
▼教科書の主な内容 ▼テキストのテーマ名 ▼教科書の主な内容 ▼テキストのテーマ名

 私たちの生きる社会
 地球環境の問題 ㉓持続可能な未来へ  現代の経済と国民福祉

⑪エネルギー政策の未来 　　経済の仕組み
㉒原発事故からの復興 　　　企業の活動 ⑫世界の中の日本産業
㉓持続可能な未来へ 　　　国民所得と経済成長 ⑧脱デフレ 道半ば
⑯消費者行政のいま 　　　中央銀行の役割 ⑧脱デフレ 道半ば
⑳いのちと科学を考える 　　　政府の役割 ⑦足踏みする財政再建
入門編 フェイクニュースって？ ⑫世界の中の日本産業
⑲情報社会に生きる ㉑五輪の旗が目指すもの

　　豊かな生活を求めて

 現代の社会と人間 　　　自立した消費者へ ⑯消費者行政のいま
 青年期と自己形成の課題 　　　雇用・労働問題 ⑮働き方改革 待ったなし

⑬人口減少 歯止めなく 　　　社会保障の役割 ⑭曲がり角の社会保障
⑭曲がり角の社会保障 　　　環境保全と循環型社会 ㉓持続可能な未来へ
⑮働き方改革 待ったなし

　　宗教と私たち ㉖テロ・内戦 遠い出口  国際社会とさまざまな課題
⑤日本の外交・安全保障

 日本国憲法と民主政治 ㉔米国・中国 新たな選択
　　世界の政治体制 ㉔米国・中国 新たな選択 ㉖テロ・内戦 遠い出口

②日本国憲法の行方 ㉗核廃絶への道のりは…
④天皇陛下2019年春に退位 ⑨堅調な世界経済 リスクも
⑰共に生きる社会へ ⑩揺らぐ世界の自由貿易
⑱司法と市民生活 ㉕岐路に立つ欧州
②日本国憲法の行方 ⑤日本の外交・安全保障
⑲情報社会に生きる ⑨堅調な世界経済 リスクも
②日本国憲法の行方 ⑩揺らぐ世界の自由貿易
⑤日本の外交・安全保障 ⑰共に生きる社会へ
①政治参加と制度改革 ㉕岐路に立つ欧州
②日本国憲法の行方 ㉖テロ・内戦 遠い出口
③日本の政治と安倍内閣
⑥超高齢社会の地方
⑱司法と市民生活
入門編 フェイクニュースって？

①政治参加と制度改革
③日本の政治と安倍内閣
⑯消費者行政のいま
⑱司法と市民生活

▼教科書の主な内容 ▼テキストのテーマ名 ▼教科書の主な内容 ▼テキストのテーマ名

 現代社会と私たちの生活  私たちの暮らしと経済
入門編 フェイクニュースって？  消費生活と経済 ⑯消費者行政のいま
⑬人口減少 歯止めなく ⑫世界の中の日本産業
⑰共に生きる社会へ ⑮働き方改革 待ったなし
⑲情報社会に生きる  価格の働きと金融 ⑧脱デフレ 道半ば
㉑五輪の旗が目指すもの ⑦足踏みする財政再建

⑬人口減少 歯止めなく

 個人の尊重と日本国憲法 ⑭曲がり角の社会保障
②日本国憲法の行方 ⑧脱デフレ 道半ば
④天皇陛下2019年春に退位 ⑨堅調な世界経済 リスクも
⑤日本の外交・安全保障 ㉓持続可能な未来へ
㉗核廃絶への道のりは…
①政治参加と制度改革  地球社会と私たち
⑭曲がり角の社会保障 ⑤日本の外交・安全保障
⑰共に生きる社会へ ⑩揺らぐ世界の自由貿易
㉑五輪の旗が目指すもの ㉕岐路に立つ欧州
②日本国憲法の行方 ⑪エネルギー政策の未来
⑰共に生きる社会へ ㉒原発事故からの復興
⑱司法と市民生活 ㉓持続可能な未来へ
⑲情報社会に生きる ㉔米国・中国 新たな選択
⑳いのちと科学を考える ㉖テロ・内戦 遠い出口

②日本国憲法の行方

 現代の民主政治と社会 ⑤日本の外交・安全保障
入門編 フェイクニュースって？ ㉑五輪の旗が目指すもの
①政治参加と制度改革 ㉖テロ・内戦 遠い出口
③日本の政治と安倍内閣 ㉗核廃絶への道のりは…
①政治参加と制度改革
③日本の政治と安倍内閣
⑱司法と市民生活

 地方自治と私たち ⑥超高齢社会の地方

 生産と労働

　　　　基本的人権の保障
　　国際経済の仕組みと動き

 現代社会を生きる

 人権と日本国憲法

 人権と共生社会

 これからの人権保障

 現代の民主政治

 国の政治の仕組み

 国際社会の仕組み

　　変わる日本経済

　　　　平和主義と安全保障

　　日本の政治機構
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※教科書の章立ては、学習指導要領に基づく教科書の標準的な構成を念頭
に、公式テキストと関連のある部分に限って掲載しています。お手元の教科
書とピッタリ対応するとは限りません。

 政府の役割と国民の福祉

 これからの経済と社会

 さまざまな国際問題

 地球社会のあすと日本

学校の授業にもご活用ください！

2018年度版テキスト 発展編（２・準２級対応）と教科書の対照表

　ニュース検定（Ｎ検）の2018年度版公式テキスト 発展編（２・準２級対応）は、主に2017年を中心に重要ニュースやその背景、関連する重要語
句をコンパクトに解説し、例えば中学・高校における社会（公民的分野）、公民（現代社会、政治・経済）の学習を深めるのにもうってつけで
す。
　社会（公民的分野）、公民（現代社会）の教科書（主な内容）とは、次のように対応しています。Ｎ検受検の準備に限らず、現実の社会の動き
と関連づけた学習に、公式テキストをぜひご活用ください。

