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【節頭】学習目標，キーワード

【節末】確認コーナー（穴埋め式練習問題）

引用・参考文献（☆は，学習を深めるために最適な文献）

学習目標で学習のポイントを提示しています。キーワードを本文中で確

認しながら，目標に沿って学習を進めてください。
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○下記のマークを用いて本文の補足をしています。

＊ 用語解説など本文の補足説明

本巻，本テキストでの相互参照項目

例： 第�章第�節 わが国の社会保障制度の発展（××頁）

文献参照 例： ①（←節末の文献番号を示す）××頁

！ 学習を深めるためのポイントや文献紹介

本テキストは，体系性を重視しています。関連する他の領域を相互に参

照し，振り返って学んでください。
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