観（自然） 標準

7 アジア州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 アジア州の概観（歴史と文化） 標準

8 中国の経済発展 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 中国の経済発展 基本

9 東アジアの経済発展 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 東アジアの発展 標準

10 東南アジアの変化 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 東南アジアの変化 基本

11 南アジアの発展 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 南アジアの発展 標準

12 西アジアの経済とくらし 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 西アジアの経済とくらし 基本

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 2 ヨーロッパ州 1 ヨーロッパ州の国々① 小学5年 世界の中の日本 ヨーロッパ州の国々 基本

2 ヨーロッパ州の国々② 小学5年 世界の中の日本 ヨーロッパ州の国々 標準

3 ヨーロッパ州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ヨーロッパ州の概観（自然） 基本

4 ヨーロッパ州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ヨーロッパ州の概観（歴史と文化） 基本

5 ヨーロッパ連合 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ヨーロッパ連合 基本

6 ロシア連邦とヨーロッパ 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ロシア連邦とヨーロッパ 基本

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 3 アフリカ州 1 アフリカ州の国々① 小学5年 世界の中の日本 アフリカ州の国々 基本

2 アフリカ州の国々② 小学5年 世界の中の日本 アフリカ州の国々 標準

3 アフリカ州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカ州の概観（自然） 基本

4 アフリカ州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカ州の概観（歴史と文化） 基本

5 アフリカ州の産業 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカの産業 基本

6 アフリカ州の課題 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカの課題 標準

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 4 北アメリカ州 1 北アメリカ州の国々① 小学5年 世界の中の日本 北アメリカ州の国々 基本

2 北アメリカ州の国々② 小学5年 世界の中の日本 北アメリカ州の国々 標準

3 日本と身近な国～アメリカ合衆国～ 小学6年 日本とアメリカ合衆国のつながり 日本とアメリカ合衆国のつながり 基本

4 北アメリカ州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 北アメリカ州の概観（自然） 基本

5 北アメリカ州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 北アメリカ州の概観（歴史と文化） 基本

6 アメリカ合衆国の農業 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 アメリカ合衆国の農業 基本

7 アメリカ合衆国の工業 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 アメリカ合衆国の工業 標準

8 アメリカ合衆国の社会と文化 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 アメリカ合衆国の社会と文化 標準

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 5 南アメリカ州 1 南アメリカ州の国々① 小学5年 世界の中の日本 南アメリカ州の国々 基本

2 南アメリカ州の国々② 小学5年 世界の中の日本 南アメリカ州の国々 標準

3 日本と身近な国～ブラジル～ 小学6年 日本とブラジルのつながり 日本とブラジルのつながり 標準

4 南アメリカ州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 南アメリカ州の概観（自然） 基本

5 南アメリカ州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 南アメリカ州の概観（歴史と文化） 基本

6 南アメリカ州の産業 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 南アメリカの産業 基本

7 南アメリカ州の熱帯林の開発 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 熱帯地域の開発とその影響 標準

2 実生活に役立つ社会２（いつか世界一周！） 6 オセアニア州 1 オセアニア州の国々① 小学5年 世界の中の日本 オセアニア州の国々 基本

2 オセアニア州の国々② 小学5年 世界の中の日本 オセアニア州の国々 標準

3 オセアニア州の自然環境 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オセアニア州の概観（自然） 標準

4 オセアニア州の歴史と文化 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オセアニア州の概観（歴史と文化） 基本

5 オーストラリアの産業 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オーストラリアの産業 基本

6 オセアニア州とアジア州のつながり 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オセアニアとアジアのつながり 基本

3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 1 災害が起きやすい日本の自然条件 1 日本の気候の特徴① 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の気候 標準

2 日本の気候の特徴② 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 基本

3 日本の気候の特徴③ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 標準

4 日本の地形の特徴 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 二つの造山帯 基本

3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 2 地震のしくみ 1 地震が起こるメカニズム① 中学1年 地震 地震のゆれと伝わり方 (1) 基本

2 地震が起こるメカニズム② 中学1年 地震 震源の分布と地震の原因 標準

3 地震が起こるメカニズム③ 中学1年 地震 震源の分布と地震の原因 挑戦

4 震度とマグニチュード① 中学1年 地震 地震の規模 標準

5 震度とマグニチュード② 中学1年 地震 地震の規模 挑戦

3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 3 地震による災害とそなえ 1 地震による災害① 小学6年 土地の変化 地しんによる土地の変化 基本

2 地震による災害② 小学6年 土地の変化 地しんによる土地の変化 標準

3 地震による災害とそなえ① 小学4年 地震からくらしを守る 地震とそのそなえ 基本

4 地震による災害とそなえ② 小学4年 地震からくらしを守る 地震とそのそなえ 標準

5 地震による災害とそなえ③ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 自然災害と防災対策 標準

6 地震時に取るべき行動 中学1年 傷害の防止 自然災害による傷害の防止 標準
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3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 4 いろいろな災害 1 自然災害の種類① 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 自然災害と防災対策 基本

2 自然災害の種類② 中学1年 傷害の防止 自然災害による危険 標準

3 台風① 小学5年 台風と天気の変化 台風 標準

4 台風② 小学5年 台風と天気の変化 台風 基本

5 水害 小学4年 水害からくらしを守る 水害からくらしを守る 基本

6 火山の噴火① 小学6年 土地の変化 火山による土地の変化 基本

7 火山の噴火② 小学6年 土地の変化 火山による土地の変化 標準

8 火山災害と火山の恵み 中学1年 火山 火山の活動 (2) 基本

3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 5 いろいろな災害へのそなえ 1 水害へのそなえ① 小学5年 低い土地の人たちのくらし 低い土地の人たちのくらし 挑戦

2 水害へのそなえ② 小学4年 水害からくらしを守る 水害からくらしを守る 標準

3 自然災害へのそなえ① 小学5年 自然災害を防ぐ 自然災害を防ぐ取り組み 標準

4 自然災害へのそなえ② 小学5年 自然災害を防ぐ 自然災害を防ぐ取り組み 挑戦

5 自然災害時の国のはたらき① 小学6年 災害の発生と政治 災害の発生と政治 基本

6 自然災害時の国のはたらき② 小学6年 災害の発生と政治 災害の発生と政治 標準

7 自然災害時の国のはたらき③ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 自然災害と防災対策 挑戦

3 実生活に役立つ社会３（災害から身を守る） 6 自然がもたらす災害とめぐみ 1 自然がもたらす災害とめぐみ① 中学3年 自然環境と人間 自然の恵みと災害 基本

2 自然がもたらす災害とめぐみ② 中学3年 自然環境と人間 自然の恵みと災害 標準

3 自然がもたらす災害とめぐみ③ 中学3年 自然環境と人間 自然の恵みと災害 挑戦

4 実生活に役立つ社会４（地球と人の元気） 1 地球規模の環境問題 1 森林の大切さ 小学5年 森林とわたしたちのくらし 森林のはたらき 標準

2 森林の伐採と地球温暖化 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 熱帯地域の開発とその影響 基本

