
高等学校 日本史Ｂ

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【名古屋・瀬戸地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

大曲輪貝塚 名古屋（瑞穂区）ア 日本文化の黎明

見晴台遺跡 名古屋（南区）

断夫山古墳 名古屋（熱田区）

印場大塚古墳 尾 張（尾張旭市）

味美二子山 尾 張（春日井市）

イ 古代国家の形成と東ア 
ジア

熱田神宮 名古屋（熱田区）

小野道風誕生伝説地 尾 張（春日井市）

源頼朝生誕の地 名古屋（熱田区）

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

香具山古窯 尾 張（日進市）

密蔵院 尾 張（春日井市）ア 武家政権の成立

東山古窯 名古屋（千種区）

円福寺 名古屋（熱田区）

大須観音 名古屋（中区）

観音寺 名古屋（中川区）

中世の社会・文化と東

アジア

イ 武家政権の展開と社会

の変化

岩崎城 尾 張（日進市）

万松寺 名古屋（中区）

大高城跡 名古屋（緑区）

豊臣秀吉産湯の井 名古屋（中村区）

前田利家 名古屋（中川区）

加藤清正生誕の地 名古屋（中村区）

長久手古戦場 尾 張（長久手町）

内々神社 尾 張（春日井市）

四間道 名古屋（西区）

栄国寺 名古屋（中区）

東照宮 名古屋（中区）

笠寺一里塚 名古屋（南区）

宮の渡し 名古屋（熱田区）

東印場町の一里塚 尾 張（尾張旭市）

下街道 尾 張（春日井市）

円福寺 尾 張（春日井市）

ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

退休寺 尾 張（春日井市）

松尾芭蕉 名古屋（中区）

熱田新田 名古屋（熱田区）

新木津用水 尾 張（春日井市）

有松・鳴海絞 名古屋（緑区）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

覚明上人 尾 張（春日井市）

徳川宗春 名古屋（中区）

伊藤圭介像 名古屋（昭和区）

加藤民吉 尾 張（瀬戸市）

加藤助左衛門 尾 張（春日井市）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺

船頭重吉の碑 名古屋（熱田区）

平田橋事件記念碑 名古屋（西区）ア 明治維新と立憲体制の

成立 林金兵衛

イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

坪内逍遙少年時代住居跡 名古屋（中村区）

海部荘平・正秀兄弟 名古屋（東区）

近代日本の形成とア 
ジア

ウ 近代産業の発展と近代

文化

矢田績 名古屋（西区）



奥田助七郎 名古屋（港区）

鈴木禎次 名古屋（昭和区）

日比野寛 名古屋（瑞穂区）

棚橋絢子 名古屋（中区）

鈴木政吉 名古屋（中川区）

米騒動絵巻 名古屋（東区）

福沢桃介 名古屋（千種区）

雉本朗蔵 名古屋（緑区）

ア 第一次世界大戦と日本

の経済

橘宗一少年の墓 名古屋（千種区）

加藤高明 名古屋（昭和区）

森田吾郎 名古屋（中区）

小酒井不木 尾 張（蟹江町）

徳川義親 名古屋（東区）

名古屋放送局 名古屋（東区）

愛知県庁本庁舎 名古屋（中区）

イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成

鳴海球場跡 名古屋（緑区）

熱田空襲跡 名古屋（熱田区）

大岩勇夫 名古屋（中区）

両世界大戦期の日本

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本

前畑(兵藤)秀子 名古屋（千種区）

北王英一 名古屋（千種区）ア 戦後政治の動向と国際

社会

イ 経済の発展と国民生活

第二次世界大戦後の

日本と世界

ウ 現代の日本と世界

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【尾張地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

