
中学　歴史　（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・その他

教材数：2 問題数：30
西暦・世紀の考え方、年号・時代区分の考え方

の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
年代のあらわし方、時代区分

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜西暦・世紀の考え方＞ 　　　　　＜解説・年代のあらわし方＞ 　　　　　　　　　　　＜言葉検索・イエス=キリスト＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜年号＞

教材数：9 問題数：146
人類の出現と進化、旧石器時代、

ギリシャとローマの文明などの問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
人類の出現、エジプト文明

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

　　　　　　　　　　　        　　　　　　＜エジプト文明＞ 　　　　　　　　＜確認・人類の出現＞ 　　　　　　　　　　＜年表検索・BC10000～1000年＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜世界の古代文明［基本］-1＞

教材数：5 問題数：81
日本の旧石器時代、縄文時代、邪馬台国

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
旧石器時代の日本と日本列島の成立

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　＜縄文時代＞ 　　　　　　　　＜解説・縄文時代＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・縄文土器＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜日本の国の形成［基本］-2＞

歴史の流れを
とらえよう

世界の古代文明と
宗教のおこり

日本列島の誕生と
大陸との交流

1/6 (OP)オプションコンテンツ



中学　歴史　（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・その他

教材数：11 問題数：186
大化の改新と東アジア、平城京

などの問題を収録

解説教材：16 確認問題：16
聖徳太子の政治、摂関政治

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

　　　　　　　　　　　＜聖徳太子の政治と飛鳥文化＞ 　　          ＜確認・聖徳太子の政治＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜年表検索・飛鳥時代＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜飛鳥・奈良時代［標準］-1＞

教材数：9 問題数：144
武士のおこりと成長、源平の争いと鎌倉幕府

などの問題を収録

解説教材：13 確認問題：13
院政、鎌倉の文化

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

　　　　　　　　　　　　　　　         　＜平氏の政権＞                  ＜解説・武士の成長＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜武士団＞ 　　　             　　　　　　＜鎌倉時代［標準］-1＞

教材数：10 問題数：154
元の襲来、応仁の乱、室町時代の文化

などの問題を収録

解説教材：16 確認問題：16
モンゴル帝国の拡大、室町時代の文化

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

　　　　　　　       　　　　     　　＜戦国大名の登場＞ 　　　　＜確認・室町幕府の成立＞
　　　　＜お客様サポートサイト・ステープラ教材

　　　　　　　中学３年・公民　武家政治のはじまり＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜室町時代［基本］-2＞

東アジア世界との
関わりと社会の変動

古代国家の歩みと
東アジア世界

武士の台頭と
鎌倉幕府
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中学　歴史　（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・その他

教材数：7 問題数：124
ヨーロッパ世界の形成、鉄砲とキリスト教の伝来、

桃山文化などの問題を収録

解説教材：14 確認問題：14
中世ヨーロッパ、宗教改革

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

　　　　　　　　　　　　　　　　＜ヨーロッパ世界の形成＞ 　　　　　　　　＜解説・ルネサンス＞ 　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・ルネサンス＞ 　　　　　　　　　　　　＜ヨーロッパの世界の発展［標準］-1 ＞

教材数：6 問題数：99
江戸幕府の成立、鎖国への流れなどの問題を収録

解説教材：8 確認問題：8
江戸幕府の成立、鎖国後の外交

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

　　　　　　　　　　   　　　　＜江戸幕府のしくみ＞ 　　＜確認・江戸時代の身分と暮らし＞ 　　　　　　　　　　　＜学習資料・将軍（江戸幕府）＞ 　　　　　　　　　　　　＜江戸幕府と鎖国［標準］-1＞

教材数：11 問題数：174
産業の発達、新しい学問、外国船の出現

などの問題を収録

解説教材：16 確認問題：16
産業の発達、元禄文化、化成文化

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

　　　　　　　　          　　＜都市・交通の発達＞ 　　　　　　＜解説・元禄時代の政治＞ 　　　　　　　　　　＜言葉検索・元禄文化＞ 　　　　　　　　　　　＜産業と文化の発展［標準］-2 ＞

江戸幕府の成立と
鎖国

産業の発達と
幕府政治の動き

ヨーロッパ人との
出会いと全国統一
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中学　歴史　（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・その他

