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⑹ 中学社会 

→カリキュラムは，p.4をご覧ください。 

・ 専門科目の受講申込をした方には，前年度の専門模擬試験 2回分を無料で配布します。 

・ 専門中学社会の受講申込をした方には，「採用試験過去問題集 中学社会平成 16 年度

～令和 3年度実施」を無料で配付します。 

 

指定教材 ： ☆大学入学共通テスト対応「地理ノート」山川出版社 1,320円 

※「詳説日本史 B」山川出版社 844円 

※「詳説世界史 B」山川出版社 861円 

「詳説日本史ノート」山川出版社 990円 

「詳説世界史ノート」山川出版社 990円 

「日本史センター問題集」メセナ予備校 500円 

「世界史センター問題集」メセナ予備校 500円 

※「日本史一問一答問題集」400円 

※「世界史一問一答問題集」400円 

※「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800円 

※「政治経済センター問題集」メセナ予備校 500円 

★『2021新政治・経済資料』実教出版 990円 

★「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400円 

「学習指導要領問題」メセナ予備校 105円 

☆の教材は，内容は前年度のものと同じですが，新課程用のため，各単元の順序が異

なります。前年度受講した方は，必要であれば購入してください。購入しない方には，

目次の対照表を配布します。 

※の教材は，前年度・前々年度と同じ教材です。前年度・前々年度に受講した方は購入

しなくてもよいです。必要な方は購入してください。 

★の教材は，改訂がわずかなため，前年度受講者は購入しなくてもよいです。必要であ

れば購入してください。 

・ 毎回の授業で，「地理」「歴史」「公民」から 2 分野（80 分×2）ずつ学びます。地理 20 回，

歴史 24回，公民 16回の配分とします。 

・ 各分野とも，高等学校レベルの問題が数多く出題されています。 

・ 「学習指導要領」については，令和 3・2年度は 50問中 10問，平成 31年度実施採用試験

は 90問中 15問出題されました。毎回の授業でチェックテストを用意しますので，各自で学

習してください。 
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・ 「地理的分野」については，令和３年度実施採用試験では令和２年度実施と同様に多様な

