
中学・歴史・課題テンプレート集

　株式会社コードタクトで作成した課題テンプレートから、中学の歴史で使えるテンプレートをご紹介します。
　課題テンプレートを検索して、それぞれの先生方の授業に合わせて修正したり、そのまま配ることができます。
　なお、以下でご紹介する画像は１ページ目のみで、テンプレートによっては２ページ目以降もあります。

私たちと歴史

私たちと歴史・世紀/西暦 私たちと歴史/世紀・西暦 私たちと歴史・年表

私たちと歴史

私たちと歴史・比較（江戸/明治） 私たちと歴史・比較（明治/現代） 私たちと歴史・推移

私たちと歴史 身近な地域の歴史

私たちと歴史・地域の歴史 身近な地域の歴史・興味のあること 身近な地域の歴史・調査のテーマ



身近な地域の歴史

身近な地域の歴史・調査のテーマと方法 身近な地域の歴史・検索ワード 身近な地域の歴史・資料まとめ

身近な地域の歴史

身近な地域の歴史・調査資料まとめ（書籍） 身近な地域の歴史・調査情報まとめ 身近な地域の歴史・調査情報まとめ

身近な地域の歴史

身近な地域の歴史・調査情報まとめ 身近な地域の歴史・調査情報まとめ 身近な地域の歴史・年表

身近な地域の歴史

身近な地域の歴史・調査情報まとめ 身近な地域の歴史・わかったことまとめ 身近な地域の歴史・発表振り返り



身近な地域の歴史 世界の古代文明

身近な地域の歴史・調査情報まとめ 世界の古代文明・旧石器時代/新石器時代 世界の古代文明・象形文字（ヒエログリフ）

世界の古代文明

世界の古代文明・くさび形文字 世界の古代文明・四大文明 世界の古代文明・四大文明特徴

世界の古代文明

世界の古代文明・四大文明比較 世界の古代文明・宗教の起こり 世界の古代文明・甲骨文字

日本列島の誕生

日本列島の誕生・縄文カレンダー 日本列島の誕生・縄文/弥生の暮らし 日本列島の誕生・資料読み取り



日本列島の誕生

日本列島の誕生・古墳 日本列島の誕生・古墳2 日本列島の誕生・古墳3

古代国家の歩み

古代国家の歩み・聖徳太子 古代国家の歩み・政治の仕組み 古代国家の歩み・大宝律令

古代国家の歩み

古代国家の歩み・土地制度 古代国家の歩み・飛鳥文化 古代国家の歩み・天平文化

古代国家の歩み 武士政治の始まり

古代国家の歩み・かな文字 武士政治の始まり・武士の特徴 武士政治の始まり・武士のイメージ



武士政治の始まり

武士政治の始まり・武士の起こり 武士政治の始まり・平将門の乱/藤原純友の乱 武士政治の始まり・荘園

武士政治の始まり

武士政治の始まり・保元の乱 武士政治の始まり・平治の乱 武士政治の始まり・摂関政治/院生

武士政治の始まり

武士政治の始まり・振り返り 武士政治の始まり・導入（平安～鎌倉） 武士政治の始まり・導入用

武士政治の始まり

武士政治の始まり・守護/地頭 武士政治の始まり・封建制度 武士政治の始まり・封建制度（ムーブパーツ）



武士政治の始まり

武士政治の始まり・承久の乱 武士政治の始まり・御成敗式目 武士政治の始まり・武士と農民の生活

武士政治の始まり

武士政治の始まり・農業（鎌倉時代） 武士政治の始まり・鎌倉時代の文化 武士政治の始まり・文化比較（鎌倉時代/平安時代）

武士政治の始まり

武士政治の始まり・導入＆ふり返り 武士政治の始まり・振り返り 武士政治の始まり・ふり返り（年表）

武士政治の始まり 武士政治の広がり

武士政治の始まり・人物調べ（鎌倉時代） 武士政治の広がり・13世紀モンゴル 武士政治の広がり・モンゴル帝国の領土



武士政治の広がり

武士政治の広がり・モンゴル帝国 武士政治の広がり・文永の役 武士政治の広がり・弘安の役

武士政治の広がり

武士政治の広がり・元寇 武士政治の広がり・元軍との戦い 武士政治の広がり・鎌倉幕府滅亡