高校　公民（現代社会）教科書との対応

中学　社会（公民的分野）教科書との対応

　　国際政治の仕組みと動き

　　現代政治の特質と課題

　　現代社会と法

　　　　新しい人権

　　国際社会の現状と課題

 資源・エネルギー問題

 科学技術の進歩と生命

 高度情報社会と私たち

　　現代社会と青年

　　日本国憲法とその原理



※教科書の章立ては、学習指導要領に基づく
教科書の標準的な構成を念頭に、公式テキ
ストと関連のある部分に限って掲載していま
す。お手元の教科書とピッタリ対応するとは限
りません。

公　民

地理Ｂ 世界史Ｂ 日本史Ｂ 倫　理

現代の諸課題と倫理 （情報社会）

 ① 政治参加と制度改革 第一次世界大戦と日本 （普通選挙法の成立）

 ② 日本国憲法の行方
明治維新と立憲体制の成立
　　　　　　　　　　　　（大日本帝国憲法の制定）
占領下の日本 （日本国憲法の制定）

 ③ 日本の政治と安倍内閣
冷戦後の世界と日本
　　　　　　　　　　　　（55年体制後の日本政治）

 ④ 天皇陛下2019年春に退位 占領下の日本 （日本国憲法の制定）

 ⑤ 日本の外交・安全保障 近隣諸国と日本 世界の領土問題

明治維新と立憲体制の成立
　　　　　　　　　　　　　　（明治時代の国境画定）
高度成長の時代
　　　　　　　　　　（日米安保条約の締結と改定）

 ⑥ 超高齢社会の地方 都市と村落 居住・都市問題

 ⑦ 足踏みする財政再建 国民経済と家庭の経済

 ⑧ 脱デフレ 道半ば 国民経済と家庭の経済

 ⑨ 堅調な世界経済 リスクも 世界の諸地域 （地誌地理）

 ⑩ 揺らぐ世界の自由貿易 国家間の結びつき （貿易・経済）

 ⑪ エネルギー政策の未来 資源と産業 （鉱業） 環境・エネルギー問題 持続可能な社会を目指して

 ⑫ 世界の中の日本産業 資源と産業 （農業・工業）

 ⑬ 人口減少 歯止めなく 日本の人口問題 現代の諸課題と倫理 （家族）
家族・家庭と社会 （家族のあり方）
子どもの発達と保育・福祉
高齢者の生活と福祉

 ⑭ 曲がり角の社会保障
高齢者の生活と福祉
家族・家庭と社会
　　　　　　　　　　（家庭生活と福祉）

 ⑮ 働き方改革 待ったなし 現代の諸課題と倫理 （家族）
人の一生と青年期の自立
　　　　　　　　　　（男女共同参画）

 ⑯ 消費者行政のいま 消費者の権利と責任

 ⑰ 共に生きる社会へ 現代の諸課題と倫理（文化と宗教）
家族・家庭と社会 （家族のあり方）
共生社会を目指して

 ⑱ 司法と市民生活 消費者の権利と責任

 ⑲ 情報社会に生きる 国家間の結びつき （交通・通信） グローバル化した世界と日本 （情報技術革命） 現代の諸課題と倫理 （情報社会）

 ⑳ いのちと科学を考える 現代の諸課題と倫理 （生命） いのちをはぐくむ

 ㉑ 五輪の旗が目指すもの 世界の民族問題 （民族共生）

 ㉒ 原発事故からの復興

 ㉓ 持続可能な未来へ
自然環境と生活
環境・エネルギー問題

グローバル化した世界と日本 （環境問題） 現代の諸課題と倫理 （環境） 持続可能な社会を目指して

 ㉔ 米国・中国 新たな選択

世界の諸地域 （地誌地理）
国家間の結びつき （貿易・経済）
世界の領土問題
世界の民族問題 （民族共生）

グローバル化した世界と日本
　　　　　　　　　　　　　　　　（冷戦後の世界秩序）

 ㉕ 岐路に立つ欧州
世界の諸地域 （地誌地理）
国家間の結びつき （貿易・経済）
世界の民族問題 （民族共生）

グローバル化した世界と日本
　　　　　　　　　　　　　　　　（地域統合の進展）

 ㉖ テロ・内戦 遠い出口
世界の民族問題
　　　　　　　（民族紛争・民族共生）
世界の諸地域 （地誌地理）

二つの世界大戦
　　　　　　　　（第一次世界大戦下の秘密外交）
米ソ冷戦と第三世界　　（パレスチナ問題）
グローバル化した世界と日本 （対テロ戦争）

 ㉗ 核廃絶への道のりは…
米ソ冷戦と第三世界 （核兵器）
グローバル化した世界と日本 （核軍縮）

 入門編   フェイクニュースって？

これは役立つ！  地理歴史や家庭科でも

2018年度版テキスト 発展編（２・準２級対応）と教科書の対照表

　ニュース検定（Ｎ検）の2018年度版公式テキスト 発展編（２・準２級対応）は、公民（現代社会、政治・経済）だけでなく、その他の教科・科目の学習を深める一助にもなります。
　地理歴史（地理Ｂ、世界史Ｂ、日本史Ｂ）、公民（倫理）、家庭のそれぞれの教科書（主な内容）とは、次のように対応しています。Ｎ検受検の準備に限らず、現実の社会の動きと関連づ
けた学習に、ニュース検定の公式テキストをぜひご活用ください。
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