3 地球の生き物と環境問題① 小学6年 生き物と環境 生き物と環境 基本

4 地球の生き物と環境問題② 小学6年 生き物と環境 生き物と環境 挑戦

5 地球環境問題と国際社会① 小学6年 世界の中の日本の役割 地球環境問題 標準

6 地球環境問題と国際社会② 小学6年 世界の中の日本の役割 地球環境問題 挑戦

7 いろいろな地球環境問題 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地球環境問題 基本

8 いろいろな地球環境問題の原因 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地球環境問題 標準

9 自然環境の大切さ 中学3年 自然環境と人間 自然環境の保全 基本

4 実生活に役立つ社会４（地球と人の元気） 2 日本の環境問題～公害～ 1 足尾銅山鉱毒事件 小学6年 世界の中の日本へ 産業の発展 標準

2 公害の種類 中学3年 財政と国民の福祉 日本の公害と環境問題 基本

3 四大公害病① 小学5年 自然環境を守る 公害の種類 基本

4 四大公害病② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 標準

5 水質汚濁 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の環境問題 基本

6 企業活動と公害 中学3年 財政と国民の福祉 日本の公害と環境問題 標準

7 環境を守る国や都道府県の取り組み① 小学5年 自然環境を守る 環境を守る取り組み 基本

8 環境を守る国や都道府県の取り組み② 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方での環境を守る取り組み 標準

4 実生活に役立つ社会４（地球と人の元気） 3 環境保全のためにできること (1) 1 エネルギーと節電① 小学4年 健康なくらしをささえる電気 わたしたちのくらしと電気・ガス 標準

2 エネルギーと節電② 小学4年 健康なくらしをささえる電気 わたしたちのくらしと電気・ガス 挑戦

3 エネルギーと節電③ 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の資源・エネルギー 標準

4 生活排水の処理① 小学4年 健康なくらしをささえる水 わたしたちのくらしと水道（下水道） 挑戦

5 生活排水の処理② 中学1年 健康と環境 生活排水の処理 標準

6 わたしたちの飲む水 中学1年 健康と環境 飲料水の衛生的管理 標準

7 環境保全の工夫 中学3年 自然環境と人間 自然環境の保全 標準

4 実生活に役立つ社会４（地球と人の元気） 4 環境保全のためにできること (2) 1 ごみの分別 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみのしまつ 基本

2 ごみの処理① 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみのしまつ 標準

3 ごみの処理② 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみのしまつ 挑戦

4 ごみの処理③ 中学1年 健康と環境 ごみの処理 標準

5 ごみのリサイクル① 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみのさい利用 標準

6 ごみのリサイクル② 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみのさい利用 挑戦

7 ごみをへらす取り組み① 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみをへらす取り組み 標準

8 ごみをへらす取り組み② 小学4年 ごみのしょりと活用 ごみをへらす取り組み 挑戦

9 ごみをへらす取り組み③ 中学1年 消費生活・環境 環境に配慮した生活 標準

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 1 農業の仕事 1 米を作る農家① 小学5年 米づくりのさかんな地いき 日本の米づくり 基本

2 米を作る農家② 小学5年 米づくりのさかんな地いき 日本の米づくり 標準

3 野菜を作る農家① 小学5年 食料品の産地 野菜づくりのさかんな地いき 基本

4 野菜を作る農家② 小学5年 食料品の産地 近こうでの野菜づくり 基本

5 野菜を作る農家③ 小学5年 食料品の産地 はなれた地いきでの野菜づくり 基本

6 野菜を作る農家④ 小学5年 食料品の産地 野菜づくりのくふう 基本

7 果物を作る農家 小学5年 食料品の産地 果物づくりのさかんな地いき 基本

8 畜産農家 小学5年 食料品の産地 ちく産のさかんな地いき 基本

9 日本の農業 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の農業 基本

10 これからの日本の農業 小学5年 米づくりのさかんな地いき これからの米づくり 基本

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 2 水産業，林業の仕事 1 水産業の仕事① 小学5年 水産業のさかんな地いき とる漁業 基本

2 水産業の仕事② 小学5年 水産業のさかんな地いき とる漁業 標準

3 水産業の仕事③ 小学5年 水産業のさかんな地いき 育てる漁業 基本

4 日本の水産業① 小学5年 水産業のさかんな地いき 日本の水産業 標準

5 日本の水産業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の水産業 挑戦

6 これからの日本の水産業 小学5年 水産業のさかんな地いき これからの日本の水産業 標準

7 日本の食料自給 小学5年 これからの食料生産 これからの食料生産 基本

8 林業の仕事 小学5年 森林とわたしたちのくらし 森林を守る取り組み 標準

9 日本の林業 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の林業 基本

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 3 工業の仕事 1 食料品工業の仕事 小学3年 工場ではたらく人の仕事 食べものをつくる工場 基本

2 自動車工業の仕事① 小学5年 くらしをささえる工業生産と自動車をつくる工業 自動車をつくる工業 基本

3 自動車工業の仕事② 小学5年 くらしをささえる工業生産と自動車をつくる工業 自動車をつくる工業 標準

4 日本の工業① 小学5年 くらしをささえる工業生産と自動車をつくる工業 工業製品と日本の工業 標準

5 日本の工業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の工業 基本

6 日本の工業③ 小学5年 くらしをささえる工業生産と自動車をつくる工業 工業のさかんな地いき 基本

7 日本の工業④ 小学5年 運輸・貿易のはたらきとこれからの工業生産 日本の工場 基本

8 これからの日本の工業① 小学5年 運輸・貿易のはたらきとこれからの工業生産 日本の貿易の問題点 基本

9 これからの日本の工業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の工業 標準

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 4 情報，商業の仕事 1 テレビ局 小学5年 放送局のはたらき テレビによる情報 標準

2 新聞社 小学5年 新聞社のはたらき 新聞による情報 標準

3 スーパーマーケット① 小学3年 店ではたらく人の仕事 スーパーマーケット 標準

4 スーパーマーケット② 小学3年 店ではたらく人の仕事 スーパーマーケット 挑戦

5 商店① 小学3年 店ではたらく人の仕事 近くの商店 基本

6 商店② 小学3年 店ではたらく人の仕事 商店のくふう 基本

7 日本の商業・サービス業① 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の第三次産業 基本

8 日本の商業・サービス業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の第三次産業 標準

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 5 公務員，政治の仕事 1 消防士① 小学3年 火事からくらしを守る 消防しょの仕事 基本

2 消防士② 小学3年 火事からくらしを守る 消防しょの仕事 標準

3 警察官① 小学3年 事故や事件からくらしを守る けいさつの仕事 基本

4 警察官② 小学3年 事故や事件からくらしを守る けいさつの仕事 標準

5 地方議員 小学6年 くらしに身近な政治 身近な政治 標準

6 国会議員 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 国会 基本

7 大臣 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 内閣 標準

8 裁判官① 中学3年 国会・内閣・裁判所 司法権の独立 標準

9 裁判官② 中学3年 国会・内閣・裁判所 裁判の種類 基本

10 公務員 中学3年 国会・内閣・裁判所 行政機関のしくみ 基本
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テーマ学習　教材リスト　「社会」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース

No.
コース名

ステップ

No.
ステップ名 教材No. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 6 資本主義経済 1 資本主義経済のはじまり① 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 産業革命と資本主義 基本

2 資本主義経済のはじまり② 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 産業革命と資本主義 標準

3 日本への近代産業の導入 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 殖産興業 基本

4 日本の産業革命のはじまり 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 日本の産業革命と社会問題の発生 基本

5 資本主義経済と企業① 中学3年 企業の役割と労働 企業の働きと資本主義経済 基本

6 資本主義経済と企業② 中学3年 企業の役割と労働 企業の働きと資本主義経済 標準

7 株式会社 中学3年 企業の役割と労働 株式会社のしくみ 基本

5 実生活に役立つ社会５（いろいろな仕事） 7 働くひとの権利，働くひとを守る法 1 仕事を自由に選べる権利 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権（自由権） 標準

