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中学歴史（２０１６年度第１版）  

■□■ 目次 ■□■ 
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。 

１．歴史の学習の前に  
   ◇年代のあらわし方◇  

   ◇時代区分の方法と漢字による国名などの略称◇…  

２．人類のはじまり  
   ◇人類の特色と人類の起源◇  

   【参考】◇人類の起源◇  

   ◇旧石器時代◇  

   ◇新石器時代◇  

３．古代文明と古代国家  
   ◇国家のおこりと文明◇  

   ◇エジプト文明・メソポタミア文明◇  

   ◇エジプト文明・メソポタミア文明◇  

   ◇ギリシャの政治と文化・ヘレニズム文化◇  

   ◇ギリシャの政治と文化・ヘレニズム文化◇  

   ◇ローマ帝国とキリスト教のおこり◇  

   ◇ローマ帝国とキリスト教のおこり◇  

   ◇インダス文明と仏教のおこり◇  

   ◇インダス文明と仏教のおこり◇  

   ◇中国文明と古代の中国◇  

   ◇中国文明と古代の中国◇  

   ◇秦・漢の中国統一と東アジア◇  

   ◇秦・漢の中国統一と東アジア◇  

４．日本のはじまりと日本の古代国家  
   ◇日本の旧石器時代◇  

   ◇縄文時代とその文化◇  

   ◇弥生時代とその文化◇  

   ◇弥生時代とその文化◇  

   ◇邪馬台国◇  

５．大和政権と古墳文化  
   ◇古墳と大和政権◇  

   ◇古墳と大和政権◇  

   ◇古墳文化◇  

   ◇朝鮮・中国と大和政権◇  

   ◇大陸文化を伝えた渡来人◇  

６．東アジアの統一国家と飛鳥文化  
   ◇隋・唐の中国統一と新羅の朝鮮統一◇  

   ◇隋・唐の中国統一と新羅の朝鮮統一◇  

   ◇聖徳太子と蘇我氏◇  

   ◇聖徳太子と蘇我氏◇  

   ◇飛鳥文化◇  

   ◇飛鳥文化◇  

７．律令国家と天平文化  
   ◇大化の改新◇  

   ◇大化の改新◇  

   ◇大宝律令と律令政治◇  

   ◇大宝律令と律令政治◇  

   ◇平城京◇  

   ◇律令制と農民◇  

   ◇律令制と農民◇  

   ◇開墾のすすめと墾田永年私財法◇  

   ◇遣唐使◇  

   ◇天平文化◇  

   ◇天平文化◇  

   ◇歴史書と万葉集◇  

   ◇歴史書と万葉集◇  

８．貴族の政治と国風文化  
   ◇平安京◇  

   ◇平安京◇  

   ◇新しい仏教－最澄と空海◇  

   ◇新しい仏教－最澄と空海◇  

   ◇摂関政治◇  

   ◇唐のおとろえと宋・高麗の朝鮮統一◇  

   ◇国風文化◇  

   ◇国風文化◇  
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   ◇浄土信仰◇  

９．武士のおこりと武士の政権  