問題が出題されました。世界の自動車生産国の推移，世界の宗教別人口，ヨーロッパの地

誌（ヨーロッパの国々の言語，ヨーロッパの島と河川），アフリカの地誌（主要都市の雨温

図，主要国の輸出品），アメリカ合衆国の地誌（アメリカ合衆国の農牧業，アメリカ合衆国の

工業製品の輸出），日本の面積の大きい島，日本の発電量の内訳，都市問題，日本の無

形文化遺産，北海道の都市，中国・四国地方の観光地，日本の百貨店・大型スーパー・コ

ンビニエンスストアの販売額の推移など高校入試のレベルの問題から高校「地理B」の内容

まで実に様々な分野から出題されています。ヤマをはらず地理分野の多様な問題に対応

できなければなりません。対策としては，日頃から中学校の地理の教科書を精読して地理

分野の基礎的事項を押さえること。さらに，高校「地理Ｂ」の内容（大学共通テストレベル）の

地理用語や沖縄県の地理に関する基本事項まで学習しておく必要があります。日頃から

新聞等を読んで地理的な情報に関心をもつ態度も大切です。あらゆる機会をつくって地理

の知識を確認することでする。授業では，高校「地理 B」の内容を効率よく整理した教材を

通年で使って，ヤマをはらずまんべんなく学習していきます。地理の基礎的な問題から共

通テストレベルや時事的な問題にも興味関心を持ち，柔軟に対応できるほどの勉強量が必

要とされます。 

・ 「歴史的分野」は，日本史と世界史はほぼ同じ数の問題が出題されています。日本史・世

界史ともに共通テスト（センター試験）の基礎レベルの内容となっています。令和 2年度は，

いずれも 19 世紀以降のみ出題されましたが，令和 3 年度は，世界史は中世からの出題も

あり，日本史は，古代から近現代までまんべんなく出題されました。授業では，山川の「日

本史Ｂ」「世界史Ｂ」の教科書と教科書準拠のノートを使って，各単元の「流れ」をつかみな

がらキーワードを確認していきます。毎回のチェックテストにより，知識の定着を図ります。セ

ンター問題集を解き，教科書でさらに理解を深めてもらいます。なお，山川以外の教科書

の記述からも出題されていますので，閲覧用に数冊を設置しておきます。「琉球・沖縄の歴

史と文化」についてはテキスト及びチェックテストを配布します。 

・ 「公民的分野」については，令和 3 年度は 9 問中 4 問が時事的な内容でした。また，9 問

中 8 問が正誤文選択，1 問が語句の組合せ問題でした。数年前までは語句選択が多かっ

たのですが，最近は問題が難化しています。授業では「政治経済」「公共」の内容・レベル

に合わせて授業を行います。また，時事問題についても学習します。テキストは主に「政治

経済必修テキスト」を使用します。毎回，各単元の内容に関するチェックテストを実施しま

す。またセンター問題集でテキストの内容の理解を深めてもらいます。公民的分野の教科

書レベルの問題のうちほとんどが「政治経済必修テキスト」と「政治経済基本事項確認問

題」に掲載されているのでこの 2冊をしっかり学習してもらいます。令和 3・2年度のように高
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校の教科書レベルを超えた問題が出されることもあるので，日頃から新聞を読むこと，「政

経資料集」を読むこと，各省庁のサイトにある白書・統計などの資料を利用することで各自

知識を深めてください。 

※「2021 新政治・経済資料」の各単元の最初にページにある QR コードから‘NHK for 

school’の動画が視聴できます。ぜひ活用してください。 

 

・ 本番と同形式の模擬試験を 2/19（土）～2/25（金），6/11（土）～6/18（土）の 2 回実施しま

す。詳細は別途資料“④ 教養月例テスト／教養模擬試験／専門模擬試験”p.30～31をご覧ください。 

それぞれ 2月教養月例テスト・教養模擬試験とのドッキングの成績表を出します。 

 

地理分野の推薦教材 ： 『村瀬のゼロからわかる地理 B 系統地理編』学研 1,650円 

『村瀬のゼロからわかる地理 B 地誌編』学研 1,650円 

 『データブック オブ・ザ・ワールド 2022年版』二宮書店 770円 

※2022年 1月 10日ごろ発売予定。 

歴史分野の推薦教材 : 『山川 詳説日本史図録 第 8版』山川出版社 946円 

『山川 詳説世界史図録 第 3版』山川出版社 946円 

※閲覧用を書棚に設置しておきます。 

公民分野の推薦教材 ： 『日本国勢図会 2021／22年版』矢野恒太記念会 2,970円 

琉球・沖縄の歴史と文化の推薦教材 ： 『教養講座 琉球・沖縄史』 

沖縄歴史教育研究会 新城俊昭著／東洋企画 2,200円 

以上，各自で購入してください。 
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⑹ 中学社会 カリキュラム 

（本校・土曜日 13:10～16:00） 
 

教科 
専門 

教科 

概要 

指定教材：「学習指導要領問題」メセナ予備校 105円 

「採用試験過去問題集」メセナ予備校（中学社会受講者に無料配布） 

【地理】大学入学共通テスト対応「地理ノート」山川出版社 1,320円 
【歴史】「詳説日本史 B」山川出版社 844円 

「詳説世界史 B」山川出版社 861円 

「詳説日本史ノート」山川出版社 990円 

「詳説世界史ノート」山川出版社 990円 

「日本史センター問題集」メセナ予備校 500円 

「世界史センター問題集」メセナ予備校 500円 

「日本史一問一答問題集」400円 

「世界史一問一答問題集」400円 

【公民】「政治経済必修テキスト」メセナ予備校 800円 

「政治経済センター問題集」メセナ予備校 500円 

『2021新政治・経済資料』実教出版 990円 

「政治経済基本事項チェック問題」メセナ予備校 400円 

授業内容： 

【地理】地理の基本問題から大学共通テストレベルの地理全般をカバーし，通年で対

策できる教材で学習していきます。毎回の授業で演習問題を配布します。 

【歴史】世界史分野の出題にも対応した内容です。センター試験の基礎レベルの学

習をしていきます。毎回のチェックテストで知識の定着を図ります。 

【公民】毎回，各単元の内容に関するチェックテストと正誤文選択問題を配布します。

授業は「政治経済必修テキスト」を中心に進めます。 

科目 
社会 

（中学） 

 