2 働くひとがもつ権利① 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権（社会権） 標準

3 働くひとがもつ権利② 中学3年 企業の役割と労働 労働者の権利 基本

4 働くひとを守るきまり① 小学5年 運輸・貿易のはたらきとこれからの工業生産 日本の工場 標準

5 働くひとを守るきまり② 中学3年 企業の役割と労働 労働者の権利 標準

6 健康に働くために① 中学3年 企業の役割と労働 労働環境の変化 基本

7 健康に働くために② 中学3年 企業の役割と労働 労働環境の変化 標準

6 実生活に役立つ社会６（情報社会を生きる） 1 マスメディア 1 いろいろなマスメディア① 小学5年 放送局のはたらき わたしたちをとりまく情報 標準

2 いろいろなマスメディア② 小学5年 放送局のはたらき わたしたちをとりまく情報 基本

3 テレビ① 小学5年 放送局のはたらき テレビによる情報 基本

4 テレビ② 小学5年 放送局のはたらき テレビによる情報 標準

5 新聞① 小学5年 新聞社のはたらき 新聞による情報 基本

6 新聞② 小学5年 新聞社のはたらき 新聞による情報 標準

7 メディアリテラシー① 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 情報社会 標準

8 メディアリテラシー② 中学3年 民主政治のしくみ 政治参加と世論 挑戦

6 実生活に役立つ社会６（情報社会を生きる） 2 情報社会の利便性 1 情報ネットワーク① 小学5年 情報を医療へ生かす 情報ネットワークとその利用 基本

2 情報ネットワーク② 小学5年 情報を医療へ生かす 情報ネットワークとその利用 標準

3 情報を生かした産業 小学5年 情報を産業やくらしへ生かす 情報の活用と産業 標準

4 通信販売 中学1年 消費生活・環境 いろいろな購入方法と支払い方法 標準

5 クレジットカードのしくみ 中学3年 消費生活と経済 消費生活と契約 挑戦

6 実生活に役立つ社会６（情報社会を生きる） 3 情報を扱う力と情報モラル 1 情報社会で生きるということ 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 情報社会 挑戦

2 情報に関する権利 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 新しい人権 基本

3 メディアリテラシー，情報モラル① 小学5年 情報を産業やくらしへ生かす 情報の上手な活用 基本

4 メディアリテラシー，情報モラル② 小学5年 情報を産業やくらしへ生かす 情報の上手な活用 標準

5 情報モラル 中学1年 情報の技術 権利や個人情報の保護と情報モラル 標準

6 情報セキュリティ 中学1年 情報の技術 情報セキュリティ 標準

7 実生活に役立つ社会７（大人になったら） 1 社会で生きる 1 社会集団① 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 私たちと社会生活 基本

2 社会集団② 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 私たちと社会生活 標準

3 家族① 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 現代の家族生活 基本

4 家族② 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 現代の家族生活 標準

5 社会生活ときまり① 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 社会生活ときまり 基本

6 社会生活ときまり② 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 社会生活ときまり 標準

7 実生活に役立つ社会７（大人になったら） 2 税金，社会保障 1 財政① 中学3年 財政と国民の福祉 政府と財政 基本

2 財政② 中学3年 財政と国民の福祉 政府と財政 標準

3 税金① 中学3年 財政と国民の福祉 税金の種類と特徴 基本

4 税金② 中学3年 財政と国民の福祉 税金の種類と特徴 標準

5 社会保障① 中学3年 財政と国民の福祉 日本の社会保障制度 基本

6 社会保障② 中学3年 財政と国民の福祉 日本の社会保障制度 標準

7 これからの日本の社会保障① 中学3年 財政と国民の福祉 社会保障制度の課題 基本

8 これからの日本の社会保障② 中学3年 財政と国民の福祉 社会保障制度の課題 標準

7 実生活に役立つ社会７（大人になったら） 3 お金を稼ぎ，使う 1 経済活動 中学3年 消費生活と経済 私たちの生活と経済活動 基本

2 お金を稼ぐ，お金を使う 中学3年 消費生活と経済 私たちの生活と経済活動 標準

3 お金を使う① 中学3年 消費生活と経済 消費生活と契約 基本

4 お金を使う② 中学3年 消費生活と経済 消費生活と契約 標準

5 お金を使う③ 中学1年 消費生活・環境 私たちの消費生活／商品の選択と購入 標準

8 地理的思考レッスン１（自然条件） 1 世界の地形と気候 1 世界の気候帯 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界の気候 基本

2 気候に影響する風 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界の気候 標準

3 地球上の風の動き 中学2年 大気の動きと日本の天気 大気の動き 標準

4 アジア州の気候～モンスーン～ 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 アジア州の概観（自然） 基本

5 ヨーロッパ州の気候～暖流と偏西風～ 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ヨーロッパ州の概観（自然） 標準

6 アフリカ州の気候～さばく，赤道～ 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカ州の概観（自然） 標準

7 北アメリカ州の気候～寒帯から熱帯まで～ 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 北アメリカ州の概観（自然） 標準

8 南アメリカ州の気候～熱帯～ 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 南アメリカ州の概観（自然） 基本

9 オセアニア州の気候～火山，さばく～ 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オセアニア州の概観（自然） 基本

8 地理的思考レッスン１（自然条件） 2 日本の地形 1 日本の国土の特色 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の国土の特色 基本

2 日本の山地の特色 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の地形（山地） 挑戦

3 日本周辺の海流 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の海 標準

4 日本の主要な地形～海～ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の海 基本

5 日本の主要な地形～山地～ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の山地 基本

6 日本の主要な地形～川～ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の川 基本

7 日本の主要な地形～平野～ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の平野 標準

8 地理的思考レッスン１（自然条件） 3 日本のさまざまな気候 1 日本の気候の特徴① 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の気候 基本

2 日本の気候の特徴② 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 基本

3 日本の気候の特徴③ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 標準

4 日本の気候区分① 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の気候 標準

5 日本の気候区分② 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の気候 挑戦

6 日本の気候区分③ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 挑戦

8 地理的思考レッスン１（自然条件） 4 日本の気候を形づくるもの 1 気候に影響する山地 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の地形（山地） 基本

2 気候に影響する空気① 中学2年 大気の動きと日本の天気 日本周辺の気団 基本

3 気候に影響する空気② 中学2年 大気の動きと日本の天気 日本周辺の気団 標準

4 気候に影響する空気③ 中学2年 大気の動きと日本の天気 日本周辺の気団 挑戦

5 冬の気候のしくみ 中学2年 大気の動きと日本の天気 冬の天気 標準

6 夏の気候のしくみ 中学2年 大気の動きと日本の天気 夏の天気 標準

7 春，秋の気候のしくみ 中学2年 大気の動きと日本の天気 春と秋の天気 基本

8 梅雨，台風のしくみ 中学2年 大気の動きと日本の天気 梅雨と台風 基本

9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 1 世界の自然条件に適応したくらし 1 寒帯・冷帯の衣食住 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 寒帯・冷帯のくらし 挑戦

2 温帯の衣食住 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 温帯のくらし 標準

3 熱帯・乾燥帯の衣食住 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 熱帯・乾燥帯のくらし 挑戦

4 高山気候の衣食住 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 高地のくらし 挑戦

5 低地の衣食住 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 低地のくらし 標準

6 世界の気候と衣食住① 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界のくらしと文化 基本

7 世界の気候と衣食住② 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界のくらしと文化 標準
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9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 2 世界の自然条件を生かした産業 1 アジア州の農業① 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 アジアの農業 基本

