
(1-1) 南アジア、東南アジア、東アジアなどに吹く季節風の名称は何か。 (1-1) モンスーン (1-36) ナイジェリアやサウジアラビアで生産がさかんな、火力発電や製品加工に用いる化石燃料を何というか。 (1-36) 原油

(1-2) 中国で１９７０年代末から行われてきた、人口を増やさないための政策の名前は何か。 (1-2) 一人っ子政策 (1-37)
アフリカ大陸で産出が盛んな希少金属のうち、宝飾用だけでなく、工業用として携帯電話やデジタルカメラなどの電子機器に用いられて

いるものを何というか。
(1-37) 金

(1-3) 中国の沿岸部の都市において、関税を引き下げて外国の企業の活動を呼び込もうとして設置された地区の名前は何か。 (1-3) 経済特区 (1-38) アルゼンチンの農業生産額のトップ３となる農産物の名称は何か。 (1-38) 大豆、小麦、とうもろこし

(1-4) １９８０年代から経済発展や工業化が進んだ、韓国、台湾、香港、シンガポール４カ国をまとめて何というか。 (1-4) NIEs (1-39) 日本の輸入量の８割以上をフィリピンが占めている農産物は何か。 (1-39) バナナ

(1-5) １９６７年に設立された、東南アジアの国々からなる地域協力機構を何というか。 (1-5) ASEAN (1-40) タイやインドネシアなどの東南アジア諸国が世界の生産の多くを占める、タイヤやホースの原料を何というか。 (1-40) 天然ゴム

(1-6) 東南アジアにおいて、コーヒーや天然ゴムを作るために、植民地時代に設立された大農園を何というか。 (1-6) プランテーション (1-41) 白地図A中の（１）の国名は何か。 (1-41) ブラジル

(1-7) インドでいまだ残る身分制度を何というか。 (1-7) カースト制度 (1-42) 白地図A中の（２）の国名は何か。 (1-42) チリ

(1-8) アジアの国の中で、アメリカの裏側という条件をいかし、情報通信産業（ICT産業）を発展させた国の名前は何か。 (1-8) インド (1-43) 白地図A中の（３）の国名は何か。 (1-43) アルゼンチン

(1-9) 世界で最も人口の多い国の国名は何か。 (1-9) 中国（中華人民共和国） (1-44) 白地図A中の（４）の国名は何か。 (1-44) メキシコ

(1-10) アフリカでの生産がさかんな宝石の原料を何というか。 (1-10) ダイアモンド (1-45) 白地図A中の（５）の国名は何か。 (1-45) ナイジェリア

(1-11) １６世紀（１５０１年〜１６００年）に、南アメリカの先住民を支配し、植民地を広げたヨーロッパの国を２つ答えなさい。 (1-11) スペイン、ポルトガル (1-46) 白地図A中の（６）の国名は何か。 (1-46) 南アフリカ

(1-12) 南アメリカの国で、銅の生産量が世界一位である国の名前は何か。 (1-12) チリ (1-47) 白地図A中の（７）の国名は何か。 (1-47) エジプト

(1-13) 北アフリカや西アジア、東南アジアで信仰される、イスラーム教を開いた人物の名前は何か。 (1-13) ムハンマド (1-48) 白地図A中の（８）の国名は何か。 (1-48) サウジアラビア

(1-14) インドや東南アジア、日本・中国・韓国などで信仰される、仏教を開いた人物の名前は何か。 (1-14) シャカ (1-49) 白地図A中の（９）の国名は何か。 (1-49) 中国

(1-15) １９９０年代初頭まで南アフリカで行われていた、黒人に対する人種差別政策を何というか。 (1-15) アパルトヘイト (1-50) 白地図A中の（１０）の国名は何か。 (1-50) インド

(1-16) 一国の経済が、特定の産物の輸出のみに依存してしまっているような状態を何というか。 (1-16) モノカルチャー (1-51) 白地図A中の（１１）の国名は何か。 (1-51) 韓国

(1-17) 貴金属の産出量が多く、アフリカ大陸で最も工業化が発展している国の名前は何か。 (1-17) 南アフリカ (1-52) 白地図A中の（１２）の国名は何か。 (1-52) フィリピン

(1-18) 西アフリカ最大の工業国で、石油の算出が多く、人口も１億人を超える国の名前は何か。 (1-18) ナイジェリア (1-53) 白地図A中の（１３）の国名は何か。 (1-53) インドネシア

