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東京書籍「地理総合」教科書

Dマークコンテンツ（QRコンテンツ）のご紹介
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アクセス

コンテンツの
５分類

Dマークコンテンツとは

どんな
コンテンツが
あるんだろう！

東京書籍の「地理総合」教科書に関連した，さまざまなデジタルコ
ンテンツを「Dマークコンテンツ」としてご用意しています。
コンテンツがある箇所には，教科書中に左のDマークを掲載するか，
コンテンツへの直接リンクである二次元コードを掲載しています。

Dマークコンテンツを「クイズ」「シミュレーション」「映像」「PDF」「Webページ」
に分類し，メニュー画面では，コンテンツ名の右側に分類を表示しています。

Dマークコンテンツのメニュー画面には，下記のどちらかの方法でアクセスできます。

※�コンテンツの使用料はかかりませんが，通信費は自己負担となります。

〈 教科書 p.118 〉 〈 教科書 p.151 〉〈 教科書 p.19 〉 〈 教科書 p.29 〉 〈 教科書　巻末 2 〉

PDF Webページクイズ シミュレーション 映 像

教科書 p.4 の
二次元コードを
読み取る。

教科書 p.4 の URLを入力する

https://hi.tsho.jp/04h/s/cs/

コンテンツの一覧は裏面へ



この資料は，一般社団法人教科書協会
「教科書発行者行動規範」に則っております。

「地理総合」教科書について，
東京書籍ホームページでも
特集しています。

ページ コンテンツ名 分類 備考
巻頭 1-2 この世界遺産はどこだろう クイズ 全 11 問
5 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 1編第 1章） クイズ 全 6問
9 時差の調べ方 シミュレーション 解説，練習問題
16 章末のまとめクイズ（第 1編第 1章） クイズ 全 16 問
19 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 1編第 2章） クイズ 全 3問
25 等高線の読み取り方 シミュレーション 解説，練習問題
27 主題図の読み取り方 シミュレーション 解説，練習問題
28 レイヤ別表示が可能な地図 PDF 3 点（さいたま市，渋谷，舞浜）
29 Web�GIS の操作方法《今昔マップ》 映像 再生時間：2分 15 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図①》 映像 再生時間：2分 50 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図②》 映像 再生時間：2分 51 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図③》 映像 再生時間：2分 26 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図④》 映像 再生時間：2分 21 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図⑤》 映像 再生時間：2分 08 秒
30 Web�GIS の操作方法《地理院地図⑥》 映像 再生時間：1分 52 秒
31 Web�GIS の操作方法《Google マップ》 映像 再生時間：5分 10 秒
31 Web�GIS の操作方法《RESAS》 映像 再生時間：4分 22 秒
31 MANDARA の操作方法 映像 再生時間：8分 06 秒
34 章末のまとめクイズ（第 1編第 2章） クイズ 全 14 問
36 地図記号を確認しよう クイズ スタンダード問題，アドバンス問題
37 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 1編第 3章） クイズ 全 4問
52 章末のまとめクイズ（第 1編第 3章） クイズ 全 20 問
55 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 2編第 1章） クイズ 全 5問
71 河岸段丘のドローン映像① 映像 再生時間：0分 50 秒
71 河岸段丘のドローン映像② 映像 再生時間：0分 49 秒
71 河岸段丘のドローン映像③ 映像 再生時間：0分 51 秒
71 河岸段丘のでき方 映像 再生時間：0分 57 秒
80 雨温図の読み取り方 シミュレーション 解説，雨温図の比較，練習問題
118 章末のまとめクイズ（第 2編第 1章） クイズ 全 25 問
121 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 2編第 2章） クイズ 全 4問
125 国際協力の最前線＋α① PDF
133 国際協力の最前線＋α② PDF
137 国際協力の最前線＋α③ PDF
143 国際協力の最前線＋α④ PDF
147 国際協力の最前線＋α⑤ PDF
151 国際協力の最前線＋α⑤ PDF
155 国際協力の最前線＋α⑦ PDF
170 章末のまとめクイズ（第 2編第 2章） クイズ 全 19 問
173 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 3編第 1章） クイズ 全 5問
193 国際協力の最前線＋α⑧ PDF

194-197 防災アクション シミュレーション チェックリスト，クイズ
200 章末のまとめクイズ（第 3編第 1章） クイズ 全 17 問
203 中学校のふり返り＆章の導入クイズ（第 3編第 2章） クイズ 全 3問

218-220 用語解説デジタルカード シミュレーション 全 48 枚
巻末 1 日本の白地図データ PDF 日本地図 4種の PDFと JPEG
巻末 2 ジオ・ラボ　実験１① 映像 再生時間：1分 23 秒
巻末 2 ジオ・ラボ　実験１② 映像 再生時間：1分 24 秒
巻末 3 ジオ・ラボ　実験２ 映像 再生時間：1分 13 秒
巻末 3 ジオ・ラボ　実験３ 映像 再生時間：1分 39 秒
巻末 4 農産物・鉱産資源の統計クイズ クイズ 農産物（全 33 点），鉱産資源（全 11 問）

巻末 10-11 地図クイズ クイズ 位置当てクイズ，国名当てクイズ
巻末 10-11 世界の白地図データ PDF 世界地図 10 種の PDFと JPEG
全体 地理の学習に役立つWebページ Web ページ 全 11 サイトへのリンク

コンテンツ一覧（全53点）


