
中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：5 問題数：76
グローバル化する社会、情報と生活、情報会社会、

少子高齢社会、現代の家族生活の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
グローバル化、情報化、少子高齢化、

持続可能な社会の解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜グローバル化する社会＞ 　　　　　　　＜解説・少子高齢化＞                                               ＜ICT＞ 　　　　　　　　　＜現代社会とわたしたちの生活-1＞

教材数：2 問題数：34
現代社会と文化、日本文化の伝統と継承

の問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
文化の定義、私たちの生活と科学

などの解説・確認問題

（OP）マイペディア for School
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜現代社会と文化＞ 　　　　　＜確認・文化の定義＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜先住民族＞ 　　　　　　　　　　　　＜わたしたちの生活と文化-1＞

教材数：2 問題数：30
私たちと社会生活、社会生活と決まり

の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
私たちと社会生活、効率と公正、

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜私たちと社会生活＞ 　　　＜解説・社会生活と決まり＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜共生社会＞ 　　　　　　　　　　　＜現代社会の見方や考え方-1＞

現代社会の特色
と私たち

私たちの生活と
文化

現代社会の
見え方や考え方

1/6 (OP)オプションコンテンツ



中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：4 問題数：92
人権思想の発達、日本国憲法の成立・基本原理、

平和主義などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
日本国憲法の成立、平和主義

などの解説・確認問題

（OP）ネットワーク図鑑 (新聞写真図鑑)
新聞写真図鑑でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント8枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜平和主義＞      ＜確認・日本国憲法の基本原理＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ポツダム宣言受諾＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜人権思想の発達-1＞

教材数：5 問題数：113
基本的人権（平等権、自由権、社会権）、

基本的人権を守るための権利など問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
基本的人権の性格、平等権、

国民の義務などの解説・確認問題

（OP）小学館スクールナレッジ
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　＜国民の義務と公共の福祉＞             ＜解説・社会権＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜労働基本権＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜基本的人権の尊重-2＞

教材数：2 問題数：30
新しい人権、国際社会と人権の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
新しい人権、国際社会と人権

の解説と確認問題

学習ワードマップ
ひとつのキーワードから関連事項を学ぶ

（OP）全国高校入試問題過去問DB
条件を絞り込み、対象の問題を表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜新しい人権＞ 　　　　　　　　＜確認・国際社会と人権＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜新しい人権＞
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜世界における人権＞

これからの
人権保障

人権と日本国憲
法

人権と共生社会
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中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：4 問題数：72
民主主義と政治、選挙の意義と仕組み、

政党、政治参加と世論の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
民主主義と政治、政党の役割

などの解説・確認問題

（OP）マイペディア for School
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜政党＞ 　　　　　＜解説・政治参加と世論＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             ＜住民運動＞  　　　　　　　　　　＜選挙のしくみ・政党と世論-2＞

教材数：11 問題数：234
国会の働き、行政と内閣、国会と内閣、

行政機関の仕組み、裁判の種類などの問題を収録

解説教材：9 確認問題：9
国会の地位と仕組み、国会の仕事、
内閣の仕事などの解説・確認問題

ステープラ
オリジナル問題を簡単な操作で作成

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント16枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜国会の働き＞ 　　　　　＜確認・行政とその課題＞ ＜お客様サポートサイト⇒ステープラ教材
　　　　　　　　　⇒中学３年生・公民　国会と内閣＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜内閣のしくみ-1＞

教材数：3 問題数：58
地方自治の仕組み、司法財政、

住民の権利と地方自治などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
地方自治の仕組みと仕事、

地方財政などの解説・確認問題

（OP）小学館スクールナレッジ
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地方自治の仕組み＞ 　　　　　　　＜確認・地方財政＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地方自治＞        　　　　　　        　　　＜地方自治のしくみ-1＞

現代の民主政治

国の政治と仕組
み

地方自治と私たち
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中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：4 問題数：75
私たちの生活と経済活動、消費生活と契約、

消費者の権利と保護などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
消費生活、消費者の権利と保護

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　＜私たちの生活と経済活動＞ 　　　　　＜解説・商品の流通と貨幣＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜消費者運動＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜消費生活と家計-1＞

教材数：4 問題数：96
企業の働き、産業構造の変化、労働者の権利、

今日の職場などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
資本主義経済と企業、企業の種類、
労働者の権利などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント8枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜今日の職場＞ 　　　　＜解説・株式会社の仕組み＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜資本＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜労働者の保護-1＞

教材数：4 問題数：111
商品と価格、独占、金融の働き、

景気変動と経済政策などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
企業の競争と独占、日本銀行の役割

などの解説・確認問題

（OP）マイペディア for School
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜商品と価格＞ ＜確認・市場経済の仕組みと価格＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜公正取引委員会＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜貨幣と流通のしくみ-1＞

消費生活と経済

生産と労働

価格の働きと金融
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中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：4 問題数：108
政府と財政、財政収入、日本の社会保障制度、

社会保障制度の課題の問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
財政の働き、社会資本の整備

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント8枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜社会保障制度の課題＞ 　　　　　　　＜解説・財政収入＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜社会福祉＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜財政のしくみ-1＞

教材数：2 問題数：50
日本の公害と環境問題、日本経済の国際化

の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
為替相場と円高・円安
などの解説・確認問題

（OP）ネットワーク図鑑 (新聞写真図鑑)
新聞写真図鑑でさらに詳しく調べる

　　　　　　　　　　　　　　　＜日本の公害と環境問題＞ 　＜確認・公害の防止と環境問題＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜新潟水俣病裁判はじまる＞

教材数：5 問題数：134
主権国家と日本の領土、国際連合の仕組み、

地域協力と経済援助などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
主権国家、国際連合の仕組み

などの解説・確認問題

学習ワードマップ
ひとつのキーワードから関連事項を学ぶ

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜国際連合の働き＞ 　　　　＜解説・地域主義の動き＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜領土問題＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜国際連合のしくみ-2＞

国際社会の
仕組み

政治の役割と
国民の福祉

これからの経済と
社会
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中学３年　公民　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：4 問題数：92
地球環境問題、資源・エネルギー、

冷戦終結と地域紛争などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
地球環境問題とその対策

などの解説・確認問題

ステープラ
オリジナル問題を簡単な操作で作成

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地球環境問題＞ ＜確認・資源・エネルギー問題＞ ＜お客様サポートサイト⇒ステープラ教材
　　　　　　　　　⇒中学３年生・公民　地球環境問題＞

　　　　　　　　　＜地球環境・エネルギー問題-1＞

教材数：3 問題数：49
文化の多様性、国際社会における日本の役割、

国際平和と軍縮の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
文化の多様性、日本の国際貢献

などの解説・確認問題

（OP）小学館スクールナレッジ
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜文化の多様性＞          ＜解説・世界平和への動き＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜核拡散防止条約＞                    　　　　＜世界平和のために-1＞

さまざまな
国際問題

これからの
地球社会と日本
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