(1-19) 西アフリカのガーナやコートジボワールといった国で産出量の多い原料は何か。 (1-19) カカオ (1-54) 白地図A中の（１４）の国名は何か。 (1-54) タイ

(1-20) アルゼンチンの中部に広がっている草原地帯で、トウモロコシや牛の放牧が盛んに行われている場所を何というか。 (1-20) パンパ (1-55) 白地図A中の（１５）の国名は何か。 (1-55) マレーシア

(1-21) インドの約８割の人が信仰している宗教は何か。 (1-21) ヒンドゥー教 (1-56) 白地図A中の（１６）の国名は何か。 (1-56) シンガポール

(1-22) さとうきびやトウモロコシなどの穀物を原料としている、新しい種類の燃料を何というか。 (1-22) バイオエタノール (1-57) 白地図B中の（１）の河川の名前は何か。 (1-57) チャオプラヤ川

(1-23) 東南アジアの国で、米の輸出量が世界最大である国の名前は何か。 (1-23) タイ (1-58) 白地図B中の（２）の河川の名前は何か。 (1-58) 長江

(1-24) 東南アジアの国で、バナナの輸出が盛んである国の名前は何か。 (1-24) フィリピン (1-59) 白地図B中の（３）の河川の名前は何か。 (1-59) 黄河

(1-25) サウジアラビアという国中にあり、イスラーム教の聖地となっている土地の地名は何か。 (1-25) メッカ (1-60) 白地図B中の（４）の河川の名前は何か。 (1-60) ナイル川

(1-26) 産油国（石油を生産している国）が協力をするために作った国際機構の名前を何というか。 (1-26) OPEC (1-61) 白地図B中の（５）の河川の名前は何か。 (1-61) アマゾン川

(1-27) 世界３大宗教のうち、北アフリカや西アジア、東南アジアで主に信仰されている宗教の名前は何というか。 (1-27) イスラム教 (1-62) 白地図B中の（６）の砂漠の名前は何か。 (1-62) サハラ砂漠

(1-28) もともと植物に覆われた土地が、植物のない不毛な地になっていく現象を何というか。 (1-28) 砂漠化 (1-63) 白地図B中の（７）の山脈の名前は何か。 (1-63) アンデス山脈

(1-29) 発展途上国の経済発展などのために、先進工業国が行っている援助などのことを何というか。 (1-29) ODA (1-64) 白地図B中の（８）の山脈の名前は何か。 (1-64) ヒマラヤ山脈

(1-30) アメリカ大陸から日本、東南アジアの諸島部までを含む造山帯の名前を何というか。 (1-30) 環太平洋造山帯 (1-65) 熱帯の気候のうち、一年中暑く、雨が多い気候を何というか。 (1-65) 熱帯雨林気候

(1-31) メキシコより南の地域の住んでいた先住民と、植民地支配をしたヨーロッパの白人との間に生まれた混血の人々の名称を何というか。 (1-31) メスチソ (1-66) 熱帯の気候のうち、乾季（雨の少ない季節）と雨季（雨の多い季節）がある気候を何というか。 (1-66) サバナ気候

(1-32) ブラジルを植民地として支配していたヨーロッパの国の名前を何というか。 (1-32) ポルトガル (1-67) 乾燥帯のうち、雨が極めて少ない気候を何というか。 (1-67) 砂漠気候

(1-33) ブラジルやコロンビアで生産されている、先進国の人々の嗜好品は何か。 (1-33) コーヒー (1-68) 温帯の気候のうち、一年を通じて降水量が多い、日本や韓国などの気候を何というか。 (1-68) 温暖湿潤気候

(1-34) ブラジルからの輸出が盛んな、鉄鋼生産に必要な原料は何か。 (1-34) 鉄鉱石 (1-69) 温帯の気候のうち、一年を通じて降水量や気候の変化が少ない気候を何というか。 (1-69) 西岸海洋性気候

(1-35) 中央アジアやアフリカで多く算出する、精密機器（携帯電話など）の生産に必要な金属の名称を何というか。 (1-35) レアメタル (1-70) 温帯の気候のうち、冬に雨が降り、夏は乾燥する気候を何というか。 (1-70) 地中海性気候
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(2-1) ヨーロッパ北部のスカンディナヴィア半島に見られる、氷河に削られた湾のことを何というか。 (2-1) フィヨルド (2-36) ロンドンのグリニッジ天文台を通る、経度0°の子午線の名称は何か。 (2-36) 本初子午線

