
中学・公民・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、中学の公民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。

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・持続可能な社会 私たちが生きる現代社会・持続可能な社会 私たちが生きる現代社会・社会参画

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・グローバル化 私たちが生きる現代社会・グローバル化 私たちが生きる現代社会・海外在住日本人

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・在留外国人 私たちが生きる現代社会・食料自給率 私たちが生きる現代社会・人口ピラミッド



私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・核家族 私たちが生きる現代社会・家族類別世帯数の推移 私たちが生きる現代社会・少子高齢化

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・少子高齢化 私たちが生きる現代社会・高齢者割合推移 私たちが生きる現代社会・高齢者割合推移

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・SDGs 私たちが生きる現代社会・SDGs 私たちが生きる現代社会・情報化

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・情報化 私たちが生きる現代社会・情報化社会 私たちが生きる現代社会・文化



私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・日本文化 私たちが生きる現代社会・日本文化 私たちが生きる現代社会・文化

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・伝統文化 私たちが生きる現代社会・琉球文化 私たちが生きる現代社会・アイヌ文化

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・文化財 私たちが生きる現代社会・文化財 私たちが生きる現代社会・文化財

私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・多文化共生 私たちが生きる現代社会・対立、合意 私たちが生きる現代社会・効率



私たちが生きる現代社会

私たちが生きる現代社会・公正 私たちが生きる現代社会・決まり 私たちが生きる現代社会・決定の方法

私たちが生きる現代社会 日本国憲法の基本的原則

私たちが生きる現代社会・採決方法 私たちが生きる現代社会・情報化社会 日本国憲法の基本的原則・人権宣言13-18c

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・人権宣言19-20c 日本国憲法の基本的原則・市民革命 大日本帝国憲法と日本国憲法比較

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・法律の構図 日本国憲法の基本的原則・三権分立 日本国憲法の基本的原則・憲法改正



日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・天皇の国事行為 日本国憲法の基本的原則・日本国憲法の3つの原理 日本国憲法の基本的原則・憲法第9条①

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・憲法第9条② 日本国憲法の基本的原則・非核三原則 日本国憲法の基本的原則・日米安全保障条約

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・基本的人権 日本国憲法の基本的原則・個人の尊重 日本国憲法の基本的原則・子どもの権利

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・部落差別 日本国憲法の基本的原則・アイヌ民族 日本国憲法の基本的原則・アイヌ文化



日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・男女平等 インクルージョンな社会 在日外国人数の推移

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・自由権 日本国憲法の基本的原則・社会権 日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・働き方改革 日本国憲法の基本的原則・参政権 日本国憲法の基本的原則・請求権

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・公共の福祉 日本国憲法の基本的原則・国民の三大義務 日本国憲法の基本的原則・新しい人権



日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・自己決定権 日本国憲法の基本的原則・知る権利 日本国憲法の基本的原則・プライバシーの権利