   ◇武士団の成長◇  

   ◇武士団の成長◇  

   ◇摂関政治のおとろえと院政◇  

   ◇摂関政治のおとろえと院政◇  

   ◇荘園制の確立◇  

   ◇荘園制の確立◇  

   ◇宋の発展◇  

   ◇宋の発展◇  

   ◇平氏の政治◇  

   ◇平氏の政治◇  

 １０．鎌倉幕府と執権政治  
   ◇鎌倉幕府の成立と幕府のしくみ◇  

   ◇鎌倉幕府の成立と幕府のしくみ◇  

   ◇御恩と奉公・封建制度◇  

   ◇御恩と奉公・封建制度◇  

   ◇執権政治◇  

   ◇執権政治◇  

   ◇承久の乱・御成敗式目◇  

   ◇承久の乱・御成敗式目◇  

 １１．鎌倉時代の社会と文化  
   ◇鎌倉時代の武士の生活◇  

   ◇鎌倉時代の武士の生活◇  

   ◇鎌倉時代の農民の生活・定期市◇  

   ◇鎌倉時代の農民の生活・定期市◇  

   ◇鎌倉時代の仏教◇  

   ◇鎌倉時代の仏教◇  

   ◇鎌倉文化◇  

   ◇鎌倉文化◇  

 １２．モンゴルの襲来と鎌倉幕府の滅亡  
   ◇モンゴル帝国と元◇  

   ◇モンゴル帝国と元◇  

   ◇元の襲来（元寇）◇  

   ◇元の襲来（元寇）◇  

   ◇鎌倉幕府のおとろえ◇  

   ◇鎌倉幕府のおとろえ◇  

   ◇鎌倉幕府の滅亡と建武の新政◇  

   ◇鎌倉幕府の滅亡と建武の新政◇  

 １３．室町幕府の成立と東アジアの動き  
   ◇南北朝の内乱◇  

   ◇南北朝の内乱◇  

   ◇室町幕府のしくみ◇  

   ◇室町幕府のしくみ◇  

   ◇元から明へ・勘合貿易◇  

   ◇元から明へ・勘合貿易◇  

   ◇明の学問・朝鮮国（李氏朝鮮）の成立◇  

   ◇明の学問・朝鮮国（李氏朝鮮）の成立◇  

   ◇琉球と蝦夷地◇  

   ◇琉球と蝦夷地◇  

 １４．室町時代の社会と文化  
   ◇室町時代の文化－北山文化、東山文化－◇  

   ◇室町時代の文化－北山文化、東山文化－◇  

   ◇室町時代の文化－芸能と民衆文学－◇  

   ◇室町時代の文化－芸能と民衆文学－◇  

   ◇室町時代の産業－特産物・手工業品の発達－◇…  

   ◇室町時代の産業－特産物・手工業品の発達－◇…  

   ◇室町時代の産業－貨幣経済と運輸－◇  

   ◇室町時代の産業－貨幣経済と運輸－◇  

   ◇村の自治組織「惣」◇  

   ◇村の自治組織「惣」◇  

   ◇正長の土一揆◇  

   ◇正長の土一揆◇  

 １５．戦国の世  
   ◇応仁の乱と一揆◇  

   ◇応仁の乱と一揆◇  

   ◇下剋上と戦国大名◇  

   ◇下剋上と戦国大名◇  

   ◇都市の繁栄と自治◇  

   ◇都市の繁栄と自治◇  
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 １６．ヨーロッパとイスラム  
   【参考】◇ゲルマン人の移動とヨーロッパ世界◇…  