(2-2) 一年を通じて西から東に吹く風で、ヨーロッパ西部の気候に影響を与える風のことを何というか。 (2-2) 偏西風 (2-37) ブラジル、ロシア、インド、中国は2000年代以降に著しい経済発展を遂げたが、この４カ国の総称は何か。 (2-37) BRICS

(2-3) 世界３大宗教のうち、ヨーロッパやアメリカ大陸でさかんに信仰されている宗教は何か。 (2-3) キリスト教 (2-38) 白地図A中の（１）の国名は何か。 (2-38) ブラジル

(2-4) ブドウにならび、イタリアやスペイン、ギリシャなどの地中海付近の国で盛んに育てられている果実を２つあげなさい。 (2-4) オリーブ、オレンジ (2-39) 白地図A中の（２）の国名は何か。 (2-39) チリ

(2-5)
イタリアやスペイン、ギリシャなどでは、冬に多く雨が降り、夏は雨が少なく乾燥する気候が見られるが、このような温帯の気候を何とい

うか。
(2-5) 地中海性気候 (2-40) 白地図A中の（３）の国名は何か。 (2-40) アルゼンチン

(2-6) フランスやイギリスなどにみられる、一年を通じて降水量や気候の変化が少ない温帯の気候を何というか。 (2-6) 西岸海洋性気候 (2-41) 白地図A中の（４）の国名は何か。 (2-41) メキシコ

(2-7) ヨーロッパ諸国が参加している国際機構で、ヨーロッパの統合を目指している機構を何というか。 (2-7) EU (2-42) 白地図A中の（５）の国名は何か。 (2-42) ナイジェリア

(2-8) EUに参加している国が採用している共通の通貨を何というか。 (2-8) ユーロ (2-43) 白地図A中の（６）の国名は何か。 (2-43) 南アフリカ

(2-9) EUの本部が置かれている、ベルギーの首都を何というか。 (2-9) ブリュッセル (2-44) 白地図A中の（７）の国名は何か。 (2-44) エジプト

(2-10) ヨーロッパ人が北アメリカに進出する前から住んでいる先住民を何というか。 (2-10) ネイティブアメリカン (2-45) 白地図A中の（８）の国名は何か。 (2-45) サウジアラビア

(2-11) 情報技術（IT）産業がさかんな、アメリカ西海岸の地域の呼び名を何というか。 (2-11) シリコンバレー (2-46) 白地図A中の（９）の国名は何か。 (2-46) 中国

(2-12) アメリカ合衆国を建国した移民はもともとどこの国の国民だったか、答えなさい。 (2-12) イギリス (2-47) 白地図A中の（１０）の国名は何か。 (2-47) インド

(2-13) メキシコなどの中南米の国からアメリカに移住してきた、スペイン語を母語とする移民の名称を何というか。 (2-13) ヒスパニック (2-48) 白地図A中の（１１）の国名は何か。 (2-48) 韓国

(2-14) アメリカ、カナダ、メキシコが結んでいた経済協定の名称を何というか。 (2-14) NAFTA (2-49) 白地図A中の（１２）の国名は何か。 (2-49) フィリピン

(2-15) カナダ北部の氷雪地帯などに住む先住民を何というか。 (2-15) イヌイット (2-50) 白地図A中の（１３）の国名は何か。 (2-50) インドネシア

(2-16) オーストラリア大陸に住んでいる先住民を何というか。 (2-16) アボリジニ (2-51) 白地図A中の（１４）の国名は何か。 (2-51) タイ

(2-17)
オーストラリアやカナダなどの、もともと住んでいた先住民と、移民をしてきたヨーロッパ人の間の、文化の違いをお互いに尊重しあうこ

とを目指した社会を何というか。
(2-17) 多文化社会 (2-52) 白地図A中の（１５）の国名は何か。 (2-52) マレーシア

(2-18) ニュージーランドで農地の大半を放牧に利用している家畜を２つ答えなさい。 (2-18) 羊、牛 (2-53) 白地図A中の（１６）の国名は何か。 (2-53) シンガポール

(2-19) オーストラリアから日本への輸出が盛んな原料のうち、鉄鋼業に不可欠な原料を２つ答えなさい。 (2-19) 石炭、鉄鉱石 (2-54) 白地図A中の（１７）の国名は何か。 (2-54) オーストラリア

(2-20) プレートの沈み込みや衝突によって山が形成された地域の名称は何か。 (2-20) 造山帯 (2-55) 白地図A中の（１８）の国名は何か。 (2-55) アメリカ