2 アジア州の農業② 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 アジアの農業 標準

3 ヨーロッパ州の産業 中学1年 世界の諸地域(2)　ヨーロッパ州 ヨーロッパの産業 基本

4 アフリカ州の産業 中学1年 世界の諸地域(3)　アフリカ州 アフリカの産業 標準

5 北アメリカ州の農業 中学1年 世界の諸地域(4)　北アメリカ州 アメリカ合衆国の農業 標準

6 南アメリカ州の産業 中学1年 世界の諸地域(5)　南アメリカ州 南アメリカの産業 基本

7 オセアニア州の産業 中学1年 世界の諸地域(6)　オセアニア州 オーストラリアの産業 標準

9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 3 日本の自然条件に適応したくらし 1 高地のくらし 小学5年 高い土地の人たちのくらし 高い土地の人たちのくらし 基本

2 低地のくらし 小学5年 低い土地の人たちのくらし 低い土地の人たちのくらし 基本

3 寒い地域のくらし 小学5年 寒い土地の人たちのくらし 寒い土地の人たちのくらし 基本

4 寒い地域のくらし～北海道地方～ 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方のくらしと観光 標準

5 あたたかい地域のくらし 小学5年 あたたかい土地の人たちのくらし あたたかい土地の人たちのくらし 挑戦

6 あたたかい地域のくらし～九州地方～ 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方の生活と文化 標準

9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 4 日本の自然条件を生かした産業 (1) 1 自然条件を生かした農業・水産業 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の国土の特色 標準

2 自然条件を生かした野菜作り 小学5年 食料品の産地 野菜づくりのさかんな地いき 標準

3 自然条件を生かした果物作り 小学5年 食料品の産地 果物づくりのさかんな地いき 基本

4 自然条件を生かした水産業① 小学5年 水産業のさかんな地いき 日本の水産業 基本

5 自然条件を生かした水産業② 小学5年 水産業のさかんな地いき 日本の水産業 挑戦

6 自然条件を生かした水産業③ 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の水産業 基本

9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 5 日本の自然条件を生かした産業 (2) 1 北海道地方の農業 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の農業 (稲作） 標準

2 北海道地方の水産業 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方の漁業 標準

3 東北地方の農業 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の農林水産業 基本

4 東北地方の林業・水産業 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の農林水産業 標準

5 関東地方の農業 中学1年 日本の諸地域(5)　関東地方 関東地方の農業 基本

6 中部地方の農業① 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 中央高地の産業 挑戦

7 中部地方の農業② 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 北陸の産業 基本

8 近畿地方の農業・水産業 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の農林水産業 標準

9 中国・四国地方の農業・水産業 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中国・四国地方の農業，漁業 基本

10 九州地方の農業 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方の農業 基本

9 地理的思考レッスン２（自然条件と生活） 6 日本の地理的条件を生かした工業 1 自然条件を生かしたまちづくり 小学4年 自然や歴史を生かした地いき 自然やれきしを生かしたまちづくり 挑戦

2 北海道地方の観光業 中学1年 日本の諸地域(7)　北海道地方 北海道地方のくらしと観光 基本

3 東北地方の工業 中学1年 日本の諸地域(6)　東北地方 東北地方の工業 標準

4 関東地方の工業 中学1年 日本の諸地域(5)　関東地方 関東地方の工業 基本

5 中部地方の工業 中学1年 日本の諸地域(4)　中部地方 東海の産業 標準

6 近畿地方の工業 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の工業 基本

7 中国・四国地方の工業 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中国・四国地方の工業 基本

8 九州地方の工業 中学1年 日本の諸地域(1)　九州地方 九州地方の鉱工業 標準

10 今につながる１（民衆の生活の変化） 1 農民の努力 1 旧石器時代の人々のくらし 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 日本の旧石器時代 標準

2 縄文時代の人々のくらし① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 狩りや漁のくらし（くらし） 基本

3 縄文時代の人々のくらし② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 縄文時代 標準

4 弥生時代の人々のくらし① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 米づくりのむら（くらし） 標準

5 弥生時代の人々のくらし② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 弥生時代 挑戦

6 奈良時代の人々のくらし① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 奈良時代 挑戦

7 奈良時代の人々のくらし② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 農民の生活 挑戦

8 鎌倉時代の人々のくらし 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 鎌倉時代の人々の生活 挑戦

9 室町時代の人々のくらし① 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 たちあがる農民 基本

10 室町時代の人々のくらし② 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 農民の成長と土一揆 標準

10 今につながる１（民衆の生活の変化） 2 身分の固定 1 安土桃山時代の人々のくらし① 小学6年 天下統一への道のり 豊臣秀吉 基本

2 安土桃山時代の人々のくらし② 中学1年 結びつく世界と全国統一 豊臣秀吉の統一事業 標準

3 江戸時代の人々の身分① 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 江戸時代の身分と人々のくらし 基本

4 江戸時代の人々の身分② 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 江戸時代の身分と人々のくらし 標準

5 江戸時代の人々のくらし① 小学6年 江戸時代のくらしと文化 産業・交通の発達 標準

6 江戸時代の人々のくらし② 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 産業の発達 基本

7 江戸時代の人々のくらし③ 小学6年 江戸時代のくらしと文化 ゆれる幕府の政治 基本

8 江戸時代の人々のくらし④ 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 農村の変化 標準

9 江戸時代の人々の文化 小学6年 江戸時代のくらしと文化 町人の文化 基本

10 今につながる１（民衆の生活の変化） 3 身分の廃止と産業の発展 1 明治時代の人々の身分 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 四民平等 基本

2 明治時代の人々の文化① 小学6年 新しい政府とくらしの変化 文明開化 基本

3 明治時代の人々の文化② 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 欧米文化の導入 基本

4 明治時代の産業① 小学6年 世界の中の日本へ 産業の発展 挑戦

5 明治時代の産業② 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 日本の産業革命と社会問題の発生 基本

6 大正時代の人々のくらし 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 都市化の進行と大衆文化 標準

10 今につながる１（民衆の生活の変化） 4 戦争 1 昭和時代（戦時中）の人々のくらし① 中学1年 第二次世界大戦と日本 戦時下の生活 基本

2 昭和時代（戦時中）の人々のくらし② 中学1年 第二次世界大戦と日本 戦時下の生活 標準

3 昭和時代（終戦直後）の人々のくらし① 小学6年 新しく平和な日本への歩み 新しい日本へ 基本

4 昭和時代（終戦直後）の人々のくらし② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本の民主化 基本

5 昭和時代（終戦直後）の人々のくらし③ 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本の民主化 標準

10 今につながる１（民衆の生活の変化） 5 現代の人々のくらし 1 昭和時代（戦後）の人々のくらし① 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 基本

2 昭和時代（戦後）の人々のくらし② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 戦後の文化とメディア 基本

3 現代の人々のくらし① 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 情報社会 基本

4 現代の人々のくらし② 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地球環境問題 基本

5 現代の人々のくらし③ 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 グローバル化する社会 標準

6 現代の人々のくらし④ 中学1年 日本の地域的特色(2)　人口から見た特色 過疎と過密の地域 基本

7 現代の人々のくらし⑤ 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 少子高齢社会 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 1 朝廷や貴族による政治 1 豪族・王による政治① 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 邪馬台国 基本

2 豪族・王による政治② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 邪馬台国 標準

3 朝廷による政治① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 大和朝廷（大和政権）の統一と政治 基本

4 朝廷による政治② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 大和政権と東アジア 基本

5 飛鳥時代の政治① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 聖徳太子（政治） 標準

6 飛鳥時代の政治② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 聖徳太子の政治と飛鳥文化 基本

7 大化の改新① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 大化の改新 挑戦

8 大化の改新② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 大化の改新と東アジア 標準

9 仏教で治める政治① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 奈良時代 基本

10 仏教で治める政治② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 天平文化 基本

11 律令国家 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 大宝律令 基本

12 貴族による政治① 小学6年 貴族がつくりだした文化 藤原氏の政治 基本

13 貴族による政治② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 摂関政治 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 2 武士による政治 1 貴族の政治から武士の政治へ① 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 武士の登場 基本

