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中学公民 （上 １～19）（下 20～42） 

（旧版につき内容に一部過不足がございます。） 

■□■ 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．§１ 現代の社会  
   ◇高度経済成長◇  

   ◇生活・職業の多様化◇  

   ◇暮らしと情報◇  

   ◇情報化社会◇  

   ◇情報化社会の問題点◇  

   ◇日本と中国◇  

   ◇多文化社会と共生社会◇  

２．§２ 家族  
   ◇家族のはたらき◇  

   ◇親等◇  

３．§３ 家族に関する法律  
   ◇個人の尊厳と両性の本質的平等◇  

   ◇民法◇  

   ◇婚姻◇  

   ◇親権◇  

   ◇財産の相続◇  

   ◇「家」制度◇  

４．§４ 現代の家族  
   ◇核家族世帯◇  

   ◇現代の家族の特徴◇  

   ◇夫婦別姓制◇  

   ◇男女共同参画社会◇  

５．§５ 人権思想の発展  
   ◇個人の尊重◇  

   ◇政治と権力◇  

   ◇近代市民革命◇  

   ◇市民革命を支えた思想家たち◇  

   ◇人権思想の確立◇  

   ◇社会権のおこり◇  

   ◇人権思想の発展◇  

６．§６ 大日本帝国憲法と日本国憲法  
   ◇自由民権運動◇  

   ◇大日本帝国憲法の制定◇  

   ◇大日本帝国憲法（明治憲法）の特徴◇  

   ◇日本国憲法の成立◇  

   ◇日本国憲法の基本原理◇  

   ◇国民主権◇  

   ◇天皇◇  

   ◇国事行為◇  

   ◇日本国憲法の 高法規性と憲法改正◇  

７．§７ 基本的人権の尊重  
   ◇基本的人権の尊重◇  

   ◇基本的人権の尊重◇  

   ◇基本的人権の尊重◇  

８．§８ 平等権  
   ◇平等権◇  

   ◇子どもの人権◇  

   ◇部落差別◇  

   ◇アイヌ民族への差別◇  

   ◇在日韓国人・朝鮮人への差別◇  

   ◇男女平等◇  

   ◇障害のある人々に対する差別◇  

９．§９ 自由権  
   ◇自由権◇  

   ◇大日本帝国憲法下の自由権◇  

   ◇身体の自由◇（第 18・31・33～39 条）…  

   ◇精神の自由◇（第 19・20・21・23 条）…  

   ◇経済活動の自由◇（第 22・29 条）  

   ◇自由権◇  

 １０．§10 社会権  
   ◇社会権◇  
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   ◇生存権◇  

   ◇社会保障制度◇  

   ◇社会保障制度の問題点◇  

   ◇教育を受ける権利◇  

   ◇勤労の権利◇  

   ◇労働基本権◇  

   ◇労働三法◇  

 １１．§11 基本的人権を守るための権利  
   ◇参政権◇  

   ◇参政権◇  

   ◇請求権：裁判を受ける権利（裁判請求権）◇  

   ◇請求権：国家賠償（損害賠償）請求権◇  

   ◇請求権：刑事補償請求権◇  

   ◇人権擁護のための機関◇  

 １２．§12 人権のひろがりと国民の義務  
   ◇新しい人権◇  

   ◇環境権◇  

   ◇知る権利◇  

   ◇プライバシーの権利◇  

   ◇自己決定権◇  

   ◇公共の福祉◇  

   ◇国民の義務◇ （教育を受けさせる義務，勤労…  

   ◇人権保障の国際的広がり◇  

   ◇国際的な人権保障の重要性◇  

 １３．§13 平和主義  
   ◇平和主義◇  

   ◇日本国憲法第９条◇  

   ◇自衛隊◇  

   ◇文民統制（シビリアン・コントロール）◇  

   ◇日米安全保障条約◇  

   ◇沖縄の米軍基地◇  

   ◇非核三原則◇  

 １４．§14 民主政治と選挙  
   ◇直接民主制と間接民主制（世論とマスメディア…  

   ◇選挙の四原則◇  

   ◇選挙のしくみと運営◇  

   ◇日本の選挙制度（衆議院議員）◇  

   ◇日本の選挙制度（参議院議員）◇  

   ◇国会議員の被選挙権と選挙区◇  

   ◇国会議員の任期◇  

   ◇地方議会議員の選挙◇  

   ◇政党のはたらき◇  

 １５．§15 国民を代表する国会  
   ◇議会制民主主義◇  

   ◇国会の地位◇  

   ◇国会のしくみ◇  

   ◇国会の種類（通常国会）◇  

   ◇国会の種類（特別国会，臨時国会，緊急集会）…  

   ◇国会の仕事◇  

   ◇国会の仕事◇  

   ◇国政調査権◇  

   ◇法律の制定◇  

   ◇公聴会◇  

   ◇定足数◇  

   ◇衆議院の優越（法律案）◇  

   ◇衆議院の優越（予算の先議権）◇  

   ◇衆議院の優越（内閣総理大臣の指名）◇  

 １６．§16 行政権をもつ内閣  
   ◇行政の中心となる内閣◇  

   ◇内閣総理大臣◇  

   ◇内閣と国務大臣◇  

   ◇内閣の仕事（予算案，政令，条約）◇  

   ◇内閣の仕事◇  

   ◇公務員◇  

   ◇議院内閣制◇  

   ◇内閣と政党政治◇  

   ◇肥大化する行政◇  

   ◇行政権の民主的統制◇  

 １７．§17 司法をおこなう裁判所  
   ◇司法権と裁判◇  
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   ◇下級裁判所◇  