武士政治の広がり

武士政治の広がり・鎌倉幕府滅亡2 武士政治の広がり・守護大名 武士政治の広がり・南朝/北朝

武士政治の広がり

武士政治の広がり・勘合貿易 武士政治の広がり・日宋貿易/日明貿易 武士政治の広がり・農業/商業/手工業



武士政治の広がり

武士政治の広がり・惣/座 武士政治の広がり・一揆 武士政治の広がり・応仁の乱

武士政治の広がり

武士政治の広がり・北山文化/東山文化 武士政治の広がり・金閣/銀閣 武士政治の広がり・文化振り返り

武士政治の広がり ヨーロッパ人との出会い

武士政治の広がり・室町文化 武士政治の広がり・振り返り ヨーロッパ人との出会い・近世の日本（導入）

ヨーロッパ人との出会い

ヨーロッパ人との出会い・ムスリム ヨーロッパ人との出会い・アラビア数字 ヨーロッパ人との出会い・ルネサンス



ヨーロッパ人との出会い

ヨーロッパ人との出会い・大航海時代 ヨーロッパ人との出会い・大航海時代/技術 ヨーロッパ人との出会い・南蛮人来航

ヨーロッパ人との出会い

ヨーロッパ人との出会い・南蛮貿易 ヨーロッパ人との出会い・長篠の戦い ヨーロッパ人との出会い・楽市楽座

ヨーロッパ人との出会い

ヨーロッパ人との出会い・太閤検地 ヨーロッパ人との出会い・豊臣秀吉 ヨーロッパ人との出会い・桃山文化比較

ヨーロッパ人との出会い

ヨーロッパ人との出会い・桃山文化 ヨーロッパ人との出会い・ルネサンス② ヨーロッパ人との出会い・ルネサンス③



江戸幕府の成立

江戸幕府の成立・江戸時代/導入 江戸幕府の成立・大名配置図 江戸幕府の成立・参勤交代

江戸幕府の成立

江戸幕府の成立・参勤交代2 江戸幕府の成立・参勤交代3 江戸幕府の成立・身分制度

江戸幕府の成立

江戸幕府の成立・キリスト教弾圧 江戸幕府の成立・貿易史 江戸幕府の成立・琉球使節団

江戸幕府の成立

江戸幕府の成立・朱印船貿易 江戸幕府の成立・五街道 江戸幕府の成立・宿場町



江戸幕府の政治

江戸幕府の政治・農業 江戸幕府の政治・耕地面積 江戸幕府の政治・生産量（石高）

江戸幕府の政治

江戸幕府の政治・近世の江戸と大阪 江戸幕府の政治・近世の江戸と大阪2 江戸幕府の政治・近世の江戸と大阪3

江戸幕府の政治

江戸幕府の政治・享保の改革 江戸幕府の政治・元禄文化 江戸幕府の政治・江戸時代の文化比較

江戸幕府の政治

江戸幕府の政治・江戸時代の工業 江戸幕府の政治・外国船の来航件数 江戸幕府の政治・振り返り



江戸幕府の政治 近代の日本と世界

江戸幕府の政治・化政文化 近代の日本と世界・近代化/導入 近代の日本と世界・明治時代の様子

近代の日本と世界

近代の日本と世界・江戸時代/明治時代　比較 近代の日本と世界・江戸時代/明治時代　比較2 近代の日本と世界・ピューリタン革命

近代の日本と世界

近代の日本と世界・ピューリタン革命後 近代の日本と世界・アメリカ独立革命 近代の日本と世界・フランス革命

近代の日本と世界

近代の日本と世界・フランス革命2 近代の日本と世界・絶対王政/共和政 近代の日本と世界・ロシア領土



近代の日本と世界

近代の日本と世界・南北戦争 近代の日本と世界・三角貿易 近代の日本と世界・資本主義社会

近代の日本と世界 日本の開国と世界

近代の日本と世界・権利章典/独立宣言/人権宣言 日本の開国と世界・導入 日本の開国と世界・三角貿易

日本の開国と世界

日本の開国と世界・三角貿易2 日本の開国と世界・アヘン戦争 日本の開国と世界・イギリスの侵攻

日本の開国と世界

日本の開国と世界・ペリー来航 日本の開国と世界・ペリー 日本の開国と世界・開国後の日本



日本の開国と世界

日本の開国と世界・開国後の貿易 日本の開国と世界・開国後の変化 日本の開国と世界・ええじゃないか

日本の開国と世界