2 貴族の政治から武士の政治へ② 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 武士のおこりと成長 基本

3 貴族の政治から武士の政治へ③ 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 武士の登場 挑戦

4 武士が幕府をひらく① 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 鎌倉幕府（源氏の政治） 基本

5 武士が幕府をひらく② 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 源平の争いと鎌倉幕府 基本

6 武士が幕府をひらく③ 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 源平の争いと鎌倉幕府 挑戦
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11 今につながる２（政治体制の変化） 3 江戸幕府による政治 1 豊臣政権から徳川政権へ 中学1年 結びつく世界と全国統一 秀吉の海外政策 挑戦

2 江戸幕府による政治① 小学6年 江戸幕府による政治の安定 徳川家康 基本

3 江戸幕府による政治② 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 江戸幕府の成立 基本

4 江戸幕府による政治③ 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 江戸幕府のしくみ 基本

5 江戸幕府による政治～鎖国～① 小学6年 江戸幕府による政治の安定 鎖国の始まり 基本

6 江戸幕府による政治～鎖国～② 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 鎖国への流れ 基本

7 江戸幕府による政治～鎖国～③ 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 鎖国後の外交 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 4 明治の新政府による政治へ 1 江戸幕府の政治から新政府の政治へ① 中学1年 開国と江戸幕府の滅亡 幕府のおとろえと天保の改革 基本

2 江戸幕府の政治から新政府の政治へ② 中学1年 開国と江戸幕府の滅亡 倒幕運動 基本

3 江戸幕府の政治から新政府の政治へ③ 中学1年 開国と江戸幕府の滅亡 江戸幕府の滅亡 基本

4 新政府による政治～中央集権～ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 版籍奉還と廃藩置県 基本

5 新政府による政治～身分の廃止～ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 四民平等 基本

6 新政府による政治～軍隊，財源～ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 明治維新の三大改革 基本

7 新政府による政治～国際関係～ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 新しい国際関係 基本

8 国会の開設① 小学6年 世界の中の日本へ 自由民権運動と国会開設 基本

9 国会の開設② 小学6年 世界の中の日本へ 自由民権運動と国会開設 標準

10 国会の開設③ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 憲法の制定と国会の開設 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 5 政党政治から軍部による支配へ 1 政党政治の実現 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 政党政治の発展 標準

2 普通選挙の実現① 小学6年 世界の中の日本へ 民主主義への動き 標準

3 普通選挙の実現② 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 社会運動の広がりと普通選挙 基本

4 政党政治から軍部の支配へ① 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 日本経済の行きづまり 基本

5 政党政治から軍部の支配へ② 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 日本経済の行きづまり 標準

6 政党政治から軍部の支配へ③ 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 満州事変 基本

7 政党政治から軍部の支配へ④ 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 満州事変 標準

8 軍部による支配 中学1年 第二次世界大戦と日本 太平洋戦争 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 6 民主政治の実現へ 1 軍部の支配から民主政治へ① 小学6年 新しく平和な日本への歩み 新しい日本へ 基本

2 軍部の支配から民主政治へ② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 占領下の日本 基本

3 軍部の支配から民主政治へ③ 中学1年 日本の民主化と世界の動き 占領下の日本 標準

4 民主政治の実現① 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本の民主化 基本

5 民主政治の実現② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本の民主化 標準

11 今につながる２（政治体制の変化） 7 現代の民主政治のしくみ (1) 1 選挙① 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 選挙 基本

2 選挙② 中学3年 民主政治のしくみ 選挙の意義としくみ 標準

3 国会のしくみ① 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 国会 基本

4 国会のしくみ② 中学3年 国会・内閣・裁判所 国会のしくみ 標準

5 国会のしくみ③ 中学3年 国会・内閣・裁判所 衆議院の優越 基本

6 国会のしくみ④ 中学3年 国会・内閣・裁判所 国会の働き 標準

7 内閣のしくみ① 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 内閣 基本

8 内閣のしくみ② 中学3年 国会・内閣・裁判所 行政と内閣 標準

9 内閣のしくみ③ 中学3年 国会・内閣・裁判所 国会と内閣 基本

10 内閣のしくみ④ 中学3年 国会・内閣・裁判所 行政機関のしくみ 基本

11 今につながる２（政治体制の変化） 8 現代の民主政治のしくみ (2) 1 裁判所のしくみ① 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 裁判所 基本

2 裁判所のしくみ② 中学3年 国会・内閣・裁判所 裁判所の役割 標準

3 裁判所のしくみ③ 中学3年 国会・内閣・裁判所 司法権の独立 基本

4 裁判所のしくみ④ 中学3年 国会・内閣・裁判所 裁判の種類 基本

5 三権分立 中学3年 国会・内閣・裁判所 三権の分立 基本

12 今につながる３（経済・産業の変化） 1 産業の発展 (1) 1 奈良時代の貨幣 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 平城京 標準

2 鎌倉時代の産業 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 鎌倉時代の人々の生活 挑戦

3 室町時代の農業 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 農民の成長と土一揆 基本

4 室町時代の産業① 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 産業の広がり 基本

5 室町時代の産業② 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 産業の広がり 標準

6 江戸時代の都市・交通① 小学6年 江戸時代のくらしと文化 産業・交通の発達 基本

7 江戸時代の都市・交通② 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 都市・交通の発達 基本

8 江戸時代の都市・交通③ 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 都市・交通の発達 標準

9 江戸時代の農業 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 産業の発達 基本

10 江戸時代の産業 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 産業の発達 標準

11 江戸時代後半の産業 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 農村の変化 標準

12 今につながる３（経済・産業の変化） 2 産業の発展 (2) 1 明治時代の産業① 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 殖産興業 標準

2 明治時代の産業② 小学6年 世界の中の日本へ 産業の発展 基本

3 日本の産業革命 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 日本の産業革命と社会問題の発生 基本

4 高度経済成長① 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 基本

5 高度経済成長② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 標準

12 今につながる３（経済・産業の変化） 3 現代の日本の産業 1 農業① 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の農業 基本

2 農業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の農業 標準

3 工業① 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の工業 基本

4 工業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 世界の中の日本の工業 標準

5 第三次産業① 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の第三次産業 基本

6 第三次産業② 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本の第三次産業 標準

12 今につながる３（経済・産業の変化） 4 土地制度の変化 1 公地公民 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 農民の生活 基本

2 土地の私有～荘園～① 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 荘園の始まり 基本

3 土地の私有～荘園～② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 荘園の始まり 標準

4 土地の私有～荘園の発達～① 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 荘園の発達 基本

5 土地の私有～荘園の発達～② 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 荘園の発達 標準

6 検地① 小学6年 天下統一への道のり 豊臣秀吉 挑戦

7 検地② 中学1年 結びつく世界と全国統一 豊臣秀吉の統一事業 基本

8 地租改正 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 明治維新の三大改革 標準

9 地主からの解放 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本の民主化 挑戦

12 今につながる３（経済・産業の変化） 5 景気の変化 1 貨幣経済の広がり 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 農村の変化 基本

2 世界恐慌 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 世界恐慌 基本

3 昭和恐慌① 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 日本経済の行きづまり 基本

4 昭和恐慌② 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 日本経済の行きづまり 標準

5 経済復興への動き 中学1年 日本の民主化と世界の動き 占領政策の転換 標準

6 高度経済成長 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 基本

7 高度経済成長の終わりへ 中学1年 日本の民主化と世界の動き 高度経済成長 挑戦

8 バブル経済，平成不況 中学1年 これからの日本と世界 日本と世界 基本

12 今につながる３（経済・産業の変化） 6 現代の経済のしくみ 1 資本主義経済の起こり 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 産業革命と資本主義 基本