   ◇三審制◇  

   ◇民事裁判と刑事裁判◇  

   ◇民事裁判◇  

   ◇刑事裁判◇  

   ◇弁護人◇  

   ◇行政訴訟◇  

   ◇司法権の独立◇  

   ◇裁判官の身分保障◇  

   ◇裁判官の任命◇  

   ◇裁判官の任命◇  

   ◇国民審査◇  

   ◇違憲審査権◇  

   ◇裁判と人権◇  

   ◇裁判と人権◇  

   ◇裁判にかかわる問題（冤罪，死刑制度）◇  

 １８．§18 権力の分立  
   ◇三権分立◇  

   ◇三権分立◇  

   ◇三権の抑制と均衡（立法権と行政権）◇  

   ◇三権の抑制と均衡（立法権と行政権）◇  

   ◇三権の抑制と均衡（行政権と司法権）◇  

   ◇三権の抑制と均衡（行政権と司法権）◇  

   ◇三権の抑制と均衡（司法権と立法権）◇  

   ◇三権の抑制と均衡（司法権と立法権）◇  

 １９．§19 地方自治  
   ◇地方自治◇  

   ◇地方自治のしくみ◇  

   ◇執行機関の長◇  

   ◇首長とその仕事◇  

   ◇首長の補助機関◇  

   ◇地方議会と議員◇  

   ◇地方議会の仕事◇  

   ◇地方の財政◇  

   ◇直接請求権の種類◇  

   ◇直接請求の方法◇  

   ◇住民投票◇  

   ◇住民運動（オンブズマン制度・情報公開制度）…  

 ２０．§１ 家計と消費  
   ◇商品◇  

   商品には，形ある「財（ざい）」と形のない「…  

   ◇消費と生産／経済◇  

   ◇経済の３主体◇  

   ◇現金の代わりに使うカード◇  

   ◇クレジットカードのしくみ◇  

   家計では商品の購入に銀行などから金を借りる…  

 ２１．§２ 消費者保護と悪質商法  
   ◇消費者の権利◇  

   ◇日本では，消費者の保護のために，  

   ◇クーリングオフ制度は，  

   ◇製造物責任法（ＰＬ法）では，  

   ◇悪質（悪徳）商法◇  

   ◇悪質商法の種類 １◇  

   ◇悪質商法の種類 ２◇  

 ２２．§３ 流通と商業  
   ◇流通（りゅうつう）◇  

   ◇流通（りゅうつう）◇  

   ◇商業の種類 ◇  

   ◇卸売業（おろしうりぎょう）◇  

   ◇小売業（こうりぎょう）◇  

   ◇商業の種類 ◇  

   ◇流通の合理化◇  

 ２３．§４ 家計の収入と支出  
   ◇家計の収入◇（消費を行うための所得）  

   ◇家計の収入◇   内容をていねいに考えよう…  

   ◇家計の支出◇  

   ◇消費（しょうひ）支出（ししゅつ）◇  

   ◇非消費（ひしょうひ）支出（義務的な支出）◇…  

   ◇エンゲル係数（けいすう）◇  

   ◇エンゲル係数（けいすう）◇  
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 ２４．§５ 価格  
   ◇価格（かかく）◇  