大縣神社 尾張（犬山市）ア 日本文化の黎明

貝殻山貝塚 尾張（清須市）

東の宮古墳 尾張（犬山市）

青塚古墳 尾張（犬山市）

宇都宮神社古墳 尾張（小牧市）

鳳凰山甚目寺 尾張（あま市）

萱津神社 尾張（あま市）

屯倉跡 尾張（稲沢市）

奥津神社 尾張（愛西市）

国分寺旧蹟 尾張（稲沢市）

大山廃寺 尾張（小牧市）

イ 古代国家の形成と東ア 
ジア

はだか祭り 尾張（稲沢市）

源氏塚 尾張（蟹江町）

龍照院 尾張（蟹江町）

赤染衛門衣掛け松跡 尾張（稲沢市）

真清田神社 尾張（一宮市）

祖父江の虫送り 尾張（稲沢市）

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

あがた・くつわ 尾張（津島市）

鎌倉街道 尾張（あま市）

磨墨塚 尾張（犬山市）

密蔵院 尾張（春日井市）

芝馬祭 尾張（一宮市）

ア 武家政権の成立

植木の町稲沢 尾張（稲沢市）

呉渓宗頓 尾張（扶桑町）

中世の社会・文化と東

アジア

イ 武家政権の展開と社会

の変化 大塚山性海寺 尾張（稲沢市）



妙興寺 尾張（一宮市）

岩倉城跡 尾張（岩倉市）

小口城址 尾張（大口町）

勝幡城跡 尾張（稲沢市）

久昌寺 尾張（江南市）

阿弥陀寺 尾張（稲沢市）

富吉建速神社・八劔社 尾張（蟹江町）

津島湊 尾張（津島市）

鳥居建民家 尾張（岩倉市）

甘酒祭 尾張（一宮市）

須成祭 尾張（蟹江町）

天王祭 尾張（津島町）

小牧山 尾張（小牧市）

清須古城址 尾張（清須市）

蟹江城址 尾張（蟹江町）

犬山城 尾張（犬山市）

蓮華寺 尾張（あま市）

福島正則 尾張（あま市）

増田長盛屋敷跡 尾張（稲沢市）

宮後住吉踊 尾張（一宮市）

恵心庵 尾張（扶桑町）

如庵 尾張（犬山市）

明眼院キリシタン灯籠 尾張（大治町）

キリシタン供養塔 尾張（犬山市）

佐屋路・佐屋宿 尾張（愛西市）

佐屋路・佐屋宿 尾張（愛西市）

神守の宿場跡 尾張（津島市）

起宿の脇本陣跡 尾張（一宮市）

起の渡船場跡 尾張（一宮市）

三里の渡し 尾張（愛西市）

冨田の一里塚 尾張（一宮市）

ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

石刀祭 尾張（一宮市）

平田靱負正輔 尾張（愛西市）

入鹿池 尾張（犬山市）

木津用水 尾張（犬山市）

宮田用水 尾張（江南市）

大囲堤 尾張（一宮市）

鍋田干拓 尾張（弥富市）

円空千体仏 尾張（津島市）

説教源氏節 尾張（あま市）

島文楽 尾張（一宮市）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

ばしょう踊 尾張（一宮市）

石原正明の墓 尾張（津島市）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺 国府宮の馬祭り 尾張（稲沢市）

鷲津毅堂 尾張（一宮市）

森春濤 尾張（一宮市）

塚本貝助 尾張（あま市）

林庄五郎 尾張（あま市）

入鹿切れ慰霊碑 尾張（犬山市）

禅源寺と稲葉騒動 尾張（稲沢市）

ふたつやの渡し・尾張大橋 尾張（弥富市）

近代日本の形成とア 
ジア

ア 明治維新と立憲体制の

成立

葛木渡船 尾張（愛西市）



ヨハネス・デ・レーケ 尾張（愛西市）

愛西市域のアメリカ移民 尾張（愛西市）イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

青樹英二 尾張（愛西市）

片岡春吉 尾張（津島市）

上田重次郎 尾張（稲沢市）

船頭平閘門 尾張（愛西市）

ウ 近代産業の発展と近代

文化

立田輪中人造堰樋門 尾張（弥富市）

大錦大五郎 尾張（弥富市）

野口米次郎 尾張（津島市）

墨宇吉 尾張（一宮市）

市川房枝 尾張（一宮市）

ア 第一次世界大戦と日本

の経済

横田喜三郎 尾張（江南市）

河合玉堂 尾張（一宮市）イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成 三岸節子 尾張（一宮市）

渡辺錠太郎 尾張（岩倉市）

大角岑生 尾張（稲沢市）

両世界大戦期の日本

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本

清洲飛行場作戦室跡 尾張（清須市）

荻須高徳 尾張（稲沢市）

津田応助 尾張（小牧市）

ア 戦後政治の動向と国際

社会

守口大根 尾張（扶桑町）

イ 経済の発展と国民生活

第二次世界大戦後の

日本と世界

ウ 現代の日本と世界

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【知多地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