2 資本主義経済のしくみ① 中学3年 企業の役割と労働 企業の働きと資本主義経済 基本

3 資本主義経済のしくみ② 中学3年 企業の役割と労働 企業の働きと資本主義経済 挑戦

4 市場経済のしくみ 中学3年 市場経済と金融 商品と価格 標準

5 景気変動 中学3年 市場経済と金融 景気変動と経済政策 基本

6 経済のグローバル化 中学3年 市場経済と金融 日本経済のグローバル化 標準
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ステップ名 教材No. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

13 今につながる４（法の変化） 1 昔のさまざまな法 1 十七条の憲法 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 聖徳太子の政治と飛鳥文化 標準

2 大宝律令 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 大宝律令 基本

3 墾田永年私財法 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 荘園の始まり 基本

4 御成敗式目 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 執権政治 基本

5 徳政令 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 鎌倉幕府の滅亡 標準

6 戦国大名の分国法 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 戦国大名の登場 挑戦

7 刀狩令 中学1年 結びつく世界と全国統一 豊臣秀吉の統一事業 標準

8 武家諸法度，禁中並公家諸法度① 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 大名や朝廷の統制 基本

9 武家諸法度，禁中並公家諸法度② 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 大名や朝廷の統制 挑戦

10 徴兵令 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 明治維新の三大改革 基本

11 普通選挙法，治安維持法 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 社会運動の広がりと普通選挙 基本

13 今につながる４（法の変化） 2 大日本帝国憲法と日本国憲法 1 大日本帝国憲法の制定 小学6年 世界の中の日本へ 自由民権運動と国会開設 基本

2 大日本帝国憲法の特徴① 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 憲法の制定と国会の開設 標準

3 大日本帝国憲法の特徴② 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 憲法の制定と国会の開設 挑戦

4 日本国憲法の制定 中学1年 日本の民主化と世界の動き 日本国憲法の制定 基本

5 日本国憲法の特徴① 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 日本国憲法の特色 基本

6 日本国憲法の特徴② 小学6年 日本国憲法と政治のしくみ 日本国憲法の特色 標準

7 日本国憲法の特徴③ 中学3年 人権思想と日本国憲法 日本国憲法の基本原理 標準

8 ２つの憲法のちがい 中学3年 人権思想と日本国憲法 大日本帝国憲法と日本国憲法 基本

13 今につながる４（法の変化） 3 日本国憲法の基本原理 1 ３つの基本原理 中学3年 人権思想と日本国憲法 日本国憲法の基本原理 基本

2 平和主義 中学3年 人権思想と日本国憲法 平和主義 標準

3 基本的人権の尊重～平等権～ 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権（平等権） 基本

4 基本的人権の尊重～自由権～ 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権（自由権） 基本

5 基本的人権の尊重～社会権～ 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権（社会権） 基本

6 基本的人権の尊重～新しい人権～ 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 新しい人権 基本

7 基本的人権を守るための権利 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 基本的人権を守るための権利 基本

8 国民の義務と公共の福祉 中学3年 日本国憲法による基本的人権の尊重 国民の義務と公共の福祉 標準

14 今につながる５（外交関係の変化） 1 外国から知識や文化を学ぶ 1 稲作 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 弥生時代 基本

2 中国・朝鮮半島との交流 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 大和政権と東アジア 挑戦

3 遣隋使① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 聖徳太子（外交と文化） 基本

4 遣隋使② 小学6年 天皇を中心とした国づくり 聖徳太子（外交と文化） 挑戦

5 遣唐使① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 奈良時代 標準

6 遣唐使② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 天平文化 基本

7 元の襲来① 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 元との戦い 標準

8 元の襲来② 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 元の襲来 標準

9 東アジアとの貿易① 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 東アジアとのかかわり 基本

10 東アジアとの貿易② 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 東アジアとのかかわり 標準

14 今につながる５（外交関係の変化） 2 鎖国下の交易 1 ヨーロッパ人の世界進出 中学1年 結びつく世界と全国統一 新航路とヨーロッパの拡大 基本

2 ヨーロッパ人との出会い 中学1年 結びつく世界と全国統一 鉄砲とキリスト教の伝来 基本

3 南蛮貿易 中学1年 結びつく世界と全国統一 鉄砲とキリスト教の伝来 標準

4 朝鮮出兵と海外貿易① 中学1年 結びつく世界と全国統一 秀吉の海外政策 基本

5 朝鮮出兵と海外貿易② 中学1年 結びつく世界と全国統一 秀吉の海外政策 標準

6 鎖国① 小学6年 江戸幕府による政治の安定 鎖国の始まり 基本

7 鎖国② 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 鎖国への流れ 標準

8 鎖国後の外交 中学1年 江戸幕府の成立と鎖国 鎖国後の外交 基本

9 オランダの学問 小学6年 江戸時代のくらしと文化 学問の発達 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 3 開国 1 世界情勢～資本主義～ 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 産業革命と資本主義 基本

2 世界情勢～清の弱体化～ 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 アヘン戦争 基本

3 世界情勢～アジアの植民地化～ 中学1年 欧米の近代化とアジア進出 アジアの植民地化 基本

4 外国船の出現 中学1年 開国と江戸幕府の滅亡 外国船の出現 標準

5 ペリー来航① 小学6年 新しい政府とくらしの変化 開国と江戸幕府の滅亡 標準

6 ペリー来航② 中学1年 開国と江戸幕府の滅亡 開国 標準

7 欧米にならった国づくり① 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 明治維新の三大改革 基本

8 欧米にならった国づくり② 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 殖産興業 基本

9 欧米文化の導入① 小学6年 新しい政府とくらしの変化 文明開化 基本

10 欧米文化の導入② 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 欧米文化の導入 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 4 帝国主義国の一員へ 1 不平等条約の改正① 小学6年 世界の中の日本へ 日清・日露戦争 基本

2 不平等条約の改正② 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 列強の世界進出と条約改正 基本

3 帝国主義国の一員へ～日清戦争～ 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 日清戦争 基本

4 帝国主義国の一員へ～日露戦争～ 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 日露戦争 基本

5 帝国主義国の一員へ～韓国併合～ 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 韓国併合 基本

6 中国・韓国の反発 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き アジアの民族運動 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 5 大きな戦争 1 第一次世界大戦への参戦① 小学6年 世界の中の日本へ 第一次世界大戦と日本 基本

2 第一次世界大戦への参戦② 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 第一次世界大戦 基本

3 日中戦争① 小学6年 アジア・太平洋の戦争 日本と中国の戦争 基本

4 日中戦争② 中学1年 世界恐慌から日中戦争へ 日中戦争 基本

5 太平洋戦争の開始 中学1年 第二次世界大戦と日本 太平洋戦争 基本

6 敗戦① 中学1年 第二次世界大戦と日本 日本の降伏 基本

7 敗戦② 中学1年 第二次世界大戦と日本 日本の降伏 標準

8 アメリカによる占領 中学1年 日本の民主化と世界の動き 占領下の日本 基本

9 独立の回復 中学1年 日本の民主化と世界の動き サンフランシスコ平和条約 基本

10 周辺国との国交 中学1年 日本の民主化と世界の動き 国際関係の変化 基本
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テーマ学習　教材リスト　「社会」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース

No.
コース名

ステップ

No.
ステップ名 教材No. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

14 今につながる５（外交関係の変化） 6 現代の日本と外国のつながり 1 食品の輸入 小学3年 店ではたらく人の仕事 品物はどこから 挑戦

2 世界とつながるまちづくり 小学4年 世界とつながる地いき 世界とつながるまちづくり 標準

3 アメリカ合衆国とのつながり 小学6年 日本とアメリカ合衆国のつながり 日本とアメリカ合衆国のつながり 標準

4 中国とのつながり 小学6年 日本と中国のつながり 日本と中国のつながり 基本

5 韓国とのつながり 小学6年 日本と韓国のつながり 日本と韓国のつながり 標準

6 サウジアラビアとのつながり 小学6年 日本とサウジアラビアのつながり 日本とサウジアラビアのつながり 挑戦

7 ブラジルとのつながり 小学6年 日本とブラジルのつながり 日本とブラジルのつながり 標準

8 世界で果たす役割① 小学6年 世界の中の日本の役割 世界平和と日本の役割 標準

9 世界で果たす役割② 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 国際社会における日本の役割 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 7 現代の国際社会のしくみ 1 国家 中学3年 国家と国際社会のしくみ 主権国家と日本の領土 基本

2 国際連合① 小学6年 世界の中の日本の役割 国際連合の活動 標準

3 国際連合② 中学3年 国家と国際社会のしくみ 国際連合のしくみ 基本

4 国際連合③ 中学3年 国家と国際社会のしくみ 国際連合の働き 標準

5 地域統合 中学3年 国家と国際社会のしくみ 地域主義と国際協力 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 8 現代の国際社会の課題 1 紛争問題① 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地域紛争と平和への取り組み 基本

2 紛争問題② 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地域紛争と平和への取り組み 標準

3 地球環境問題 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 地球環境問題 基本

4 資源・エネルギー問題 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 資源・エネルギー問題 基本

5 食料問題 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 世界の貧困・食料問題 基本

6 経済格差の問題 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 発展途上国の経済 基本

14 今につながる５（外交関係の変化） 9 現代の世界と日本～グローバル化～ 1 交通・通信網の発達 中学1年 日本の地域的特色(4)　交通や通信から見た特色 世界の交通・通信網と日本 基本

2 グローバル化① 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 グローバル化する社会 基本

3 グローバル化② 中学3年 私たちが生きる現代社会の特色 グローバル化する社会 標準

4 経済のグローバル化 中学3年 市場経済と金融 日本経済のグローバル化 標準

5 文化の画一化① 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 文化の多様性 基本

6 文化の画一化② 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界のくらしと文化 標準

15 今につながる６（文化の変化） 1 大陸から伝わった文化 1 縄文文化～縄文土器～① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 狩りや漁のくらし（文化） 標準

2 縄文文化～縄文土器～② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 縄文時代 基本

3 弥生文化～弥生土器や青銅器～① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 米づくりのむら（文化） 基本

4 弥生文化～弥生土器や青銅器～② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 弥生時代 標準

5 古墳文化～古墳や渡来人～① 小学6年 大昔のくらしと国土の統一 大和朝廷（大和政権）の統一と文化 標準

6 古墳文化～古墳や渡来人～② 中学1年 日本の成り立ちと古代文化 大和政権と東アジア 標準

7 飛鳥文化～仏教～① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 聖徳太子（外交と文化） 標準

8 飛鳥文化～仏教～② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 聖徳太子の政治と飛鳥文化 挑戦

9 天平文化～仏教と国際色～① 小学6年 天皇を中心とした国づくり 奈良時代 標準

10 天平文化～仏教と国際色～② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 天平文化 標準

15 今につながる６（文化の変化） 2 日本で発展した文化 1 国風文化～貴族～① 小学6年 貴族がつくりだした文化 平安時代の文化 基本

2 国風文化～貴族～② 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 東アジアの動きと国風文化 基本

3 国風文化～貴族～③ 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 東アジアの動きと国風文化 標準

4 浄土信仰 中学1年 古代国家の進展と貴族の政治 新しい仏教と浄土信仰 標準

5 天平文化・国風文化の文学① 中学3年 文学史（江戸時代まで） 奈良・平安時代（詩歌・歌謡・俳句） 標準

6 天平文化・国風文化の文学② 中学3年 文学史（江戸時代まで） 奈良・平安時代（物語・説話・小説） 標準

7 天平文化・国風文化の文学③ 中学3年 文学史（江戸時代まで） 奈良・平安時代（随筆・紀行・日記・他） 標準

15 今につながる６（文化の変化） 3 武士や民衆にも広がる文化 1 鎌倉文化・鎌倉仏教 中学1年 武士の成長と鎌倉幕府 鎌倉時代の文化と仏教 基本

2 室町文化～貴族・武士・民衆～① 小学6年 武士の世の中のはじまりと室町文化 室町時代の文化 基本

3 室町文化～貴族・武士・民衆～② 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 室町時代の文化 基本

4 室町文化～貴族・武士・民衆～③ 中学1年 ユーラシアの動きと武家政治の展開 室町時代の文化 標準

5 能 中学1年 日本の伝統音楽 能 標準

6 鎌倉文化・室町文化の文学① 中学3年 文学史（江戸時代まで） 鎌倉・室町時代（詩歌・歌謡・俳句） 基本

7 鎌倉文化・室町文化の文学② 中学3年 文学史（江戸時代まで） 鎌倉・室町時代（物語・説話・小説） 基本

8 鎌倉文化・室町文化の文学③ 中学3年 文学史（江戸時代まで） 鎌倉・室町時代（随筆・紀行・日記・他） 標準

9 桃山文化～大名や豪商～① 中学1年 結びつく世界と全国統一 桃山文化 基本

10 桃山文化～大名や豪商～② 中学1年 結びつく世界と全国統一 桃山文化 標準

15 今につながる６（文化の変化） 4 町人の文化 (1) 1 江戸時代の文化 小学6年 江戸時代のくらしと文化 町人の文化 標準

2 元禄文化～上方～① 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 元禄文化 基本

3 元禄文化～上方～② 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 元禄文化 標準

4 化政文化～江戸～① 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 化政文化 基本

5 化政文化～江戸～② 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 化政文化 標準

15 今につながる６（文化の変化） 5 町人の文化 (2) 1 江戸時代の芸能～歌舞伎～ 中学1年 日本の伝統音楽 歌舞伎 標準

2 江戸時代の芸能～文楽～ 中学1年 日本の伝統音楽 文楽 標準

3 江戸時代の文学① 中学3年 文学史（江戸時代まで） 江戸時代（詩歌・歌謡・俳句） 基本

4 江戸時代の文学② 中学3年 文学史（江戸時代まで） 江戸時代（物語・説話・小説） 標準

5 江戸時代の文学③ 中学3年 文学史（江戸時代まで） 江戸時代（随筆・紀行・日記・他） 標準

6 江戸時代の学問① 小学6年 江戸時代のくらしと文化 学問の発達 基本

7 江戸時代の学問② 中学1年 産業の発達と幕府政治の改革 新しい学問 基本

8 平安～江戸時代の美術 中学1年 さまざまな美術作品 日本の美術 (平安～江戸) 標準

15 今につながる６（文化の変化） 6 欧米文化をとりいれた文化 1 文明開化① 小学6年 新しい政府とくらしの変化 文明開化 挑戦

2 文明開化② 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 欧米文化の導入 基本

3 文明開化③ 中学1年 明治維新と近代国家への歩み 欧米文化の導入 標準

4 近代文化～欧米文化と日本文化～① 小学6年 世界の中の日本へ 明治の文化 標準

5 近代文化～欧米文化と日本文化～② 中学1年 日清・日露戦争と東アジア 明治時代の文化 基本

6 明治時代の文学① 中学3年 文学史（明治時代以降） 明治時代（詩歌・歌謡・俳句） 基本

7 明治時代の文学② 中学3年 文学史（明治時代以降） 明治時代（物語・説話・小説） 基本

8 明治時代の文学③ 中学3年 文学史（明治時代以降） 明治時代（随筆・紀行・日記・他） 基本

15 今につながる６（文化の変化） 7 大衆が担う文化 1 大衆文化～都市～① 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 都市化の進行と大衆文化 基本

