
中学　地理　（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：8 問題数：166
地球・世界の国々などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
地球の姿・緯度と経度などの

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地球＞ 　　　　　　　　　　＜解説・地球の姿＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地図検索・世界＞ 　　　　　  　　　　　　   　　　＜地球のすがた［標準］-2＞

教材数：7 問題数：152
寒帯・冷帯の暮らし・世界の気候

などの問題を収録

解説教材：14 確認問題：14
寒帯の暮らし・温帯の暮らしなどの

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

　　　　　　　　　　　        　　　　　　＜高地の暮らし＞ 　　　　　　　　＜確認・高地の暮らし＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・冷帯＞ 　　　　　　　　　　　　　＜世界の人々のくらし［標準］-1＞

教材数：8 問題数：172
アジア州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：9 確認問題：9
アジア州の地形・気候などの

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12枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜アジア州の概観（自然）＞ 　　　　＜解説・アジア州の気候＞ 　　　　　　　＜社会・学習資料・世界のさまざまな気候＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜東南アジアの国々［基本］-1＞

世界の姿

世界各地の人々の
生活と環境

世界の諸地域
アジア州

1/8 (OP)オプションコンテンツ



中学　地理　（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：6 問題数：132
ヨーロッパ州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：8 確認問題：8
ヨーロッパ州の地形・気候などの

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

　　　　　　　　　　　　　　＜ヨーロッパ州の概観（自然）＞ 　　    ＜確認・ヨーロッパ州の気候＞ 　　　　　　　＜地図検索・世界（ヨーロッパ）＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜ヨーロッパの国々［基本］-2＞

教材数：4 問題数：96
アフリカ州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
アフリカ州の地形・気候などの

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

　　　　　　　　　　　　　　　 　＜アフリカ州の概観（自然）＞            ＜解説・アフリカ州の地形＞ 　　　　　　　　　＜言葉検索・アフリカ＞ 　　　             　　　　＜アフリカの国々［基本］-1＞

教材数：6 問題数：109
北アメリカ州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
北アメリカ州の地形・気候などの

解説と確認問題

（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

　　　　　　　　　　　　　　＜北アメリカ州の概観（自然）＞ 　　＜確認・北アメリカ州の地形＞ 　　　　　　　＜地図検索・世界（北アメリカ）＞ 　　　　　　　　　　　　　＜北アメリカの国々［標準］-2＞

世界の諸地域
北アメリカ州

世界の諸地域
ヨーロッパ州

世界の諸地域
アフリカ州
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中学　地理　（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：97
南アメリカ州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
南アメリカ州の地形・気候などの

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

　　　　　　　　　　　　　　　　＜南アメリカ州の概観（自然）＞ ＜解説・南アメリカ州の歴史と文化＞ 　　　　　　　＜地図検索・世界（南アメリカ）＞ 　　　　　　　　　　　　　＜中部・南アメリカの国々[基本]-1＞

教材数：4 問題数：78
オセアニア州の概観（自然/歴史と文化）

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
オセアニア州の地形・気候などの

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

　　　　　　　　　　　　　　＜オセアニア州の概観（自然）＞ 　　　＜確認・オセアニア州の地形＞ 　　　　　　　＜地図検索 世界（オセアニア州）＞ 　　　　　　　＜オーストラリア（オセアニア）［標準］-1＞

教材数：3 問題数：55
調査する地域やテーマの決定などの問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
国や地域の調べ方・調査のまとめ方

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

　　　　　　　　　　　　　＜調査する地域やテーマの決定＞ 　　　＜確認・調査のまとめ方＞ 　　　　　　　＜社会　調べ学習（世界の諸地域）＞

世界の諸地域
南アメリカ州

世界の諸地域
オセアニア州

世界のさまざまな
地域の調査
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中学　地理　（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：139
日本の位置・都道府県などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
世界の中の日本の位置・標準時と時差

などの解説・確認問題

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使える

編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜都道府県＞ 　　　　　　　　　＜解説・都道府県＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜社会・都道府県名＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜日本の地域構成［基本］-1＞

教材数：8 問題数：155
二つの造山帯・日本の山地/海/川

などの問題を収録

解説教材：9 確認問題：9
二つの造山帯・日本の山地/海と海岸

などの解説・確認問題

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使える

編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜日本の山地＞ 　　　          ＜確認・日本の山地＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜社会・日本の山地・山脈＞ 　　　　　　   　 　　　　＜自然環境のようす［基本］-1＞

教材数：3 問題数：46
世界の人口分布などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
世界の人口分布と変化・日本の人口分布