入海貝塚 知多（東浦町）ア 日本文化の黎明

先苅貝塚 知多（南知多町）

カブト山古墳 知多（東海市）

知多地方と万葉集 知多（南知多町）

イ 古代国家の形成と東ア 
ジア

条里制遺構 知多（常滑市）

平泉寺 知多（阿久比町）

板山長根古窯群 知多（阿久比町）

法界寺 知多（知多市）

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

在原業平伝説と宝珠寺 知多（東海市）

延命寺 知多（大府市）

藤井神社 知多（大府市）

八社神社 知多（知多市）

善導寺と元寇 知多（東浦町）

常滑市民俗資料館 知多（常滑市）

観福寺 知多（東海市）

円通寺 知多（大府市）

ア 武家政権の成立

野間大坊 知多（美浜町）

阿久比の虫送り行事 知多（阿久比町）

高讃寺 知多（常滑市）

斉年寺と雪舟 知多（常滑市）

中の坊寺 知多（常滑市）

正住院と高久隆古 知多（常滑市）

常滑の陶芸 知多（常滑市）

牟山神社と梯子獅子 知多（知多市）

中世の社会・文化と東

アジア

イ 武家政権の展開と社会

の変化

岩屋寺 知多（南知多町）



羽豆神社 知多（南知多町）

乾坤院 知多（東浦町）

洞雲院 知多（阿久比町

今川塚 知多（東海市）

亀崎の潮干祭 知多（半田市）

どぶろく祭り 知多（大府市）

大野城 知多（常滑市）

大草城 知多（知多市）

ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

常楽寺と徳川家康 知多（阿久比町）

光明寺 知多（南知多町）

廻船問屋瀧田家 知多（常滑市）

常滑の酒造り 知多（常滑市）

大野鍛冶 知多（常滑市）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

半田山車祭り 知多（半田市）

細井平洲 知多（東海市）

音吉 知多（美浜町）

尾張万歳 知多（知多市）

知多四国巡り 知多（知多市）

半田の食酢 知多（半田市）

黒鍬稼ぎ 知多（知多市）

音吉の難破と聖書和訳 知多（美浜町）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺

幕末ののろし台 知多（南知多町）

知多地方の自由民権運動 知多（知多市）ア 明治維新と立憲体制の

成立 鯉江宝珠 知多（常滑市）

イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

モダンな旧中埜家住宅 知多（半田市）

武豊線 知多（武豊町）

近代日本の形成とア 
ジア

ウ 近代産業の発展と近代 
文化

鯛祭り 知多（南知多町）

米騒動 知多（東海市）ア 第一次世界大戦と日本

の経済

蟹江一太郎 知多（東海市）イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成

海軍航空隊河和基地跡 知多（美浜町）

赤レンガ広場 知多（半田市）

両世界大戦期の日本

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本

新美南吉 知多（半田市）

ア 戦後政治の動向と国際

社会

知多地方の愛知用水 知多（知多市）イ 経済の発展と国民生活

伊勢湾台風の被害 知多（常滑市）

第二次世界大戦後の

日本と世界

ウ 現代の日本と世界

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【西三河北地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

