
夏期テキスト目次一覧　中学社会

中1 中2 中3
1課 世界の姿・日本の姿 1課 身近な地域・日本の地域的特色① 1課 世界の姿・日本の姿
2課 人々の生活と環境 2課 日本の地域的特色② 2課 人々の生活と環境
3課 文明のおこりと日本の成り立ち 3課 ヨーロッパとの出会いと天下統一 3課 世界の諸地域
4課 古代国家の成立 4課 江戸幕府の成立と幕政改革 4課 身近な地域・日本の地域的特色
資料を使った問題 資料を使った問題 5課 日本の諸地域
総合問題 総合問題 6課 古代の日本
重要語句のチェック 重要語句のチェック 7課 中世の日本

8課 近世の日本とヨーロッパ
9課 近代日本のあゆみ
10課 第一次世界大戦と大正デモクラシー
11課 世界恐慌と第二次世界大戦
12課 現代の日本と世界
資料を使った問題
総合問題
重要語句のチェック

中1 中2 中3
1課 地球の姿、世界の姿 1課 世界のさまざまな地域 1課 世界の姿
2課 日本の姿 2課 身近な地域の調査、 2課 世界の諸地域
3課 世界各地の気候とくらし 　　　　日本の自然環境 3課 日本の姿
4課 世界各地の人々の生活 3課 日本の人口、 4課 日本の諸地域
5課 文明のおこり 　　　　日本の資源・エネルギーと農林水産業 5課 身近な地域の調査
6課 日本の成り立ち 4課 日本の工業・商業・サービス業、 6課 古代・中世までの日本
7課 飛鳥時代 　　　　世界と日本の結びつき 7課 近世の日本
8課 奈良時代 5課 古代・中世の日本 8課 近代日本の歩み
総合問題 6課 ヨーロッパの進出と全国統一 9課 第一次世界大戦～日中戦争
記述・作図対策コーナー 7課 江戸幕府の成立と鎖国 10課 第二次世界大戦～戦後の日本と世界

8課 幕府政治の動き、 11課 現代社会と日本国憲法
　　　　産業の発達と社会の変化 12課 基本的人権
総合問題 総合問題
記述・作図対策コーナー パワーアップ　記述・作図対策コーナー

中1 中2 中3
1 世界の地域構成 1 世界地理の復習 1 世界・日本のすがた
2 日本の地域構成 2 地形図の見方・時差 2 世界の諸地域
3 世界の人々の生活と環境(1) 3 自然環境・人口から見た日本 3 日本の地域的特色
4 世界の人々の生活と環境(2) 4 資源・エネルギーと産業， 4 日本の諸地域
5 アジア州 　　地域間の結びつきから見た日本 5 原始・古代
6 人類の出現と文明のおこり 5 九州・中国・四国地方 6 中世～近世
7 日本の成り立ち 6 歴史の復習 7 幕末と開国～日清・日露戦争と近代産業
8 古代国家の形成 7 世界の動きと全国統一 8 第一次世界大戦と日本
9 律令国家の成立 　　／江戸幕府の成立と鎖国 9 世界恐慌と日本の中国侵略
● 総合テスト 8 産業の発達と元禄文化 10 第二次世界大戦と日本

9 幕政の改革と化政文化 11 現代の日本と世界
● 総合テスト 12 現代社会

13 人権尊重と日本国憲法
● 総合テスト

中1 中2 中3
1 世界の地域構成 1 世界地理の復習 1 世界・日本のすがた
2 日本の地域構成 2 地形図の見方・時差 2 世界の諸地域
3 世界の人々の生活と環境(1) 3 自然環境・人口から見た日本 3 日本の地域的特色
4 世界の人々の生活と環境(2) 4 資源・エネルギーと産業， 4 日本の諸地域
5 アジア州 　　地域間の結びつきから見た日本 5 原始・古代
6 人類の出現と文明のおこり 5 九州・中国・四国地方 6 中世～近世
7 日本の成り立ち 6 歴史の復習 7 幕末と開国～日清・日露戦争と近代産業
8 古代国家の形成 7 世界の動きと全国統一 8 第一次世界大戦と日本
9 律令国家の成立 　　／江戸幕府の成立と鎖国 9 世界恐慌と日本の中国侵略
● チャレンジ問題（1） 8 産業の発達と元禄文化 10 第二次世界大戦と日本
● チャレンジ問題（2） 9 幕政の改革と化政文化 11 現代の日本と世界

● チャレンジ問題（1） 12 現代社会
● チャレンジ問題（2） 13 人権尊重と日本国憲法

● チャレンジ問題（1）
● チャレンジ問題（2）

中1 中2 中3
1 世界の地域構成 1 世界地理の復習 1 世界・日本のすがた
2 日本の地域構成 2 地形図の見方・時差 2 世界の諸地域
3 世界の人々の生活と環境(1) 3 自然環境・人口から見た日本 3 日本の地域的特色
4 世界の人々の生活と環境(2) 4 歴史の復習 4 日本の諸地域
5 人類の出現と文明のおこり 5 世界の動きと全国統一 5 原始・古代
6 日本の成り立ち 　　／江戸幕府の成立と鎖国 6 中世～近世
● 巻末特集 6 産業の発達と元禄文化 7 幕末と開国～日清・日露戦争と近代産業