※【10/7更新】 太下線が変更箇所です。 

講義 土曜 分野 担当 詳細 

1講 10/30 
地理 古堅 地図の利用 

公民 伊禮 民主政治／日本国憲法／基本的人権の尊重⑴ 

2講 11/6 
歴史 伊禮 （世）古代文明の成立 

公民 伊禮 基本的人権の尊重⑵ 

3講 11/13 
地理 古堅 地形 

歴史 伊禮 （世）アジアの文明／東アジア文明圏 

11/12（金）～18（木） 教養月例テスト⑴ 

4講 11/20 
公民 伊禮 国会／内閣 

地理 古堅 気候 

5講 11/27 
公民 伊禮 裁判所 

歴史 伊禮 （世）イスラーム世界・ヨーロッパ世界の形成と発展 

6講 12/4 
地理 古堅 陸水と海洋・日本の自然環境 

歴史 伊禮 （日）律令国家の形成・貴族政治 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

7講 12/11 
地理 古堅 農業 

歴史 伊禮 （日）中世社会の形成・武家社会の発展（Ⅰ） 

12/10（金）～16（木） 教養月例テスト⑵ 

8講 12/18 
公民 伊禮 政治参加（選挙・政党） 

歴史 伊禮 （日）武家社会の発展（Ⅱ） 

9講 1/8 
地理 古堅 世界の食糧問題・林業・水産業 

歴史 伊禮 （日）幕藩体制の確立 

10講 1/15 
公民 伊禮 地方自治 

公民 伊禮 市場経済／企業 

11講 1/22 
歴史 伊禮 （日）幕藩体制の展開と動揺 

地理 古堅 エネルギー・鉱産資源 

1/21（金）～27（木） 教養月例テスト⑶ 

12講 1/29 
地理 古堅 工業 

歴史 伊禮 （世）東アジア・アジア諸国の繁栄 

13講 2/5 
地理 古堅 環境・人口・都市 

歴史 伊禮 （世）近世ヨーロッパの形成 

14講 2/12 
地理 古堅 貿易・民族・宗教・国家 

公民 伊禮 金融 

15講 2/19 専門模擬試験⑴ 

2/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑷ 

16講 2/26 
歴史 伊禮 （世）欧米市民社会の発展 

公民 伊禮 財政 

17講 3/5 
地理 古堅 東アジア・東南アジア 

歴史 伊禮 （世）欧米における近代国民国家の発展 

18講 3/12 
歴史 伊禮 琉球・沖縄史 

公民 伊禮 労働 

19講 3/19 
地理 古堅 南アジア・西アジア 

歴史 伊禮 （日）近代国家の成立 

3/18（金）～24（木） 教養月例テスト⑸ 

20講 3/26 
地理 古堅 アフリカ 

歴史 伊禮 社会保障 
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講義 土曜 テーマ 担当 詳細 

21講 4/2 
地理 古堅 ヨーロッパ 

歴史 伊禮 （日）近代国家の展開 

22講 4/9 
歴史 伊禮 （日）近代日本とアジア 

公民 伊禮 環境問題，資源・エネルギー問題，人口問題 

23講 4/16 
地理 古堅 ロシアと周辺諸国 

公民 伊禮 国際経済 

4/15（金）～21（木） 教養月例テスト⑹ 

24講 4/23 
歴史 伊禮 （世）2つの世界大戦⑴ 

公民 伊禮 国際政治 

25講 5/7 
地理 古堅 アングロアメリカ 

歴史 伊禮 （世）2つの世界大戦⑵ 

26講 5/14 
地理 古堅 ラテンアメリカ 

歴史 伊禮 （日）現代の日本と世界 

27講 5/21 
歴史 伊禮 （世）戦後～現在の世界 

地理 古堅 オセアニアと両極地方 

5/20（金）～26（木） 教養月例テスト⑺ 

28講 5/28 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑴ 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑴ 

29講 6/4 
公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑵ 

地理 古堅 日本 

30講 6/11 専門模擬試験⑵ 

6/11（土）～18（土） 第 2回専門模試・教養模擬試験 

31講 6/25 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑵ 

公民 伊禮 〔公民〕予想問題⑶ 

32講 7/2 
歴史 伊禮 〔歴史〕演習⑶ 

地理 古堅 〔地理〕総合演習 

予備 
12/25 
4/30 暴風警報や病欠などの補講のための予備日です 

カリキュラムは変更の可能性があります。 

 