日本の開国と世界・薩長同盟 日本の開国と世界・幕末振り返り 日本の開国と世界・導入

日本の開国と世界

日本の開国と世界・明治 日本の開国と世界・五箇条の御誓文 日本の開国と世界・岩倉使節団

日本の開国と世界

日本の開国と世界・渋沢栄一 日本の開国と世界・津田梅子 日本の開国と世界・3大改革



日本の開国と世界

日本の開国と世界・地券 日本の開国と世界・学制 日本の開国と世界・明治風刺画

日本の開国と世界

日本の開国と世界・学問のすすめ 日本の開国と世界・振り返り 日本の開国と世界・錦絵

日本の開国と世界

日本の開国と世界・日本領とロシア領 日本の開国と世界・征韓論 日本の開国と世界・日清修好条規

日本の開国と世界

日本の開国と世界・国境 日本の開国と世界・北海道開拓 日本の開国と世界・琉球王国と日本



日本の開国と世界 日清・日露戦争

日本の開国と世界・帝国議会1 日本の開国と世界・帝国議会2 日清・日露戦争・ノルマントン号事件

日清・日露戦争

日清・日露戦争・条約改正 日清・日露戦争・風刺画 日清・日露戦争・下関条約

日清・日露戦争

日清・日露戦争・東アジアの情勢 日清・日露戦争・風刺画2 日清・日露戦争・ポーツマス条約

日清・日露戦争

日清・日露戦争・戦争後の動き 日清・日露戦争・日本の産業革命 日清・日露戦争・明治文化



日清・日露戦争 第一次世界大戦と日本

日清・日露戦争・明治文化2 日清・日露戦争・足尾銅山鉱毒事件 第一次世界大戦と日本・日清日露戦争比較

第一次世界大戦と日本

第一次世界大戦と日本・原因 第一次世界大戦と日本・死者数 第一次世界大戦と日本・大戦景気

第一次世界大戦と日本

第一次世界大戦と日本・社会主義 第一次世界大戦と日本・共産主義 第一次世界大戦と日本・ベルサイユ条約

第一次世界大戦と日本 大正デモクラシーの時代

第一次世界大戦と日本・ベルサイユ条約2 第一次世界大戦と日本・アジアの動き 大正デモクラシーの時代・米騒動



大正デモクラシーの時代

大正デモクラシーの時代・米騒動2 大正デモクラシーの時代・大正デモクラシー 大正デモクラシーの時代・三大運動

大正デモクラシーの時代

大正デモクラシーの時代・文化 大正デモクラシーの時代・大衆化 大正デモクラシーの時代・女性の社会進出

大正デモクラシーの時代

大正デモクラシーの時代・普通選挙 大正デモクラシーの時代・ラジオ 大正デモクラシーの時代・メディアの普及

世界恐慌と日本

世界恐慌と日本・世界恐慌の背景 世界恐慌と日本・世界恐慌（ソ連） 世界恐慌と日本・世界恐慌（アメリカ）



世界恐慌と日本

世界恐慌と日本・ファシズム 世界恐慌と日本・ファシズム2 世界恐慌と日本・満州国

世界恐慌と日本

世界恐慌と日本・戦時中のスローガン 世界恐慌と日本・世界恐慌の影響 世界恐慌と日本・振り返り

第二次世界大戦と日本

第二次世界大戦と日本・導入 第二次世界大戦と日本・人々の生活 第二次世界大戦と日本・沖縄戦

第二次世界大戦と日本

第二次世界大戦と日本・東京大空襲 第二次世界大戦と日本・原爆（広島） 第二次世界大戦と日本・原爆（長崎）



第二次世界大戦と日本

第二次世界大戦と日本・地域の戦時中の様子 第二次世界大戦と日本・日本語 第二次世界大戦と日本・振り返り

戦後の日本

戦後の日本・GHQ 戦後の日本・戦後の改革 戦後の日本・戦争放棄

戦後の日本 冷戦と日本の発展

戦後の日本・日本国憲法 冷戦と日本の発展・冷戦 冷戦と日本の発展・マスメディアの発展

冷戦と日本の発展 現代の日本と世界

冷戦と日本の発展・冷戦2 冷戦と日本の発展・高度経済成長 現代の日本と世界・国際問題



現代の日本と世界 課題テンプレートの検索の仕方

現代の日本と世界・日本の課題 現代の日本と世界・持続可能な社会