   【参考】◇ゲルマン人の移動とヨーロッパ世界◇…  

   【参考】◇フランク王国の分裂とローマ・カトリ…  

   ◇イスラムの世界◇  

   ◇イスラムの世界◇  

   ◇十字軍◇  

   ◇十字軍◇  

 １７．ルネサンスと宗教改革  
   ◇商業と都市の発達◇  

   ◇商業と都市の発達◇  

   ◇ルネサンス◇  

   ◇ルネサンス◇  

   ◇地動説と三大発明・ルネサンスの広がり◇  

   ◇地動説と三大発明・ルネサンスの広がり◇  

   ◇宗教改革◇  

   ◇宗教改革◇  

 １８．新航路の発見とﾖｰﾛｯﾊﾟの海外進出  
   ◇新航路の発見◇  

   ◇新航路の発見◇  

   ◇ヨーロッパ諸国の海外進出◇  

   ◇ヨーロッパ諸国の海外進出◇  

 １９．鉄砲とキリスト教の伝来  
   ◇鉄砲伝来◇  

   ◇鉄砲伝来◇  

   ◇キリスト教の伝来とキリシタン大名◇  

   ◇キリスト教の伝来とキリシタン大名◇  

   ◇南蛮貿易◇  

   ◇南蛮貿易◇  

 ２０．信長と秀吉  
   ◇信長の事業◇  

   ◇信長の事業◇  

   ◇秀吉の全国統一◇  

   ◇秀吉の全国統一◇  

   ◇太閤検地と刀狩◇  

   ◇太閤検地と刀狩◇  

   ◇秀吉の朝鮮侵略◇  

   ◇秀吉の朝鮮侵略◇  

   ◇桃山文化◇  

   ◇桃山文化◇  

   ◇桃山文化に影響をあたえた外来の文化◇  

   ◇桃山文化に影響をあたえた外来の文化◇  

 ２１．江戸幕府の成立と政治のしくみ  
   ◇江戸幕府の成立◇  

   ◇江戸幕府の成立◇  

   ◇幕藩体制◇  

   ◇幕藩体制◇  

   ◇幕府の大名と公家の統制◇  

   ◇幕府の大名と公家の統制◇  

   ◇江戸幕府のしくみ◇  

   ◇江戸幕府のしくみ◇  

 ２２．身分制度と人々のくらし  
   ◇江戸時代の身分制度◇  

   ◇江戸時代の身分制度◇  

   ◇江戸時代の町人◇  

   ◇江戸時代の町人◇  

   ◇江戸時代の百姓◇  

   ◇江戸時代の百姓◇  

 ２３．貿易の振興から鎖国へ  
   ◇朱印船貿易◇  

   ◇朱印船貿易◇  

   ◇禁教と貿易の統制◇  

   ◇島原・天草一揆・鎖国の完成◇  

   ◇島原・天草一揆・鎖国の完成◇  

   ◇鎖国以後の貿易◇  

   ◇鎖国以後の貿易◇  

   ◇朝鮮・琉球・蝦夷地◇  

 ２４．農業や産業の発達  
   ◇農業の発達◇  

   ◇農業の発達◇  
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   ◇江戸時代の水産業と鉱山開発◇  

   ◇江戸時代の水産業と鉱山開発◇  

   ◇三都◇  

   ◇三都◇  

   ◇江戸時代の商業◇  

   ◇江戸時代の商業◇  

 ２５．元禄の政治と文化  
   ◇綱吉の政治◇  

   ◇綱吉の政治◇  

   ◇元禄の文化──町人文化──◇  

   ◇元禄の文化──町人文化──◇  

   ◇元禄の文化──学問の発達──◇  

   ◇元禄の文化──学問の発達──◇  

 ２６．幕府政治の改革と社会の変化  
   ◇享保の改革◇  

   ◇享保の改革◇  

   ◇社会の変化と百姓一揆◇  

   ◇社会の変化と百姓一揆◇  

   ◇農村工業の発達◇  

   ◇農村工業の発達◇  

   ◇田沼の政治◇  

   ◇田沼の政治◇  

   ◇寛政の改革と藩政改革◇  

   ◇寛政の改革と藩政改革◇  

 ２７．国学と蘭学，化政文化  
   ◇教育の普及と新しい思想◇  

   ◇教育の普及と新しい思想◇  

   ◇国学と蘭学◇  

   ◇国学と蘭学◇  

   ◇化政文化◇  

   ◇化政文化◇  

 ２８．外国船の出現と幕政のゆきづまり  
   ◇外国船の接近と幕府の対応◇  

   ◇外国船の接近と幕府の対応◇  

   ◇大塩の乱◇  

   ◇大塩の乱◇  

   ◇天保の改革と雄藩の台頭◇  

   ◇天保の改革と雄藩の台頭◇  

 ２９．ﾖｰﾛｯﾊﾟの市民革命とｱﾒﾘｶの独立  
   ◇絶対王政◇  

   ◇絶対王政◇  

   ◇清教徒革命◇  

   ◇清教徒革命◇  

   ◇名誉革命◇  

   ◇名誉革命◇  

   ◇啓蒙思想◇  

   ◇啓蒙思想◇  

   ◇アメリカの独立◇  

   ◇アメリカの独立◇  

   ◇フランス革命◇  

   ◇フランス革命◇  

   ◇ナポレオン◇  

   ◇ナポレオン◇  

 ３０．産業革命と 19 世紀の欧米  
   ◇イギリスの産業革命◇  

   ◇イギリスの産業革命◇  

   ◇資本主義の成立と社会主義◇  

   ◇19 世紀のヨーロッパ◇  

   ◇19 世紀のアメリカ◇  

   ◇19 世紀のアメリカ◇  

 ３１．アジアの植民地化  
   ◇インドの植民地化◇  

   ◇インドの植民地化◇  

   ◇アヘン戦争◇  

   ◇アヘン戦争◇  

   ◇東南アジアの植民地化◇  

   ◇東南アジアの植民地化◇  

   ◇太平天国◇  

   ◇太平天国◇  

 ３２．開国と不平等条約  
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   ◇開国と日米和親条約◇  

