
　高等学校「日本史Ｂ」の授業で活用できる愛知エースネットコンテンツ一覧【東三河地区】

コンテンツ名 キーワード 地区名
ア　歴史と資料

牛川原人史跡 先土器時代 豊橋市
嵩山蛇穴遺跡 縄文時代 豊橋市
麻生田大橋遺跡 縄文時代 豊川市
鞍船遺跡 縄文時代 北設楽郡
吉胡貝塚 縄文時代 田原市
伊川津貝塚 縄文時代 田原市
大根平遺跡 縄文～弥生時代 北設楽郡
瓜郷遺跡 弥生時代 豊橋市
船山古墳 東三河最大級 豊川市
城宝寺古墳 横穴式石室 田原市
馬越長火塚古墳 県下最大の横穴式石室 豊橋市
炭焼古墳群 群集墳 豊川市
旗頭山古墳群 後期古墳 新城市
林光寺の木造薬師如来坐像 一木造 新城市
三河国総社と国府跡 国衙 豊川市
大アラコ古窯跡 遙任国司 田原市
志香須賀の渡し 律令下の交通 豊川市
犬頭神社 調 豊川市
三河国分寺跡 聖武天皇 豊川市
三河国分尼寺跡 聖武天皇 豊川市
財賀寺の仏像 行基 豊川市
東観音寺の多宝塔 行基 豊橋市
岩屋山のぬれ仏 行基 豊橋市
普門寺の仏像 行基 豊橋市
赤岩寺 行基，寄木造 豊橋市
大海の放下 源平の争乱，僧侶の放下 新城市
菟足神社 弁慶 豊川市

ア　歴史の解釈
東大寺瓦窯跡 源平争乱，重源，交通路 田原市
鞍掛神社と駒止の桜 源頼朝 豊橋市
三明寺の三重塔 源平の合戦 豊川市
砥鹿神社 流鏑馬 豊川市
設楽城趾 鎌倉時代の山城 北設楽郡
岩略寺城 室町時代の山城 豊川市
花祭り 鎌倉～室町時代 北設楽郡
一色刑部の墓 四職，室町時代 豊川市
田峯城 山家三方衆 北設楽郡
山家三方衆 戦国時代 新城市
田原城 戦国時代，今川氏 田原市
仁連木城趾 戦国時代，今川氏 豊橋市
今川義元の胴塚 戦国時代，今川氏 豊川市
野田城跡 戦国時代，武田氏 新城市
山本勘助の墓 戦国時代，武田氏 豊川市
津具金山 武田信玄 北設楽郡
伊奈城趾 戦国時代，徳川氏 豊川市
牛久保城趾 戦国時代，牧野氏 豊川市
うなごうじ祭り 牧野古白 豊川市
鳥居強右衛門の木像 長篠合戦 豊川市
長篠城跡 長篠合戦 新城市
長篠の戦い古戦場 長篠合戦 新城市

学習指導要領の内容

イ　中世国家の
　　形成

高等学校　日本史Ｂ

ウ　中世社会の
　　展開

２．中世の日本
　　と東アジア

コンテンツ

１．原始･古代
　の日本と
　東アジア

ウ　古代国家の
　　推移と社会
　　の変化

イ　日本文化の
　　黎明と古代
　　国家の形成



コンテンツ名 キーワード 地区名
火おんどり 長篠合戦 新城市
乗本万灯 長篠合戦 新城市
鳳来寺硯 伝統工芸(鎌倉文化） 新城市
三河の田楽 室町文化 新城市
安久美神戸神明社の鬼まつり 田楽 豊橋市

