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■□■ 目次 ■□■ 
 

１．練習 
   ・入力のてびき（ローマ字） 
     数字の入力 
     選択問題の入力のしかた 
     あ，い，う，え，お 
     か行，さ行 
     た行，な行 
     は行，ま行 
     や行，ら行，わ行，ん 
     きゃ，しゃ，ちゃ 
     にゃ，ひゃ，みゃ，りゃ 
     が行，ざ行，だ行，ば行，ぱ行 
     ぎゃ行，じゃ行，ぢゃ行，びゃ行，ぴゃ行 
 ２．中学受験社会 
   ・§１ 地図の学習 
     方位 
     縮尺 
     等高線 
     地図記号 
     地図の読み方 
     地図の読み方 

   ・§２ 日本の国土 
     国土の位置・面積 
     日本の東西南北のはし 
     日本を囲む海 
     日本を囲む国 
   ・§３ 日本の地形 
     日本の地名 
     日本の島 
     日本の山地山脈高地 
     日本の国土 
     日本の川 
     日本の平野・盆地 
     日本の地形 
   ・§４ 日本の気候 
     日本の気候 
     各地の気候 
     各地の気候 
     災害 
     日本の気候総合 
   ・§５ 日本の都市 
     日本の都市 

※当教材は、旧版につき、年度資料やデータが現状と合わない箇所があります。 

この教材は、社会の中学入試に取り組むための基礎学力を確認し、過去問演習を行っていくためのも

のです。地理的分野，歴史的分野，公民的分野をさらに細かくセクションに分類しました。各セクション

では，はじめに基礎学力を確認する問題が出題されます。そしてある程度のまとまりごとに，実際の過去

問を中心とした問題演習を用意してあります。歴史的分野には，全体的な流れを把握するために年表

の問題も豊富に用意しました。１つの学習単元あたりの学習時間は 20～30 分、全体で 30～40 時間を

想定しています。短期間に全体を見直すのに最適な教材です。 
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     都道府県と県庁所在地 
     県名 
     島のつく都道府県 
   ・§６ 日本の農業 
     農業人口の減少 
     ふえる兼業農家 
     おもな農産物の自給率 
     農産物の輸入の動き 
     発展問題 
   ・§７ 日本の稲作 
     稲作のさかんな地域 
     稲ができるまで 
     米の生産調整 
     米づくりのくふう 
     発展問題 
   ・§８ 日本の畑作 
     畑作のさかんな地域 
     畜産業のさかんな地域 
     地域ごとの特色 
     農産物の自給率 
     発展問題 
   ・§９ 日本の水産業 
     おもな漁港 
     漁獲量の変化〔漁業の種類別〕 
     いろいろな漁法 
     200 海里問題 
     おもな水産物の養殖地 
     水産物の輸入 
     発展問題 
   ・§10 日本の工業 
     工業の種類 
     工業別出荷額の変化 
     各工業の特色 
     発展問題 
   ・§11 工業のさかんな地域 