● 巻末特集 8 第一次世界大戦と日本
9 世界恐慌と日本の中国侵略
● 巻末特集

KG ウイニングサマー Plus

KG 夏の特訓ゼミ／夏の特訓ゼミ〔合本〕

EN 夏のコレだけ！（中1・中2）／夏のココから！（中3）

EN 標準新演習夏期テキスト

KG ウイニングサマー



夏期テキスト目次一覧　中学社会

中1 中2 中3
第1講座 地球のすがた 第1講座 日本の地形と気候 第1講座 世界のすがた
第2講座 世界の国々 第2講座 日本と世界の結びつき 第2講座 アジア，ヨーロッパ，アフリカ
第3講座 日本の位置と領域，地域区分 第3講座 日本の産業，資源・エネルギー 第3講座 北アメリカ，南アメリカ，オセアニア
第4講座 世界の気候 特別講座 地形図 第4講座 日本のすがた
第5講座 人々の生活と環境 特別講座 都道府県の今と昔 第5講座 日本の諸地域
特別講座 世界の国々と国旗 第4講座 安土桃山時代 第6講座 日本と世界
特別講座 地図とグラフの使い方 第5講座 江戸時代① 総合問題 地理
第6講座 人類の出現， 第6講座 江戸時代② 第7講座 古代までの日本，世界の文明
　　　　　　　古代の文明と宗教のおこり 第7講座 江戸時代③ 第8講座 鎌倉～安土桃山時代
第7講座 日本の成り立ち 特別講座 歴史テーマ別問題 第9講座 江戸時代
第8講座 飛鳥時代 特別講座 日本の位置と領域，地域区分 第10講座 明治時代，ヨーロッパの近代革命
特別講座 歴史テーマ別問題 第11講座 明治時代，大正時代

第12講座 近・現代の日本と世界
総合問題 歴史
特別講座 重要語句チェック

中1 中2 中3
1. 世界のすがた① 1. 世界・日本のすがたと世界の諸地域 1. 地理①　世界の姿，日本の姿
2. 世界のすがた② 2. 地域調査の手法，自然環境や人口の特色 2. 地理②　世界の諸地域，身近な地域の調査
3. 日本のすがた 3. 資源や産業の特色 3. 地理③　日本の地域的特色，日本の諸地域
4. 世界の国々の生活と環境 4. 商業や交通・通信の特色 4. 歴史①　文明のおこり，古代までの日本
5. 人類の出現と文明のおこり 5. 文明のおこり～中世の歴史 5. 歴史②　中世の日本，近世の日本
6. 日本の成り立ち 6. 全国統一と江戸幕府の成立 6. 歴史③　近代日本の歩み
7. 律令政治の始まり 7. 幕府政治の改革と産業・文化 7. 歴史④　二度の世界大戦と日本
8. 総まとめ問題 8. 総まとめ問題 8. 歴史⑤　現代の日本と私たち

9. 公民　現代社会と私たち
10. 総まとめ問題
◇ 記述対策編　地理総合
◇ 記述対策編　歴史総合
◇ 記述対策編　公民総合
◇ 3分野総合

中1 中2 中3
STEP 1 中学1・2年の復習
1. 世界の諸地域①
2. 世界の諸地域②
3. 日本の地域構成と
地域的特色
4. 日本の諸地域①
5. 日本の諸地域②
6. 原始～古代
の日本と世界
7. 中世の日本と世界
8. 近世の日本と世界
9. 近代の日本と世界
STEP 2 中学3年1学期までの復習
1. 世界大戦と日本
2. 現代の日本と世界
STEP 3 入試の準備学習
1. 世界の諸地域①
2. 世界の諸地域②
3. 日本の地域構成と
地域的特色
4. 日本の諸地域①
5. 日本の諸地域②
6. 原始～古代
の日本と世界
7. 中世の日本と世界
8. 近世の日本と世界
9. 近代の日本と世界
◇ 重要語句

中1 中2 中3
1講座　世界の姿 1講座　世界の諸地域（1） 1講座　世界の諸地域（1）
2講座　日本の姿 2講座　世界の諸地域（2） 2講座　世界の諸地域（2）
3講座　世界の人々の生活と環境 3講座　日本の地域的特色 3講座　日本の諸地域（1）
4講座　世界の諸地域～アジア・ヨーロッパ～ 4講座　日本の諸地域 4講座　日本の諸地域（2）
5講座　古代までの日本（1） 5講座　古代・中世の日本 5講座　古代・中世の日本
6講座　古代までの日本（2） 6講座　近世の日本 6講座　近世の日本
7講座　中世の日本 7講座　近代の日本 7講座　近代の日本
図表整理で得点UP 図表整理で得点UP 8講座　現代の日本と世界

9講座　私たちが生きる現代社会
10講座　人権と日本国憲法（1）
11講座　人権と日本国憲法（2）
図表整理で得点UP

BR 夏期テキスト必修編／必修サマー〔合本〕

GY マイティサマー／マイティサマー〔合本〕

GS サマー練成／Coming Summer〔合本〕

GS サマー練成 実戦編／夏の特訓講座〔合本〕


