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次のア～オのうち、平野とそこに位置する都市の組み合わせとして正しいものを二つ選んで

記号で答えなさい。

ア　十勝平野－札幌市

イ　庄内平野－秋田市

ウ　濃尾平野－岐阜市

エ　讃岐平野－高松市

オ　筑紫平野－鹿児島市

次のア～オのうち、正しいものを二つ選んで記号で答えなさい。

ア　インド・オーストラリア・アメリカ合衆国は、いずれも日本より国土面積が大きい国であ

る。

イ　イタリア・ギリシャ・ロシアは、いずれもヨーロッパ連合（ＥＵ）加盟国である。

ウ　エチオピア・キューバ・ガーナは、いずれもアフリカ大陸にある国である。

エ　モンゴル・中国・フィンランドは、いずれもロシアと国境を接する国である。

オ　カンボジア・ニュージーランド・アルゼンチンは、いずれも南半球にある国である。

次のア～オのうち、正しいものを一つ選んで記号で答えなさい。

ア　北海道には有珠山などの火山があり、火山のまわりにわく温泉や火山の噴火によってでき

たカルデラ湖が観光資源となり、多くの観光客をひきつけている。

イ　愛知県の豊田市周辺では、かつては石炭と鉄鉱石の採掘がさかんにおこなわれ、鉄鋼を作

る技術が発達した。戦後には、その技術を土台に自動車生産がおこなわれるようになった。

ウ　九州南部では、温暖な気候を生かした野菜の促成栽培がさかんにおこなわれている。宮崎

平野ではキャベツやレタスの生産量が、熊本平野ではりんごの生産量が多い。

エ　瀬戸内地方は、夏の季節風が中国山地に、冬の季節風が四国山地にさえぎられるため、一

年中温暖で降水量が少ない。

オ　日本の最東端に位置する島は択捉島、日本の最西端に位置する島は尖閣諸島の魚釣島であ

る。
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次のア～オのうち、正しいものを一つ選んで記号で答えなさい。

ア　中国では、1970年代末まで沿岸部のシェンチェン（深圳）やアモイ（厦門）などに外国企

業を受け入れる経済特区を設けて工業化を進めてきたが、国内の工業化が進んだ1980年代

からは外国企業の受け入れを制限し、政府の計画に沿って生産がおこなわれるようになっ

た。

イ　19世紀後半から20世紀前半にかけて、アフリカ大陸の大部分がヨーロッパ諸国の植民地と

して分割された。20世紀後半に多くの国が独立し、独立後は、英語やフランス語など植民

地時代の本国の言語を公用語とする国はなくなった。

ウ　ドイツでは穀物栽培と家畜の飼育を組み合わせた混合農業が、デンマークやオランダでは

乳牛を飼いバターやチーズを生産する酪農が、イタリアではオリーブや小麦を栽培する地

中海式農業がおこなわれてきた。

エ　20世紀後半から、アメリカ合衆国の北緯40度以北のサンベルトと呼ばれる地域で先端技術

産業が発達した。とくに、シカゴ郊外にあるシリコンバレーでは、先端技術産業にかかわ

る大学や研究機関、ＩＣＴ関連の企業が集中している。

オ　オーストラリアやニュージーランドでは、イギリスから移民した人々によって社会が形成

されてきたことから、現在でも先住民の社会的権利は保障されず、彼らの伝統文化は抑圧

されている。
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次の表は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の全加盟国の「面積」「人口」「国民総所得」

「主な宗教」についてまとめたものである。下の問い⑴⑵に答えなさい。

面積
（千km2）

人口
（千人）

国民総所得
（億ドル）

主な宗教
（％）

Ａ 0.72 5804 3060 仏教 33.3 キリスト教 18.3 イスラム教 14.7

Ｂ 5.77 433 127 イスラム教 80.4 仏教 7.9 キリスト教 3.2

Ｃ 181 16487 198 仏教 96.9 イスラム教 1.9 キリスト教 0.4

Ｄ 237 7169 156 仏教 66.8 キリスト教 1.5

Ｅ 300 108117 3835 キリスト教 92.7（カトリック81.1） イスラム教 5.0

Ｆ 330 31950 3052 イスラム教 60.4 仏教 19.2 キリスト教 9.1

Ｇ 331 96462 2067 仏教 7.9 カトリック 6.6 ホアハオ教 1.7

Ｈ 513 69626 4105 仏教 83 イスラム教 9 伝統信仰 2.5

Ｉ 677 54045 647 仏教 74 プロテスタント 6 イスラム教 3

Ｊ 1911 270626 9334 あ 87.2 い 9.9

『データブック オブ・ザ・ワールド　2020年版』（二宮書店）より作成

⑴　表のＡとＨにあてはまる国名を記しなさい。

⑵　表の あ ・ い には以下のア～オのいずれかの宗教が入る。このうち、 あ に

入る宗教を次のア～オから一つ選んで記号で答えなさい。

ア　キリスト教　　　　　イ　仏教　　　　　　ウ　イスラム教

エ　ヒンドゥー教　　　　オ　伝統信仰
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次のア～オのうち、正しく組み合わされているものを一つ選んで記号で答えなさい。