教材数：10 問題数：154
フランス革命とナポレオン、アジアの植民地化、

開国などの問題を収録

解説教材：16 確認問題：16
絶対王政、産業革命

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

　　　　　　　　　　　　　＜絶対王政とイギリスの革命＞ 　　　　　　　＜確認・イギリスの革命＞ 　　　　　　　　　　＜言葉検索・絶対王政＞ 　　　　　　　　＜ヨーロッパのアジア侵略［基本］-2 ＞

教材数：10 問題数：150
版籍奉還と廃藩置県･四民平等などの問題を収録

解説教材：17 確認問題：17
富国強兵、文明開化、
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜版籍奉還と廃藩置県＞ 　　　   ＜解説・版籍奉還と廃藩置県＞ 　　　　　　　　　　　＜言葉検索・廃藩置県＞ 　　　　　　   　 　   　　　＜明治維新［基本］-1 ＞

教材数：8 問題数：125
日清戦争、日露戦争、明治時代の文化

などの問題を収録

解説教材：15 確認問題：15
帝国主義、日本の産業革命

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4枚

       　　　　　                 　　　　　　 　＜日清戦争＞   　　　　　　    ＜確認・日清戦争＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜資料・日清戦争＞  　　　　　＜日清・日露戦争と産業の発達［標準］-2＞

欧米の進出と
日本の開国

明治維新

日清・日露戦争と
近代産業
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中学　歴史　（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・その他

教材数：8 問題数：126
ロシア革命、ベルサイユ条約と国際連盟、

アジアの民族運動などの問題を収録

解説教材：14 確認問題：14
日本の参戦、政党内閣の成立

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

   　　　　　　　　　　　　　　＜第一次世界大戦＞ 　　　　　　＜解説・第一次世界大戦＞ ＜調べ学習（二度の世界大戦と日本(大正～昭和時代)＞ 　　　　　　　　　　　　　＜第一次世界大戦［基本］-2＞

教材数：5 問題数：75
世界恐慌、ファシズム、満州事変などの問題を収録

解説教材：9 確認問題：9
世界恐慌、満州事変

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2枚

　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　＜ファシズム＞ 　　　　＜確認・世界恐慌への対策＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜言葉検索・世界恐慌＞ 　　　　　　　　           　　　＜第二次世界大戦［基本］-2＞

教材数：4 問題数：60
第二次世界大戦、太平洋戦争、戦時下の生活

日本の降伏の問題を収録

解説教材：7 確認問題：7
戦時下の国民生活、日本の降伏

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2枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜第二次世界大戦＞ 　＜解説・第二次世界大戦の始まり＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　＜第二次世界大戦＞ 　　　　　　　　　　　　 　＜第二次世界大戦［標準］-1＞

第一次世界大戦と
日本

世界恐慌と
日本の中国侵略

第二次世界大戦と
日本
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中学　歴史　（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・その他

教材数：12 問題数：185
占領下の日本、日本の民主化、国際関係の変化

などの問題を収録

解説教材：15 確認問題：15
占領下の日本、高度経済成長

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

　　　　　　　        　　　　　　　＜日本国憲法の制定＞ 　　　＜確認・日本国憲法の制定＞ 　　　　　　　　　　　　　　　＜学習資料・日本国憲法＞ 　　　　　＜民主化と国際社会への復帰［標準］-1＞

教材数：3 問題数：48
冷戦の終結、地域紛争と地域統合、日本と世界

の問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
冷戦の終結、世界の課題

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4枚

　　　　　　　　　           　　　　　　　　＜日本と世界＞ 　　　　　　＜解説・世界の地域紛争＞ 　　　　　　＜年表・写真：第１回先進国首脳会議開催＞ 　　　　　　　＜高度経済成長後の日本［基本］-2＞

キーワード
教材数：702 問題数：2814 人名事典

歴史上の人物をわかりやすく説明
（OP）全国高校入試問題過去問DB
過去10年間の問題から条件を絞り込み表示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜卑弥呼＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜徳川家康＞ 　　　　　　　　　　　＜社会・歴史・世界の動きと天下統一＞

（全体）

戦後日本の発展と
国際社会

新たな時代の
日本と世界
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