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

　　　　　　　　　　　 　＜日本の人口の変化と人口分布＞        ＜確認・世界の人口分布と変化＞ 　　　　　　　　　＜言葉検索・人口ピラミッド＞                  　　　　　　　＜人口のようす［標準］-2＞

日本の姿

世界から見た
日本の姿
世界から見た
日本の自然環境

世界から見た
日本の姿
世界から見た
日本の人口
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中学　地理　（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：8 問題数：176
世界の資源・エネルギー・日本のエネルギー事情

などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
世界の人口分布と変化・世界の産業

などの解説と確認問題

（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

　　　　　　　　　　　　　　＜日本のエネルギー事情＞ 　　＜解説・日本の資源・エネルギー＞ 　　　　　　　＜社会　調べ学習（世界の諸地域）＞ 　　　　　　　　　　＜資源や産業のようす[標準]-2＞

教材数：4 問題数：63
世界の交通・通信網と日本などの問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
日本と世界の交通・通信による結びつき

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜日本の交通・通信網＞ 　　＜確認・日本の交通・通信網＞ 　　　　　　　　　＜社会　学習資料（日本の鉄道）＞ 　　　　　　　　   　　　＜地域の結びつきのようす［標準］-1＞

教材数：6 問題数：117
九州地方の地形と気候/生活と文化

などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
九州地方の地形・九州地方の気候

などの解説・確認問題

（OP）ネットワーク図鑑（新聞写真図鑑）
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4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜自然災害と防災＞ ＜解説・九州地方における自然災害と防災＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜検索：官営八幡製鉄所＞ 　　　　　　　　　　　　      　　＜九州地方［基本］-2＞

世界から見た
日本の姿
世界から見た
日本の資源・
エネルギーと産業

世界から見た
日本の姿
世界と日本の
結び付き

日本の諸地域
九州地方
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中学　地理　（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：6 問題数：121
中国・四国地方の地形と気候などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
中国・四国地方の地形などの

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

　　　　　　　　　　　　　　＜中国・四国地方の農業，漁業＞ ＜確認・中国・四国地方の農業，漁業＞
　＜社会・調べ学習・日本の南西部(九州・中国・四国地方）

＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜中国・四国地方［標準］-1＞

教材数：7 問題数：136
近畿地方の地形と気候/生活と文化

などの問題を収録

解説教材：8 確認問題：8
近畿地方の地形・近畿地方の気候

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜近畿地方の生活と文化＞ ＜解説・大阪大都市圏とその成り立ち＞ ＜社会・調べ学習・日本の中央部(近畿・中部・関東地区)＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜近畿地方［基本］-2＞

教材数：6 問題数：122
中部地方の地形と気候/生活と文化

などの問題を収録

解説教材：11 確認問題：11
中部地方の地形・中部地方の気候

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中部地方の生活と文化＞ 　　       ＜確認・中部地方の気候＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・中京工業地帯＞ 　　　　　　　 　          　　　＜中部地方［基本］-2＞

日本の諸地域
中国・四国地方

日本の諸地域
近畿地方

日本の諸地域
中部地方
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中学　地理　（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：6 問題数：119
関東地方の地形と気候などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
関東地方の地形・関東地方の気候

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

　　　　　　　　　　　　　　　 　＜関東地方の地形と気候＞             ＜解説・関東地方の地形＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・関東地方＞                 　　　　　   　　＜中部地方［基本］-2＞

教材数：6 問題数：110
東北地方の地形と気候/生活と風土

などの問題を収録

解説教材：8 確認問題：8
東北地方の地形・東北地方の気候

などの確認問題

（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

　　　　　　　　　　　　　　　　＜東北地方の地形と気候＞ 　　　＜確認・東北地方の気候＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・東北地方＞ 　　　　　　　　　　　　　  　　　　＜東北地方［基本］-1＞

教材数：6 問題数：103
北海道地方の地形と気候/歴史と都市

などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
北海道地方の地形・北海道地方の気

候
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

　　　　　　　　　　　　　　　　＜北海道地方の地形と気候＞ 　　　＜解説・北海道地方の気候＞ ＜社会・調べ学習・日本の北東部(東北・北海道地方)＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜北海道地方［標準］-1＞

日本の諸地域
関東地方

日本の諸地域
東北地方

日本の諸地域
北海道地方
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中学　地理　（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：3 問題数：60
地図の種類・地図で調べる・地域調査の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
地図の種類・地形図の使い方

などの解説・確認問題

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使える

編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地図で調べる＞ 　　　＜確認・地形図の使い方＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜社会・地図記号＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜身近な地域の調査［標準］-1＞

教材数：388 問題数：1740
ＩＣ（集積回路）・亜熱帯・緯線・首都

などの問題を収録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜首都＞

キーワード

身近な地域の調査
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