ア 奈良時代 万葉集が編集される 法隆寺金堂が建造される

イ 平安時代 古今和歌集が編集される 平等院鳳凰堂が建造される

ウ 鎌倉時代 枕草子が著される 東大寺南大門が建造される

エ 室町時代 南総里見八犬伝が著される 日光東照宮陽明門が建造される

オ 江戸時代 東海道中膝栗毛が著される 中尊寺金色堂が建造される

次のア～オのうち、Ａ・Ｂ・Ｃが時代順に正しく並んでいるものを二つ選んで記号で答えな

さい。

ア　Ａ　仏教の力で国家を守るために国ごとに国分寺が建立された。

 Ｂ　豪族が私的に土地を支配する仕組みを改めて、公地公民制をめざす方針が示された。

 Ｃ　遣隋使が派遣され中国の進んだ文化を取り入れた。

イ　Ａ　戸籍にもとづいて 6才以上の男女に口分田を与える仕組みが定められた。

 Ｂ　坂上田村麻呂が東北地方に派遣され蝦夷の勢力を抑えた。

 Ｃ　平清盛が瀬戸内海の航路を整え兵庫の港を修築するなど日宋貿易に力を入れた。

ウ　Ａ　大名が幕府の許可なく城を修理したり、大名どうしが幕府に無断で縁組みをしたりす

ることを禁止する武家諸法度が定められた。

 Ｂ　国ごとに守護を、荘園や公領ごとに地頭を設置する制度が開始された。

 Ｃ　御家人が質入れや売却などで失った所領を回復させるため、永仁の徳政令が発布され

た。

エ　Ａ　スペインの援助を受けたマゼランの艦隊が世界一周をなしとげた。

 Ｂ　イエズス会の宣教師であるザビエルがキリスト教を伝えるために来日した。

 Ｃ　西ヨーロッパ諸国の王や貴族が十字軍を組織してエルサレムに向かった。

オ　Ａ　農村において、有力な農民を中心に惣と呼ばれる自治組織が作られた。

 Ｂ　朱印状を得た豪商や大名が東南アジアの港へ貿易船を派遣した。

 Ｃ　綿織物業において、製品を分業で生産する工場制手工業が始まった。
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次のア～オのうち、正しいものを二つ選んで記号で答えなさい。

ア　大正期には護憲運動や普通選挙運動が展開された。この時代の民主主義的改革を要求する

風潮を大正デモクラシーと呼ぶ。

イ　日米関係が悪化する中、政党はみずからの発言力を強化するために、大政翼賛会に結集し

軍部に対抗しようとした。

ウ　世界恐慌からの回復をめざして、イギリス・フランス・アメリカは外国商品に対する税を

廃止することで自由貿易を展開した。

エ　条約改正を進めた小村寿太郎は、イギリスと交渉した結果、条約改正に成功し、領事裁判

権の廃止と関税自主権の回復を実現した。

オ　アメリカ人のフェノロサに学んだ岡倉天心は、日本美術の素晴らしさを海外に広めた。

次のア～オのうち、正しいものを二つ選んで記号で答えなさい。

ア　1993年に自由民主党が日本共産党を除く野党と連立して細川護煕内閣が成立すると、55年

体制は終了した。

イ　高度経済成長期には、三種の神器と呼ばれた電気洗濯機・電気冷蔵庫・テレビなどの家電

製品が普及するようになった。

ウ　1951年に成立した日米安全保障条約の不備を修正するために、1960年に自由民主党と日本

社会党が共同で安保条約改定を推進した。

エ　田中角栄内閣によって日韓基本条約が結ばれ、日本と韓国との国交が正常化した。

オ　湾岸戦争後、国連平和維持活動などのため、自衛隊を海外に派遣するようになった。
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日本国憲法の内容について述べた次のア～カのうち、正しいものを二つ選んで記号で答えな

さい。

ア　最高裁判所および下級裁判所の裁判官の任期は10年で、再任されることができる。

イ　裁判官は心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合以外は罷免され

ない。

ウ　衆議院で内閣不信任の決議案が可決された場合、内閣は30日以内であれば衆議院を解散す

ることができる。

エ　内閣は、衆議院の解散中に緊急の必要があるときは、参議院に緊急集会を求めることがで

きる。

オ　両議院は国政調査権を行使することができる。しかし、証人の出頭や証言を要求すること

はできない。

カ　予算は先に衆議院に提出される。予算について衆議院と参議院で異なった議決をし、両議

院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

以下は日本国憲法の条文である。次の（ Ａ ）～（ Ｅ ）のうち、「三分の二以上」があて

はまるものを一つ選んで記号で答えなさい。

・両議院は、各々その総議員の（ Ａ ）の出席がなければ、議事を開き議決することができな

い。

・内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その（ Ｂ ）は、国会議員の中から選ばれな

ければならない。

・両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の（ Ｃ ）の多数で議決したときは、秘密会

を開くことができる。

・この憲法の改正は、（中略）国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければ

ならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、

その（ Ｄ ）の賛成を必要とする。

・内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の（ Ｅ ）

の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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次の（ 1  ）～（ 3  ）にあてはまる適切な語を記しなさい。

・家計に入る所得の中で、会社や役所などで働いて得た収入を勤労所得という。所有する株式、

預金、駐車場、アパートなどから得た収入を（ 1  ）所得という。

・わが国の男女（ 2  ）機会均等法は、事業主に採用、昇進などについて男女を差別すること

なく平等な機会を与えることを義務づけている。

・わが国の労働組合法は、使用者が労働組合の結成や加入に対して妨害したり、労働組合の活

動を理由として個人に不利益な扱いをすることなどを（ 3  ）労働行為として禁止している。
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【以下余白】