酒呑ジュリンナ遺跡 西三河（豊田市）

今朝平遺跡 西三河（豊田市）

稲武大安寺遺跡 西三河（豊田市）

豊田大塚古墳 西三河（豊田市）

八柱神社古墳 西三河（豊田市） 

ア 日本文化の黎明

池田第１号古墳 西三河（豊田市）

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

イ 古代国家の形成と東ア 舞木廃寺塔跡 西三河（豊田市）



杉本の貞観杉 西三河（豊田市）

伊保郷印 西三河（豊田市）

ジア

豊田駒場の銭太鼓 西三河（豊田市）

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

ア 武家政権の成立

古瀬間城址 西三河（豊田市）

猿投祭りと棒の手 西三河（豊田市）

大給城 西三河（豊田市）

中世の社会・文化と東

アジア イ 武家政権の展開と社会

の変化

足助城 西三河（豊田市）

渡邊半蔵守綱 西三河（豊田市）

守綱寺 西三河（豊田市）

武節城址 西三河（豊田市）

小原市場城址 西三河（豊田市）

松平親氏 西三河（豊田市）

ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

高月院 西三河（豊田市）

鈴木正三 西三河（豊田市）

鈴木正三記念館 西三河（豊田市）

鳥山牛之助精元 西三河（豊田市）

桜城隅櫓跡 西三河（豊田市）

中馬街道 西三河（豊田市）

足助の馬頭観音と芭蕉の句

碑

西三河（豊田市）

挙母祭と挙母神社の山車 西三河（豊田市）

綾瀬の夜念仏と盆踊 西三河（豊田市）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

坪崎の火きり神事 西三河（豊田市）

飯野八兵衛事件 西三河（豊田市）

七州城 西三河（豊田市）

崇化館 西三河（豊田市）

加茂一揆と松平辰蔵 西三河（豊田市）

矢作川の水運 西三河（豊田市）

阿蔵の念仏踊り 西三河（豊田市）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺

猿投神社の富くじ 西三河（豊田市）

古橋源六郎義眞 西三河（豊田市）ア 明治維新と立憲体制の

成立

井上徳三郎 西三河（豊田市）イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

伊豫田与八郎 西三河（豊田市）

松平のガラ紡 西三河（豊田市）

近代日本の形成とア 
ジア

ウ 近代産業の発展と近代

文化

愛知県蚕業取締所第九支所 西三河（豊田市）

ア 第一次世界大戦と日本

の経済

イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成

岡崎海軍航空隊 西三河（豊田市）

両世界大戦期の日本

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本

伊保原飛行場 西三河（豊田市）

ア 戦後政治の動向と国際

社会

藤井達吉と小原和紙 西三河（豊田市）

豊田佐吉 西三河（豊田市）

豊田喜一郎 西三河（豊田市）

久野源蔵と愛知用水 西三河（みよし市）

第二次世界大戦後の

日本と世界

イ 経済の発展と国民生活

川合好太郎と三河湖 西三河（豊田市）



猿投の桃 西三河（豊田市）

ウ 現代の日本と世界

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【西三河南地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