   ◇開国と日米和親条約◇  

   ◇通商条約の締結◇  

   ◇通商条約の締結◇  

   ◇安政の大獄◇  

   ◇安政の大獄◇  

 ３３．尊王攘夷から大政奉還へ  
   ◇攘夷運動～薩長同盟◇  

   ◇攘夷運動～薩長同盟◇  

   ◇貿易の開始～世直しの動き◇  

   ◇貿易の開始～世直しの動き◇  

   ◇大政奉還と王政復古◇  

   ◇大政奉還と王政復古◇  

   ◇戊辰戦争◇  

   ◇戊辰戦争◇  

 ３４．明治維新と近代化政策  
   ◇中央集権国家の建設◇  

   ◇中央集権国家の建設◇  

   ◇四民平等◇  

   ◇四民平等◇  

   ◇地租改正◇  

   ◇地租改正◇  

   ◇殖産興業◇  

   ◇殖産興業◇  

 ３５．国境の確定，文明開化  
   ◇明治初期の条約改正交渉◇  

   ◇明治初期の条約改正交渉◇  

   ◇領土の確定◇  

   ◇領土の確定◇  

   ◇北海道の開拓◇  

   ◇北海道の開拓◇  

   ◇学制と新しい思想，文明開化◇  

   ◇学制と新しい思想，文明開化◇  

 ３６．士族の反乱と自由民権運動  
   ◇新政府への不満－征韓論・士族の反乱・農民一…  

   ◇新政府への不満－征韓論・士族の反乱・農民一…  

   ◇自由民権運動と政党の結成◇  

   ◇自由民権運動と政党の結成◇  

   ◇自由民権運動の激化◇  

   ◇自由民権運動の激化◇  

 ３７．憲法の制定と帝国議会の開設  
   ◇憲法草案の作成と内閣制度◇  

   ◇憲法草案の作成と内閣制度◇  

   ◇憲法の制定◇  

   ◇憲法の制定◇  

   ◇議会制度と初期の議会◇  

   ◇議会制度と初期の議会◇  

 ３８．帝国主義の世界と日清戦争  
   ◇帝国主義◇  

   ◇帝国主義◇  

   ◇列強によるアフリカ分割とアジアへの侵略◇  

   ◇列強によるアフリカ分割とアジアへの侵略◇  

   ◇甲午農民戦争・日清戦争・下関条約◇  

   ◇甲午農民戦争・日清戦争・下関条約◇  

   ◇条約改正◇  

   ◇三国干渉◇  

   ◇三国干渉◇  

 ３９．日露戦争と韓国併合,中華民国の成立  
   ◇義和団事件・日英同盟◇  

   ◇義和団事件・日英同盟◇  

   ◇日露戦争とポーツマス条約◇  

   ◇韓国併合◇  

   ◇韓国併合◇  

   ◇辛亥革命と中華民国の成立◇  

   ◇辛亥革命と中華民国の成立◇  

 ４０．明治期の社会  
   ◇日本の産業革命と財閥◇  

   ◇日本の産業革命と財閥◇  

   ◇公害問題の発生◇  

   ◇労働運動・社会主義政党の結成と大逆事件◇  
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   ◇労働運動・社会主義政党の結成と大逆事件◇  