(2-21) プレートの沈み込みや衝突によって山が形成された地域うち、ヨーロッパから東南アジアに広がる地域の名称は何か。 (2-21) アルプス・ヒマラヤ造山帯 (2-56) 白地図A中の（１９）の国名は何か。 (2-56) カナダ

(2-22) プレートの沈み込みや衝突によって山が形成された地域うち、南アメリカ大陸から東南アジア諸島部に広がる地域の名称は何か。 (2-22) 環太平洋造山帯 (2-57) 白地図A中の（２０）の国名は何か。 (2-57) スウェーデン

(2-23)
イタリアでギリシャでは、特徴的な気候を生かして、夏にはオリーブやブドウ、オレンジなどが、冬には小麦などが盛んに栽培されている

が、このような方式の農業の名称は何か。
(2-23) 地中海式農業 (2-58) 白地図A中の（２１）の国名は何か。 (2-58) ノルウェー

(2-24)
ドイツやフランスなどのヨーロッパ中部・北部では、穀物・飼料作物・牧畜が組み合わされているが、このような方式の農業の名称は何

か。
(2-24) 混合農業 (2-59) 白地図A中の（２２）の国名は何か。 (2-59) イギリス

(2-25)
デンマークなどヨーロッパ北部では、冷涼な気候の中で乳牛の飼育と乳製品の生産が盛んに行われているが、このような方式の農業

の名称は何か。
(2-25) 酪農 (2-60) 白地図A中の（２３）の国名は何か。 (2-60) フランス

(2-26)
ヨーロッパでは、地域共同体によって経済活動が自由化しており、その中でも国と国との間の貿易の際に課せられる税金を撤廃してい

るが、このような税金の名称は何か。
(2-26) 関税 (2-61) 白地図A中の（２４）の国名は何か。 (2-61) イタリア

(2-27) ヨーロッパ最大の工業国の国名は何か。 (2-27) ドイツ (2-62) 白地図A中の（２５）の国名は何か。 (2-62) ドイツ

(2-28) ヨーロッパ最大の工業国で重工業を支えている地域の名称は何か。 (2-28) ルール工業地域 (2-63) 白地図B中の（９）の山脈の名前は何か。 (2-63) アルプス山脈

(2-29) ヨーロッパ最大の農業国の国名は何か。 (2-29) フランス (2-64) 白地図B中の（１０）の山脈の名前は何か。 (2-64) ロッキー山脈

(2-30) ヨーロッパ北部やロシア、カナダに広がるような、歯が鋭い形をしている樹木の名称は何か。 (2-30) 針葉樹林 (2-65) 白地図B中の（１０）の砂漠の名前は何か。 (2-65) ライン川

(2-31)
ヨーロッパ北部やロシア、カナダには、歯が鋭い形をしている樹木が広がるが、特にシベリア地方に見られるこのような樹木の一帯の名

称は何か。
(2-31) タイガ (2-66) 白地図B中の（１１）の平原の名前は何か。 (2-66) グレートプレーンズ

(2-32) アメリカ合衆国の北緯３７度より南の地域には、かつて多くの工場が立ち並び、一大工業地域となっていたが、この地域の名称は何か。 (2-32) サンベルト (2-67) 白地図B中の（１２）の河川の名前は何か。 (2-67) ミシシッピ川

(2-33) オーストラリアの中央部の気候帯は何か。 (2-33) 乾燥帯 (2-68) 白地図B中の（３）の海洋の名前は何か。 (2-68) 大西洋

(2-34) かつてオーストラリアでは、先住民を抑圧し白人を優先する政策が取られていたが、この政策の名称は何か。 (2-34) 白豪主義 (2-69) 白地図B中の（１３）の海洋の名前は何か。 (2-69) インド洋

(2-35) オーストラリアが結成を提唱し、後に日本、アメリカ、カナダなどが参加した、経済協力機関の名称は何か。 (2-35) APEC (2-70) 白地図B中の（１４）の海洋の名前は何か。 (2-70) 太平洋

中３社会 入試対策 一問一答70 <２．ヨーロッパ・北アメリカ・オセアニア>



(3-1) 九州地方の中央部の熊本県にある代表的な活火山の名称は何jか。 (3-1) 阿蘇山 (3-36)
本州西部・四国・九州に囲まれた地域では降水量が少ない気候が特徴的だが、この気候において盛んに生産される農産物の種類は