日本国憲法の基本的原則

日本国憲法の基本的原則・個人情報保護 日本国憲法の基本的原則・個人情報保護法 日本国憲法の基本的原則・個人情報保護②

日本国憲法の基本的原則 国政と民主政治

日本国憲法の基本的原則・人権問題 国政と民主政治・民主主義 国政と民主政治・民主政治

国政と民主政治

国政と民主政治・直接民主制 国政と民主政治・2つの民主制 国政と民主政治・選挙



国政と民主政治

国政と民主政治・選挙制度 国政と民主政治・選挙制度の変遷 国政と民主政治・選挙制度の分類

国政と民主政治

選挙制度のメリット・デメリット 国政と民主政治・与党/野党 国政と民主政治・世論

国政と民主政治

国政と民主政治・メディアリテラシー 国政と民主政治・投票率 国政と民主政治・一票の格差

国政と民主政治

国政と民主政治・司法 国政と民主政治・裁判所 国政と民主政治・裁判所②



国政と民主政治

国政と民主政治・裁判所③ 国政と民主政治・三審制 国政と民主政治・民事裁判

国政と民主政治

国政と民主政治・裁判の分類 国政と民主政治・民事裁判 国政と民主政治・民事裁判②

国政と民主政治

国政と民主政治・刑事裁判 国政と民主政治・刑事裁判② 国政と民主政治・民事裁判/刑事裁判

国政と民主政治

国政と民主政治・裁判員制度 国政と民主政治・裁判員制度② 国政と民主政治・三つの権利



国政と民主政治

国政と民主政治・違憲審査制 国政と民主政治・衆議院/参議院 国政と民主政治・二院制

国政と民主政治

国政と民主政治・国会 国政と民主政治・国会② 国政と民主政治・法律

国政と民主政治

国政と民主政治・法律② 国政と民主政治・国会の仕事 国政と民主政治・衆議院の優越

国政と民主政治

国政と民主政治・内閣の仕事 国政と民主政治・内閣の仕事② 国政と民主政治・議院内閣制/大統領制



国政と民主政治

国政と民主政治・議院内閣制/大統領制 国政と民主政治・公務員 国政と民主政治・小さな政府/大きな政府

国政と民主政治 地方自治の仕組み

国政と民主政治・行政改革 国政と民主政治・行政改革② 地方自治の仕組み・地方自治/住民自治

地方自治の仕組み

地方自治の仕組み・民主主義の学校 地方自治の仕組み・地方行政 地方自治の仕組み・地方公共団体

地方自治の仕組み

地方自治の仕組み・選挙権/被選挙権 地方自治の仕組み・選挙権/被選挙権② 地方自治の仕組み・二元代表性



地方自治の仕組み

地方自治の仕組み・地方公共団体 地方自治の仕組み・地方公共団体 地方自治の仕組み・地域の課題

市場の働きと経済

市場の働きと経済・財とサービス 市場の働きと経済・家計の収入 市場の働きと経済・家計の収入2

市場の働きと経済

市場の働きと経済・希少性 市場の働きと経済・希少性2 市場の働きと経済・希少性3

市場の働きと経済

市場の働きと経済・消費者主権 市場の働きと経済・契約 市場の働きと経済・消費者問題



市場の働きと経済

市場の働きと経済・契約トラブル 市場の働きと経済・契約トラブル2 市場の働きと経済・契約締結

市場の働きと経済

市場の働きと経済・製造物責任法 市場の働きと経済・クーリングオフ 市場の働きと経済・消費者契約法

市場の働きと経済 市場経済の仕組み

市場の働きと経済・自立した消費者 市場の働きと経済・クレジットカード 市場経済の仕組み・小売業

市場経済の仕組み

市場経済の仕組み・流通の合理化 市場経済の仕組み・流通の仕組み 市場経済の仕組み・資本主義経済



市場経済の仕組み

市場経済の仕組み・分業と交換 市場経済の仕組み・分業の利点 企業の種類（民間企業/公企業）

市場経済の仕組み

企業の種類（大企業/中小企業） 企業の種類（グラフ読み取り） 市場経済の仕組み・起業しよう

市場経済の仕組み

市場経済の仕組み・株式会社 市場経済の仕組み・株主 市場経済の仕組み・企業の社会的責任

市場経済の仕組み

市場経済の仕組み・労働基準法 市場経済の仕組み・ワークライフバランス 市場経済の仕組み・ワークライフバランス2



市場経済の仕組み これからの経済と福祉

市場経済の仕組み・年間労働時間 これからの経済と福祉・終身雇用 これからの経済と福祉・雇用形態

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・雇用形態の推移 これからの経済と福祉・需要と供給 これからの経済と福祉・需要と供給（グラフ）

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・価格変動 これからの経済と福祉・需要と供給2 これからの経済と福祉・需要と供給3

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・独占/寡占 これからの経済と福祉・公共料金（用語説明） これからの経済と福祉・公共料金（分類）



これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・直接金融/間接金融 これからの経済と福祉・銀行の役割 これからの経済と福祉・日本銀行

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・景気循環 これからの経済と福祉・インフレーション/デフレーションこれからの経済と福祉・好景気/不景気

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・好景気/不景気2 これからの経済と福祉・日本の歳出 これからの経済と福祉・産業の空洞化

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・円高/円安 これからの経済と福祉・直接税/間接税 これからの経済と福祉・累進課税



これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・日本の歳入 これからの経済と福祉・財政投資 これからの経済と福祉・社会保障

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・税の国際比較 これからの経済と福祉・社会保障2 これからの経済と福祉・社会保障の推移

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・4大公害病 これからの経済と福祉・3R これからの経済と福祉・循環型社会

これからの経済と福祉

これからの経済と福祉・3R これからの経済と福祉・国内総生産 これからの経済と福祉・人口減少の課題



国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・環境問題 国際社会と国際問題・国家の3要素 国際社会と国際問題・主権国家

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・国家の領域 国際社会と国際問題・国家の領域（記述） 国際社会と国際問題・2つの原則

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・日本の端の島 国際社会と国際問題・国際法 国際社会と国際問題・国際連合

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・国際協調 国際社会と国際問題・持続可能な社会 国際社会と国際問題・沖ノ鳥島



国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・国際司法裁判 国際社会と国際問題・日本の領土（まとめ） 国際社会と国際問題・竹島

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・北方領土 国際連合の専門機関（略称） 国際連合の専門機関（略称）

国際社会と国際問題

国際連合専門機関の役割 国際社会と国際問題・国連加盟国の推移 国際社会と国際問題・ユネスコ

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・ユニセフ 国際社会と国際問題・地域主義 国際社会と国際問題・地域主義（組織）



国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・EUの課題 国際社会と国際問題・南北問題/南南問題 国際社会と国際問題・経済成長率

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・発展途上国の製品 国際社会と国際問題・中国の課題 国際社会と国際問題・環境問題まとめ

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・地球温暖化 環境問題（国際社会の取り組み） 環境問題（個人の行動）

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・エネルギー消費量 国際社会と国際問題・再生可能エネルギー 国際社会と国際問題・地域別人口の推移



国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・貧困の理由 国際社会と国際問題・食品ロス 国際社会と国際問題・新しい戦争

国際社会と国際問題

国際社会と国際問題・戦争/紛争 国際社会と国際問題・難民 国際社会と国際問題・尖閣諸島

国際社会と国際問題 これからの世界

国際社会と国際問題・地域主義 これからの世界・ODA これからの世界・国際貢献

これからの世界 課題テンプレートの検索の仕方

これからの世界・日本の役割 これからの世界・文化の多様性