   ◇義務教育の定着◇  

 ４１．明治期の文化  
   ◇明治期の文化－学問－◇  

   ◇明治期の文化－学問－◇  

   ◇明治期の文化－文学－◇  

   ◇明治期の文化－文学－◇  

   ◇明治期の文化－美術・音楽－◇  

   ◇明治期の文化－美術・音楽－◇  

 ４２．第一次世界大戦と日本の参戦  
   ◇三国同盟と三国協商◇  

   ◇三国同盟と三国協商◇  

   ◇第一次世界大戦◇  

   ◇第一次世界大戦◇  

   ◇ロシア革命◇  

   ◇ロシア革命◇  

   ◇二十一か条の要求◇  

   ◇二十一か条の要求◇  

   ◇大戦景気◇  

   ◇米騒動◇  

 ４３．第一次世界大戦後の世界  
   ◇ベルサイユ条約◇  

   ◇ベルサイユ条約◇  

   ◇国際連盟◇  

   ◇ワシントン会議◇  

   ◇民主主義の発展◇  

   ◇民主主義の発展◇  

   ◇民族運動の激化◇  

   ◇民族運動の激化◇  

 ４４．大正デモクラシー時代の社会と文化  
   ◇大正デモクラシー◇  

   ◇大正デモクラシー◇  

   ◇護憲運動と政党内閣の成立◇  

   ◇護憲運動と政党内閣の成立◇  

   ◇普通選挙法と治安維持法◇  

   ◇普通選挙法と治安維持法◇  

   ◇社会運動の高まり◇  

   ◇関東大震災◇  

   ◇大正期の教育と文化◇  

   ◇文化の大衆化◇  

 ４５．世界恐慌と各国の動向  
   ◇世界恐慌◇  

   ◇世界恐慌◇  

   ◇ファシズムの台頭◇  

   ◇ファシズムの台頭◇  

   ◇世界恐慌と日本◇  

   ◇統一をすすめる中国と日本の干渉◇  

 ４６．日本の中国侵略  
   ◇満州事変◇  

   ◇満州事変◇  

   ◇五・一五事件と国際連盟脱退◇  

   ◇五・一五事件と国際連盟脱退◇  

   ◇二・二六事件とドイツへの接近◇  

   ◇二・二六事件とドイツへの接近◇  

   ◇日中戦争◇  

   ◇日中戦争◇  

   ◇戦時体制◇  

 ４７．第二次世界大戦と日本の降伏  
   ◇第二次世界大戦◇  

   ◇第二次世界大戦◇  

   ◇日中戦争の長期化◇  

   ◇日中戦争の長期化◇  

   ◇太平洋戦争◇  

   ◇太平洋戦争下の国民生活◇  

   ◇ドイツの降伏◇  

   ◇ヤルタ協定・ポツダム宣言・日本の敗戦◇  

   ◇ヤルタ協定・ポツダム宣言・日本の敗戦◇  

 ４８．占領と日本の民主化の動き  
   ◇連合国軍最高司令官総司令部（ＧＨＱ）による…  

   ◇連合国軍最高司令官総司令部（ＧＨＱ）による…  
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   ◇財閥解体・農地改革・教育制度改革・労働法制…  

   ◇財閥解体・農地改革・教育制度改革・労働法制…  

   ◇日本国憲法の成立◇  

   ◇日本国憲法の成立◇  

 ４９．冷たい戦争と東アジアの動き  
   ◇国際連合の成立◇  

   ◇国際連合の成立◇  

   ◇冷たい戦争（冷戦）◇  

   ◇冷たい戦争（冷戦）◇  

   ◇アジア諸国の独立◇  

   ◇朝鮮と中国の戦後の情勢◇  

   ◇朝鮮戦争と日本◇  

   ◇サンフランシスコ平和条約◇  

   ◇原水爆禁止運動◇  

 ５０．多極化する世界と日本  
   ◇多極化のはじまり・ヨーロッパ共同体（ＥＣ）…  

   ◇アジア・アフリカ会議◇  

   ◇ベトナム戦争・アフガニスタン紛争◇  

   ◇新安保条約の成立・沖縄の復帰◇  

   ◇日韓基本条約・日中平和友好条約◇  

   ◇高度経済成長と公害問題◇  

   □戦後復興期から高度経済成長期の文化  

 ５１．今日の世界と日本  
   ◇独立国家共同体の成立・東西ドイツの統一◇  

   ◇中国の改革・新興工業経済地域（ＮＩＥＳ）◇…  

   ◇近年の世界◇  

   ◇－日本の課題－◇  

   ◇近年の日本とその課題◇  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