何か。
(3-36) 果樹

(3-2) 火山が多い九州地方には、活火山の活動によってできた大きな凹地が多く見られるが、このような地形の名称は何か。 (3-2) カルデラ (3-37)
石油化学に関連する2つ以上の工場が，パイプラインでむすびつき，全体で総合的な石油化学工場を形づくっているような施設の名称

は何か。
(3-37) 石油化学コンビナート

(3-3) 火山灰などの火山噴出物が降り積もってできている台地が九州南部にあるが、この地形の名称は何か。 (3-3) シラス大地 (3-38)
本州西部・四国・九州に囲まれた地域で形成されている工業地域では、石油化学などの化学産業が盛んだが、この工業地域の名称は

何か。
(3-38) 瀬戸内工業地域

(3-4) 火山などの地中深くから取り出した熱気や蒸気でタービンを回して発電をする発電法は何か。 (3-4) 地熱発電 (3-39) 本州と四国を繋ぐ三つの橋の総称は何か。 (3-39) 本州四国連絡橋

(3-5)
今から約570年前（1429）に成立し、約120年前（1879）までの間、約450年間にわたり、日本の南西諸島に存在した国で、沖縄県の前

身となっている国の名前は何か。
(3-5) 琉球王国 (3-40) 滋賀県にある、日本最大の湖の名称は何か。 (3-40) 琵琶湖

(3-6) 日本で最も多くの米軍基地が集まっている県の県名は何か。 (3-6) 沖縄 (3-41) 琵琶湖の西にある山には、仏教の一派である天台宗の総本山として延暦寺があるが、この山の名称は何か。 (3-41) 比叡（えい）山

(3-7) アメリカが日本に米軍基地をおくことを許可するかわりに、アメリカに日本の防衛の協力をしてもらうという条約の名称は何か。 (3-7) 日米安全保障条約 (3-42) 江戸時代から「天下の台所」と呼ばれ、商業がとても盛んな近畿地方の中心的都市の名前は何か。 (3-42) 大阪

(3-8) 九州地方の中で、促成栽培で有名な平野の名称は何か。 (3-8) 宮崎平野 (3-43) 1995年（平成7年）1月17日に発生した、兵庫県南部地震により発生した大きな災害の名称は何か。 (3-43) 阪神淡路大震災

(3-9) 四国地方の中で、促成栽培で有名な平野の名称は何か。 (3-9) 高知平野 (3-44)
大阪や神戸を中心とする工業地帯において、工業品の素材や材料などを製造する小規模な工場が多く存在するが、このような工場の

総称を何というか。
(3-44) 中小工場

(3-10) 福岡などを中心とする九州北部の工業地帯の名称は何か。 (3-10) 北九州工業地帯 (3-45) 京都は、西陣織や京友禅、·清水焼といった昔からの製品で有名だが、このような製品の総称は何か。 (3-45) 伝統工芸品

(3-11) 動力や発電のための原料が石炭などから石油や天然ガスに移り変わっていった出来事を何というか。 (3-11) エネルギー革命 (3-46) 白地図A中の（１）の国名は何か。 (3-46) ブラジル

(3-12) 福岡県の北九州市にあった製鉄所で、その地方の工業の中心となっていた製鉄所は何か。 (3-12) 八幡製鉄所 (3-47) 白地図A中の（２）の国名は何か。 (3-47) チリ

(3-13) 本州西部・四国・九州に囲まれた地域では降水量が少ない気候が特徴的だが、この気候の名称は何か。 (3-13) 瀬戸内の気候 (3-48) 白地図A中の（３）の国名は何か。 (3-48) アルゼンチン

(3-14) 本州西部・四国・九州に囲まれた地域では降水量が少ない気候が特徴的だが、この気候の原因となっている山地を２つ答えなさい。 (3-14) 中国山地、四国山地 (3-49) 白地図A中の（４）の国名は何か。 (3-49) メキシコ

(3-15) 電子機器に用いられる部品である「集積回路」の英語略称で、九州北部での生産が盛んなものは何か。 (3-15) IC (3-50) 白地図A中の（５）の国名は何か。 (3-50) ナイジェリア

(3-16) 日本列島の太平洋側を流れ、東北地方までつながっている暖流の名称は何か。 (3-16) 黒潮 (3-51) 白地図A中の（６）の国名は何か。 (3-51) 南アフリカ