   ◇価格（かかく）◇  

   ◇商品の「価格」にふくまれる費用◇  

   商品の「価格」には「生産費」「経費」「…  

   ◇商品の価格◇  

   ◇商品の価格◇  

 ２５．§６ 物価と物価指数  
   ◇物価（ぶっか）◇  

   ◇物価（ぶっか）◇  

   ◇物価（ぶっか）指数（しすう）◇  

   ◇物価指数◇  基準となる年の物価を１００と…  

   ◇消費者（しょうひしゃ）物価指数と卸売（おろ…  

   ◇消費者（しょうひしゃ）物価指数と卸売（おろ…  

   ◇インフレーション（インフレ）◇  

 ２６．§７ 企業の種類と株式会社  
   ◇企業（きぎょう）◇  

   ◇生産◇  

   ◇再生産◇  

   ◇公（こう）企業と私（し）企業◇  

   ◇公（こう）企業◇    以下の３つに分かれ…  

   ◇公（こう）企業◇   以下の３つ。内容を確…  

   ◇私（し）企業◇   私企業 …利潤を目的と…  

   ◇株式（かぶしき）会社◇  

   ◇株式（かぶしき）会社◇  

   ◇株式（かぶしき）会社◇  

 ２７．§８ 大企業と中小企業  
   ◇中小（ちゅうしょう）企業◇ 資本金の額が小…  

   ◇中小（ちゅうしょう）企業◇  

   ◇中小企業と大企業の問題点◇  

   ◇中小企業対策◇  

   ◇寡占（かせん）◇  

   ◇独占（どくせん）の形態◇  

   ◇独占（どくせん）禁止（きんし）法◇  

   ◇労働者の権利◇  

   ◇労働条件◇  

 ２８．§９ 産業構造の変化  
   ◇産業の種類◇  

   ◇産業構造◇  

   ◇産業構造の変化◇  

   ◇産業構造の変化◇  

   ◇経済のサービス化◇  

 ２９．§10 農業と食料問題  
   ◇日本農業の問題点◇ 日本農業の特色にもなっ…  

   ◇農業問題のあゆみ １◇  

   ◇農業問題のあゆみ ２◇  

   ◇農業問題のあゆみ ３◇  

 ３０．§11 市場価格と独占価格  
   ◇市場（しじょう）と市場経済◇  

   ◇市場（しじょう）価格◇……商品の実際の価格…  

   ◇市場（しじょう）価格◇  

   ◇独占（どくせん）と寡占（かせん）◇  

   ◇公共（こうきょう）料金◇  

 ３１．§12 貨幣と金融  
   ◇貨幣（かへい）◇  

   ◇貨幣のはたらき◇  

   ◇金融と金融機関◇  

   ◇日本銀行◇  

   ◇管理（かんり）通貨（つうか）制度◇  

   ◇公定（こうてい）歩合（ぶあい）◇  

   ◇公定（こうてい）歩合（ぶあい）◇  

   ◇金融（きんゆう）政策（せいさく）◇  

 ３２．§13 政府と財政  
   ◇国民経済◇  

   ◇政府の主な経済活動◇  

   ◇社会資本の整備◇  

   ◇国家財政と地方財政◇  

   ◇財政支出◇  

   ◇財政収入 税金◇  

   ◇累進課税制度◇  
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   ◇財政収入 公債◇  

   ◇財政投融資◇  

   ◇景気変動◇  

   ◇財政政策◇  

 ３３．§14 日本経済の動き  
   ◇国民総生産（ＧＮＰ）と国内総生産（ＧＤＰ）…  

   ◇高度経済成長◇  

   ◇石油危機◇  

   ◇バブル経済◇  

 ３４．§15 世界の中の日本経済  
   ◇多国籍企業とボーダレス・エコノミー◇  

   ◇国際通貨◇  

   ◇為替相場制◇  

   ◇円高と円安◇  

 ３５．§16 労働条件の改善  
   ◇労働組合◇  

   ◇労働三権◇  

   ◇労働者の権利◇  

   ◇労働条件◇  

   ◇労働条件◇  

 ３６．§17 社会保障制度  
   ◇社会保障制度◇  

   ◇社会保障制度◇  

   ◇社会保障制度◇  

   ◇社会保障制度◇  

   ◇社会保障制度の問題点◇  

 ３７．§18 日本の公害と環境問題  
   ◇公害の種類◇  

   ◇四大公害◇  

   ◇公害の対策◇  

   ◇環境影響評価（環境アセスメント）◇  

   ◇リサイクル◇  

 ３８．§19 地球社会の課題  
   ◇わが国の資源問題◇  

   ◇地球温暖化◇  

   ◇酸性雨◇  

   ◇オゾン層の破壊◇  

   ◇熱帯林の減少◇  

   ◇砂漠化◇  

   ◇環境に関する国際会議◇  

   ◇世界遺産条約◇  

   ◇人口の増加と南北問題◇  

 ３９．§20 貿易問題  
   ◇自由貿易と保護貿易◇  

   ◇貿易摩擦◇  

   ◇経済の国際組織 ＷＴＯ（世界貿易機関）◇  

 ４０．§21 国際社会  
   ◇地域主義（リージョナリズム）◇  

   ◇ＮＩＥＳとＡＳＥＡＮ◇  

   ◇サミット◇  

   ◇地域紛争，民族紛争◇  

 ４１．§22 主権国家と国際連合  
   ◇主権国家◇  

   ◇国際法◇  

   ◇国際連合の成立◇  

   ◇国連の目的◇  

   ◇国連のしくみと運営◇  

   ◇安全保障理事会◇  

   ◇国連の専門機関◇  

   ◇ＰＫＯとＰＫＦ◇  

 ４２．§23 国際社会と日本の立場  
   ◇戦争放棄◇  

   ◇日米安全（あんぜん）保障（ほしょう）条約と…  

   ◇非核（ひかく）三原則◇  

   ◇二つの体制の対立◇  

   ◇緊張緩和（デタント）と核軍縮◇  

   ◇冷戦の終結と核軍縮◇  

   ◇ＯＤＡ（政府開発援助）◇  

   ◇ＮＧＯ（非政府組織）◇  