ア　歴史の説明
吉田城跡 徳川家康 豊橋市
大恩寺 徳川家康 豊川市
鳳来山東照宮 徳川家康 新城市
鳳来寺仁王門 徳川家光 新城市
霞堤 治水 豊川市
熊谷家 武家住居 北設楽郡
釜屋建て民家 農民の生活 新城市
二川宿本陣資料館 陸上交通(街道） 豊橋市
一里山の一里塚 街道 豊橋市
御油宿と松並木 街道 豊川市
大橋屋 街道 豊川市
鵜飼船の碑 河川交通 新城市
旧黄柳橋 河川交通 新城市
牛川の渡し 河川交通 豊橋市
東上分一番所 河川交通 豊川市
前芝の燈明台 海上交通 豊橋市
太田白雪 松尾芭蕉，蕉風俳諧 新城市
菅江真澄 民俗学者 豊橋市
豊川稲荷 門前町 豊川市
藩校時習館 教育 豊橋市
藩校成章館 教育 田原市
羽田野敬雄 国学 豊橋市
渡辺崋山 蛮社の獄 田原市
雨乞祭り 宝永の大干ばつ 豊川市
しかうち神事 史料では江戸時代 北設楽郡
岩瀬忠震 開国 新城市
福谷啓吉 遣米使節団に参加 豊橋市
豊橋ハリストス正教会 キリスト教解禁 豊橋市
巣山の木造阿弥陀如来座像 廃仏毀釈 新城市
村松愛蔵 自由民権運動の指導者 田原市
中村道太 国立銀行 豊橋市
ベルツの供養塔 御雇い外国人，大日本国帝国憲法 豊川市
ロシア俘虜収容所址 日露戦争 豊橋市

小渕志ち 製糸業 豊橋市
三浦こう 東三河の公認女医第1号 蒲郡市
飯田線と大海駅 明治の交通 新城市
佐々木味津三 小説家 北設楽郡
神野金之助 神野新田 豊橋市
竹本元ｲ暴 教育者 豊川市
中村慶蔵 みそしょうゆ 豊川市
第十五師団司令部址 西園寺内閣師団増設 豊橋市
岡田耿陽 俳句の発展 蒲郡市
三浦英太郎 養蚕学の父 蒲郡市
豊橋市公会堂 大正デモクラシー 豊橋市

豊川海軍工敞跡 学徒動員、女子挺身隊 豊川市

イ　第一次世界大戦と
　　日本の経済･社会

ウ　第二次世界大戦と
     日本

４．近代日本の
　　形成と世界

イ　近世国家の
　　形成

学習指導要領の内容

２．中世の日本
　　と東アジア

ウ　中世社会の
　　展開

３．近世の日本
　　と世界

ウ　産業経済の
　　発展と幕藩
　　体制の変容

ウ　近代産業の
　　発展と近代文化

ア　明治維新と
　　立憲体制の
　　成立

イ　国際関係の推移と
　　立憲国家の展開

５．両世界大戦期
　　の日本と世界

ア　政党政治の発展と
　　大衆社会の形成

コンテンツ



コンテンツ名 キーワード 地区名
ア　現代日本の政治と
     国際社会

田口線 神武景気 北設楽郡
富安風生 ホトトギス派の俳人 豊川市
宇井伯寿 インド哲学研究 豊川市
曽田梅太郎 数学教育 豊川市
山口保治 作曲家 豊川市
三谷祭り 無形民俗文化財 蒲郡市
笹踊り･七福神踊り 三谷祭り 豊川市
玉の海 スポーツ 蒲郡市
渥美の電照菊 豊川用水 田原市
蒲郡の温室みかん 全国２位の生産地 蒲郡市
形原のロープ工業 生産量日本一 蒲郡市
豊橋の市内電車 交通 豊橋市
豊橋筆 全国２位の生産地 豊橋市
豊橋のうずら 全国一の生産地 豊橋市
豊川用水と近藤寿市郎 豊川用水、電照菊 豊橋市
豊川放水路 昭和時代，治水，霞堤 豊川市

ウ　歴史の論述

学習指導要領の内容
コンテンツ

６．現代の日本
　　と世界

イ　経済の発展と
　　国民生活の変化