     四大工業地帯 
     おもな工業地域 
     工業製品出荷額割合 
     発展問題 
   ・§12 伝統工業 
     伝統工業とは 
     各地の伝統的工芸品 
     発展問題 
   ・§13 公害と環境問題 
     公害の種類 
     四大公害病 
     公害対策 
     ごみ問題 
     発展問題 
   ・§14 日本の交通 
     運輸業の種類 
     おもな鉄道 
     おもな高速道路 
     国内輸送の割合 
     発展問題 
   ・§15 日本の貿易 
     日本の輸出と輸入 
     おもな貿易相手国 
     貿易の変化 
     貿易港の特色 
     発展問題 
   ・§16 九州地方 
     九州地方の自然 
     九州地方の県と都市 
     九州地方の農林水産業 
     九州地方の工業 
     発展問題 
   ・§17 中国・四国地方 
     中国・四国地方の自然 
     中国・四国地方の県 
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     中国・四国地方の工業 
     発展問題 
   ・§18 近畿地方 
     近畿地方の自然 
     近畿地方の府県と都市 
     近畿地方の農林水産業 
     近畿地方の工業 
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   ・§19 中部地方 
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     関東地方の都県 
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   ・§22 北海道地方 
     地形と位置 
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   ・§23 日本のおこり 
     先土器時代 
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     縄文時代のくらし 
   ・§24 ｢むら｣から｢くに｣へ 
     弥生時代の特徴 
     金属器の伝来 
     弥生時代の稲作 
     弥生時代の日本 
     発展問題 
   ・§25 古墳時代と大和国家 
     中国の歴史書 
     古墳の種類 
     倭の五王 
     大和朝廷 
     渡来人がもたらした文化 
   ・§26 律令政治のはじまり 
     聖徳太子の政治 １ 
     聖徳太子の政治 ２ 
     飛鳥文化 
     大化の改新 
     公地公民制のはじまり 
     税の制度 
     壬申の乱 
     律令政治 
     年表 
     総合問題 
   ・§27 くずれゆく公地公民制 
     平城京 
     大仏の建立 
     くずれゆく公地公民制 
     天平文化 １ 
     天平文化 ２ 
     年表 
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     平安の都と藤原氏 
     新しい仏教 
     荘園の発達 
     藤原氏の摂関政治 
     遣唐使の廃止と国風文化 １ 
     遣唐使の廃止と国風文化 ２ 
     年表 
     総合問題 
   ・§29 院政と武士のおこり 
     武士のおこり 
     院政のはじまり 
     武士の対立 
     平清盛 
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     総合問題 
   ・§30 源頼朝と鎌倉幕府 
     鎌倉幕府のしくみ 
     封建制度 
     執権政治 
     承久の乱 
     執権政治の確立 
     武士や農民のくらし 
   ・§31 元寇 
     元 
     元寇 
     鎌倉時代の生活 
     鎌倉時代の文化 
     鎌倉時代の仏教 
     年表 
     総合問題 
   ・§32 建武の新政と室町幕府 
     鎌倉幕府の滅亡 
     南北朝の対立 
     室町幕府のしくみ 

     勘合貿易 
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   ・§33 応仁の乱と戦国の世 
     応仁の乱 
     戦国大名 
     一揆 
     産業 
     東山文化 
     年表 
     総合問題 
   ・§34 織田信長と豊臣秀吉 
     ヨーロッパ文化との出会い 
     織田信長 １ 
     織田信長 ２ 
     織田信長 ３ 
     豊臣秀吉 １ 
     豊臣秀吉 ２ 
     豊臣秀吉 ３ 
     安土・桃山文化 
     年表 
     発展問題 
   ・§35 江戸幕府の成立 
     徳川家康の登場 
     徳川家康の天下統一 
     江戸幕府のしくみ 
     大名の統制 １ 
     大名の統制 ２ 
     農民の統制 
     年表 
   ・§36 鎖国と産業の発達 
     キリスト教の禁止 
     鎖国 １ 
     鎖国 ２ 
     江戸時代の農業 
     江戸時代の産業 
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     海運路 
     三都 
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     総合問題 
   ・§37 江戸時代の文化 
     元禄文化 １ 
     元禄文化 ２ 
     元禄文化 ３ 
     化政文化 
     化政文化 ２ 
     蘭学 
     儒学 
     国学 
     そのほかの江戸時代の文化 
   ・§38 幕府政治の移り変わり 
     徳川綱吉から新井白石へ 
     享保の改革 
     田沼の政治から寛政の改革へ 
     大塩平八郎の乱から天保の改革へ 
     年表 
     総合問題 
   ・§39 開国と幕府の滅亡 
     外国船の接近 
     開国 
     不平等条約 
     開国後の貿易 
     尊王攘夷の高まり 
     倒幕への動き 
     江戸幕府の滅亡 １ 
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     文明開化 
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   ・§41 自由民権運動 
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     不平等条約の改正 
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     産業の発達 
     近代の文化 
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     総合問題 
   ・§43 第一次世界大戦 
     第一次世界大戦 
     国際連盟 
     シベリア出兵と米騒動 
     大正デモクラシー 
     差別の解消に向けて 
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   ・§44 第二次世界大戦 
     満州事変 
     軍部の台頭 
     第二次世界大戦 
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