真宮遺跡 西三河（岡崎市）

岩津第１号古墳 西三河（岡崎市）

ア 日本文化の黎明

神明宮第１号古墳 西三河（岡崎市）

北野廃寺跡 西三河（岡崎市）イ 古代国家の形成と東ア 
ジア

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

ア 武家政権の成立 滝山寺 西三河（岡崎市）

天恩寺 西三河（岡崎市）

大樹寺 西三河（岡崎市）

日近城 西三河（岡崎市）

本多平八郎忠勝 西三河（岡崎市）

徳川家康 西三河（岡崎市）

石工団地 西三河（岡崎市）

中世の社会・文化と東

アジア イ 武家政権の展開と社会

の変化 

深溝松平家菩提所 西三河（幸田町）

岡崎城 西三河（岡崎市）

法蔵寺 西三河（岡崎市）

田中吉政 西三河（岡崎市）

伊賀八幡宮 西三河（岡崎市）

ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

三河花火 西三河（岡崎市ほか）

藤川宿資料館 西三河（岡崎市）

大平一里塚 西三河（岡崎市）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

二十七曲 西三河（岡崎市）

奥殿陣屋跡 西三河（岡崎市）

千万町神楽 西三河（岡崎市）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺

八丁味噌 西三河（岡崎市）

大給恒 西三河（岡崎市）ア 明治維新と立憲体制の

成立 山本源吉 西三河（岡崎市）

イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

官営愛知紡績所遺構 西三河（岡崎市）

岡崎の馬車鉄道 西三河（岡崎市）

志賀重昴 西三河（岡崎市）

近代日本の形成とア 
ジア

ウ 近代産業の発展と近代

文化

本多光太郎 西三河（岡崎市）

岡崎信用金庫資料館 西三河（岡崎市）ア 第一次世界大戦と日本

の経済 岡崎市郷土館 西三河（岡崎市）

岡崎競馬場 西三河（岡崎市）イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成

両世界大戦期の日本

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本

ア 戦後政治の動向と国際

社会

木村資生 西三河（岡崎市）イ 経済の発展と国民生活

幸田の筆柿 西三河（幸田町）

第二次世界大戦後の

日本と世界

ウ 現代の日本と世界 深溝断層 西三河（幸田町）



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【西三河東地区】

学習指導要領の内容 コンテンツ

へら描き人面土器 西三河（安城市）

姫小川古墳 西三河（安城市）

正法寺古墳 西三河（吉良町）

ア 日本文化の黎明

二子古墳 西三河（安城市）

寺領廃寺跡 西三河（安城市）

木造薬師如来像印内薬師 西三河（安城市）

イ 古代国家の形成と東ア 
ジア

鳥羽神明社の火祭り 西三河（幡豆町）

八橋伝説地 西三河（知立市）

カキツバタと無量壽寺 西三河（知立市）

原始・古代の社会と・

文化と東アジア

ウ 古代国家の推移と社会

の変化

西尾のてんてこ祭り 西三河（西尾市）

鎌倉街道と花の瀧伝承地 西三河（安城市）

金蓮寺弥陀堂 西三河（吉良町）

ア 武家政権の成立

実相寺 西三河（西尾市）

三河一向一揆と本證寺 西三河（安城市）

富士塚古戦場 西三河（安城市）

称名寺 西三河（碧南市）

安祥城址 西三河（安城市）

刈谷城跡 西三河（刈谷市）

本多忠高碑 西三河（安城市）

楞厳寺 西三河（刈谷市）

三河万歳 西三河（安城市）

石川丈山 西三河（安城市）

中世の社会・文化と東

アジア

イ 武家政権の展開と社会

の変化

板倉勝重廟所 西三河（西尾市）

吉良上野介義央 西三河（吉良町）ア 織豊政権と幕藩体制の

形成

黄金堤 西三河（吉良町）

旧糟谷邸 西三河（吉良町）

東海道の松並木 西三河（安城市）

一色の大提灯まつり 西三河（一色町）

イ 産業経済の発展と都市

や村落の文化

知立の山車文楽とからくり 西三河（知立市）

万燈祭 西三河（刈谷市）

吉浜の細工人形 西三河（高浜市）

中川覚右衛門墓碑 西三河（安城市）

算額 西三河（安城市）

松本奎堂 西三河（刈谷市）

近世の社会・文化と国

際関係

ウ 国際環境の変化と幕藩

体制の動揺

渡辺政香 西三河（西尾市）

内藤魯一 西三河（知立市）ア 明治維新と立憲体制の

成立 山中信天爺 西三河（碧南市）

イ 国際関係の推移と立憲

国家の展開

一色のウナギ 西三河（一色町）

一色のえびせんべい 西三河（一色町）

西尾茶 西三河（西尾市）

明治川神社 西三河（安城市）

明治用水の開発 西三河（安城市）

都築弥厚 西三河（安城市）

近藤坦平 西三河（碧南市）

清澤満之 西三河（碧南市）

近代日本の形成とア 
ジア

ウ 近代産業の発展と近代

文化

岩瀬弥助 西三河（西尾市）

両世界大戦期の日本 ア 第一次世界大戦と日本 加藤与五郎 西三河（刈谷市）



の経済 山崎延吉 西三河（安城市）

白瀬南極探検隊長の墓 西三河（吉良町）

尾崎士郎 西三河（吉良町）

イ 政党政治の発展と大衆

文化の形成

新家寛 西三河（西尾市）

と世界

ウ 第二次世界大戦と日本 海軍航空隊明治基地跡 西三河（安城市）

ア 戦後政治の動向と国際

社会

一色のカーネーション 西三河（一色町）イ 経済の発展と国民生活

三州の粘土瓦 西三河（高浜市）

第二次世界大戦後の

日本と世界

ウ 現代の日本と世界