(3-17) せまい湾が複雑に入り込んだ沈水海岸の名称は何か。 (3-17) リアス海岸 (3-52) 白地図A中の（７）の国名は何か。 (3-52) エジプト

(3-18) 都市に人口が集中しすぎたことへの対策として、都市の郊外に新たに建設された住宅地の総称は何か。 (3-18) ニュータウン (3-53) 白地図A中の（８）の国名は何か。 (3-53) サウジアラビア

(3-19) 大都市の周辺で、大都市の消費者に向けて野菜や果物、花類などを栽培する農業の名称は何か。 (3-19) 近郊農業 (3-54) 白地図A中の（９）の国名は何か。 (3-54) 中国

(3-20) 大阪や神戸を中心とする工業地帯の名前は何か。 (3-20) 阪神工業地帯 (3-55) 白地図A中の（１０）の国名は何か。 (3-55) インド

(3-21) 九州地方で最大の都市の名前は何か。 (3-21) 福岡市 (3-56) 白地図A中の（１１）の国名は何か。 (3-56) 韓国

(3-22) 高度経済成長のもとで熊本県や新潟県において発生した4大公害病のひとつの名称は何か。 (3-22) 水俣病 (3-57) 白地図A中の（１２）の国名は何か。 (3-57) フィリピン

(3-23) 熊本県はある植物の生産で圧倒的な日本一位となっており、その植物を使って畳が作られるが、その植物の名前は何か。 (3-23) い草 (3-58) 白地図A中の（１３）の国名は何か。 (3-58) インドネシア

(3-24) 農地をより高度に利用するために、ガラス室やビニールハウスなどを用いて行われる農業の方式の名称は何か。 (3-24) 施設園芸農業 (3-59) 白地図A中の（１４）の国名は何か。 (3-59) タイ

(3-25) 稚魚（魚のこども）を出荷できるサイズになるまでを水槽やいけすで育てる漁業の方式の名称は何か。 (3-25) 養殖漁業 (3-60) 白地図A中の（１５）の国名は何か。 (3-60) マレーシア

(3-26) のりの養殖で有名な九州北西部の海の名前は何か。 (3-26) 有明海 (3-61) 白地図A中の（１６）の国名は何か。 (3-61) シンガポール

(3-27) ぶたや鶏など、家畜の飼育で有名な九州地方の県を二つ挙げなさい。 (3-27) 鹿児島、宮崎 (3-62) 白地図A中の（１７）の国名は何か。 (3-62) オーストラリア

(3-28) 中国地方にある、日本最大の砂丘の名称は何か。 (3-28) 鳥取砂丘 (3-63) 白地図A中の（１８）の国名は何か。 (3-63) アメリカ

(3-29) 日本列島の西岸では、冬に季節風の影響で多くの降雨や降雪がみられるが、このような特徴をもつ気候の名称は何か。 (3-29) 日本海側の気候 (3-64) 白地図A中の（１９）の国名は何か。 (3-64) カナダ

(3-30) 日本列島の西岸では、冬に季節風の影響で多くの降雨や降雪がみられるが、この季節風はどちらの方角から吹くか。 (3-30) 北西 (3-65) 白地図A中の（２０）の国名は何か。 (3-65) スウェーデン

(3-31) 日本列島の西岸では、夏に季節風の影響で多くの降雨がみられるが、このような特徴をもつ気候の名称は何か。 (3-31) 太平洋側の気候 (3-66) 白地図A中の（２１）の国名は何か。 (3-66) ノルウェー

(3-32) 日本列島の西岸では、夏に季節風の影響で多くの降雨がみられるが、この季節風はどちらの方角から吹くか。 (3-32) 南東 (3-67) 白地図A中の（２２）の国名は何か。 (3-67) イギリス

(3-33) 京都は古都（日本の昔の首都）として有名だが、７９４年に京都に作られた都の名称は何か。 (3-33) 平安京 (3-68) 白地図A中の（２３）の国名は何か。 (3-68) フランス

(3-34)
日本の主要な工業地帯は、西は大分県から、東は茨城県まで、帯状の地帯に東西に広がって分布しているが、この帯状の地帯の名称

は何か。
(3-34) 太平洋ベルト (3-69) 白地図A中の（２４）の国名は何か。 (3-69) イタリア

(3-35) 海の一部を仕切りによって締め切り、海水を排水して陸地を現れさせる方法を何というか。 (3-35) 干拓 (3-70) 白地図A中の（２５）の国名は何か。 (3-70) ドイツ
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