2 大衆文化～都市～② 中学1年 第一次世界大戦と日本の動き 都市化の進行と大衆文化 挑戦

3 大正時代の文学① 中学3年 文学史（明治時代以降） 大正時代（詩歌・歌謡・俳句） 基本

4 大正時代の文学② 中学3年 文学史（明治時代以降） 大正時代（物語・説話・小説） 基本

5 大正時代の文学③ 中学3年 文学史（明治時代以降） 大正時代（随筆・紀行・日記・他） 基本

15 今につながる６（文化の変化） 8 現代の文化 1 戦後の文化～メディア～① 中学1年 日本の民主化と世界の動き 戦後の文化とメディア 標準

2 戦後の文化～メディア～② 中学1年 日本の民主化と世界の動き 戦後の文化とメディア 挑戦

3 昭和時代の文学① 中学3年 文学史（明治時代以降） 昭和時代（詩歌・歌謡・俳句） 基本

4 昭和時代の文学② 中学3年 文学史（明治時代以降） 昭和時代（戦前の小説・随筆） 基本

5 昭和時代の文学③ 中学3年 文学史（明治時代以降） 昭和時代（戦後の小説・随筆） 基本

6 明治時代～現代の美術 中学1年 さまざまな美術作品 日本の美術 (明治～現代) 標準

15 今につながる６（文化の変化） 9 日本と世界の文化 1 現代社会と文化① 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 現代社会と文化 基本

2 現代社会と文化② 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 現代社会と文化 標準

3 日本文化の伝統と継承① 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 日本文化の継承と創造 基本

4 日本文化の伝統と継承② 中学3年 現代社会の文化・現代社会の見方や考え方 日本文化の継承と創造 標準

5 文化の多様性① 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 文化の多様性 基本

6 文化の多様性② 中学3年 国際社会の課題と未来への取り組み 文化の多様性 標準
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テーマ学習　教材リスト　「社会」

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

コース

No.
コース名

ステップ

No.
ステップ名 教材No. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

16 社会のわざ１（基本の知識・技能） 1 地図，時差 1 地図の種類 中学1年 地域調査の方法 地図の種類 標準

2 地図のきまり 中学1年 地域調査の方法 地図の約束 基本

3 地図記号 中学1年 地域調査の方法 地図の約束 標準

4 縮尺のよみとり 中学1年 地域調査の方法 地図の約束 挑戦

5 世界地図の種類 中学1年 世界のすがた 地球と地球上の位置の表し方 標準

6 時差 中学1年 日本のすがた 標準時と時差 標準

7 時差の計算 中学1年 日本のすがた 標準時と時差 挑戦

16 社会のわざ１（基本の知識・技能） 2 調査の方法 1 地域の調査の視点① 中学1年 地域調査の方法 地域調査 基本

2 地域の調査の視点② 中学1年 地域のあり方 地域の課題の調査 標準

3 資料の使い方① 中学1年 地域調査の方法 地図の種類 基本

4 資料の使い方② 中学1年 地域のあり方 地域の課題の調査 挑戦

5 調査の方法 中学1年 地域調査の方法 地域調査 標準

6 調査結果のまとめ方 中学1年 地域のあり方 解決策の構想と発表 基本

16 社会のわざ１（基本の知識・技能） 3 歴史の基礎知識 1 西暦・世紀① 中学1年 年代のあらわし方 西暦・世紀の考え方 基本

2 西暦・世紀② 中学1年 年代のあらわし方 西暦・世紀の考え方 標準

3 年号・時代区分① 中学1年 年代のあらわし方 元号・時代区分の考え方 基本

4 年号・時代区分② 中学1年 年代のあらわし方 元号・時代区分の考え方 標準

5 年号・時代区分③ 中学1年 年代のあらわし方 元号・時代区分の考え方 挑戦

17 社会のわざ２（資料のよみとり） 1 地図を見て考える 1 方位 小学3年 学校のまわり 方位 挑戦

2 土地のようす① 小学3年 学校のまわり まちのたんけんと地図 標準

3 土地のようす② 小学3年 わたしたちの市の様子 店の多いところ 挑戦

4 土地のようす③ 小学3年 わたしたちの市の様子 平地の様子 標準

5 土地のようす④ 小学3年 わたしたちの市の様子 住たくの多いところ 標準

6 土地のたかさ 小学4年 わたしたちの県 地図の見方 挑戦

7 地形と交通のようす① 小学4年 わたしたちの県 県の様子（地形や交通） 基本

8 地形と交通のようす② 小学4年 わたしたちの県 県の様子（地形や交通） 標準

9 産業のようす 小学4年 わたしたちの県 県の様子（くらしや産業） 基本

10 地図のよみとり① 中学1年 地域調査の方法 地図で調べる 基本

11 地図のよみとり② 中学1年 地域調査の方法 地図で調べる 標準

17 社会のわざ２（資料のよみとり） 2 グラフをよみとる 1 グラフをよみとる① 小学3年 事故や事件からくらしを守る 交通事故をふせぐ 挑戦

2 グラフをよみとる② 小学4年 健康なくらしをささえる水 わたしたちのくらしと水道（上水道） 標準

3 グラフをよみとる③ 小学5年 米づくりのさかんな地いき 日本の米づくり 挑戦

4 グラフをよみとる④ 小学5年 米づくりのさかんな地いき これからの米づくり 基本

5 グラフをよみとる⑤ 小学5年 これからの食料生産 これからの食料生産 基本

6 グラフをよみとる⑥ 小学3年 事故や事件からくらしを守る けいさつの仕事 挑戦

7 グラフをよみとる⑦ 小学5年 運輸・貿易のはたらきとこれからの工業生産 日本の貿易相手国 挑戦

17 社会のわざ２（資料のよみとり） 3 グラフを見て考える 1 グラフを見て考える① 小学5年 くらしをささえる工業生産と自動車をつくる工業 工業のさかんな地いき 挑戦

2 グラフを見て考える② 中学1年 世界の諸地域(1)　アジア州 中国の経済発展 挑戦

3 グラフを見て考える③ 中学1年 日本の地域的特色(3)　資源や産業から見た特色 日本のエネルギー事情 挑戦

4 グラフを見て考える④ 中学1年 日本の地域的特色(4)　交通や通信から見た特色 世界の国々の貿易のようす 基本

5 グラフを見て考える⑤ 中学1年 日本の地域的特色(4)　交通や通信から見た特色 世界の国々の貿易のようす 挑戦

6 グラフを見て考える⑥ 中学1年 日本の諸地域(2)　中国・四国地方 中国・四国地方の生活と文化 標準

17 社会のわざ２（資料のよみとり） 4 雨温図を見て考える 1 雨温図① 小学5年 あたたかい土地の人たちのくらし あたたかい土地の人たちのくらし 基本

2 雨温図② 小学5年 日本の地形と気候の特色 日本の気候 挑戦

3 雨温図③ 中学1年 世界各地の人々の生活と環境 世界の気候 挑戦

4 雨温図④ 中学1年 日本の地域的特色(1)　自然環境から見た特色 日本の気候 挑戦

5 雨温図⑤ 中学1年 日本の諸地域(3)　近畿地方 近畿地方の地形と気候 挑戦
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