
(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) アルゼンチン

(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) チリ

(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) アルゼンチン

(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) チリ

(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）の河川の名前は何か。 (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) シラス台地 (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) アルゼンチン

(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) チリ

(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) 日本列島の東岸では、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) 日本列島の東岸では、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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(4-1)
本州の中部地方には代表的な山脈が三つあり、それぞれ飛驒山脈、木曽山脈、そして赤石山脈だが、これら３つをまとめた総称は何

か。
(4-1) 日本アルプス (4-36) 明治時代に北海道の警備と開拓（農業・林業）にあたった兵士とその部隊の名称は何か。 (4-36) 屯田兵

(4-2) 標高1000m前後の地帯で，夏の冷涼な気候条件を利用して栽培される野菜類の名称は何か。 (4-2) 高原野菜 (4-37) 北海道根室半島の沖合にあり、現在ロシア連邦が実効支配している択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の島々の総称は何か。 (4-37) 北方領土

(4-3)
狭い山間地を流れる急流河川が広い平坦地に出た時、その流れが弱まることにより、運ばれてきた土砂が堆積してできた土地の名称

は何か。
(4-3) 扇状地 (4-38) 日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族を何というか。 (4-38) アイヌ

(4-4) 愛知県には、自動車産業が盛んで大手自動車メーカーの企業城下町となっている都市があるが、その年の名前は何か。 (4-4) 豊田市 (4-39) 牛や山羊などを飼育し、乳や乳製品を生産する畜産方法をなんというか。 (4-39) 酪農

(4-5) 愛知県を中心に広がる工業地帯で、自動車産業をはじめとした製造業の割合が大きい日本最大級の工業地帯の名称は何か。 (4-5) 中京工業地帯 (4-40) 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。 (4-40) 養殖漁業

(4-6) 新潟・長野両県にまたがって、日本最長の川が流れているが、この川の新潟県内での呼び名を何というか。 (4-6) 信濃川 (4-41)
稚魚になるまでの期間を人間が手をかして守り育て、成長をしたら海に放流し、自然の海で成長したものを漁獲する漁業の方式をなん

というか。
(4-41) 栽培漁業

(4-7) 福井県鯖江市が日本の製造量のほとんどを占める製造品は何か。 (4-7) 眼鏡フレーム (4-42) 北海道の農家の農場は、他の県の農家の農場に比べて規模が大きいか、小さいか (4-42) 大きい

(4-8) 愛知県にある港で中部地方の中心的な港は何か。 (4-8) 名古屋港 (4-43) あたたかい湿った空気が急激に冷やされることで、北海道では霧がよくみられるが、この霧を特に何というか。 (4-43) 濃霧

(4-9) 静岡県で多く生産されている飲料用の植物は何か。 (4-9) 茶 (4-44) ⭗　←この地図記号は何を表しているか (4-44) 市役所

(4-10) 「昼間人口÷夜間人口×100」で算出する値を昼夜間人口比率というが、都会は地方に比べてこの値が高いか、低いか。 (4-10) 高い (4-45) ⭙　←この地図記号は何を表しているか (4-45) 交番

(4-11) 「昼間人口÷夜間人口×100」で算出する値を昼夜間人口比率というが、地方は都会に比べてこの値が高いか、低いか。 (4-11) 低い (4-46) 〶　←この地図記号は何を表しているか (4-46) 郵便局

(4-12) 人口集中によって栄えた都心部から、しだいにその周辺へと、人々が移り住んでいく現象を何というか。 (4-12) ドーナツ化現象 (4-47) 文　←この地図記号は何を表しているか (4-47) 小学校・中学校

(4-13) 中部地方中央部の，高い山々の多い地域の通称は何か。 (4-13) 中央高地 (4-48) ㉆　←この地図記号は何を表しているか (4-48) 高等学校

(4-14) 関東平野を広く覆う火山灰起源の地層で、特に丘陵や台地などを覆っている地層の名称は何か。 (4-14) 関東ローム層 (4-49) ⛨　←この地図記号は何を表しているか (4-49) 病院

(4-15)
関東地方と中部地方を隔てる山地が関東平野の西側にあり、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県にまたがっている

が、この産地の名称は何か。
(4-15) 関東山地 (4-50) ⛩　←この地図記号は何を表しているか (4-50) 神社

(4-16) 東京都大田区にある日本最大の空港をなんというか。 (4-16) 羽田国際空港 (4-51) 卍　←この地図記号は何を表しているか (4-51) 寺院

(4-17) 都市に新鮮な農畜産物を供給することを目的に、野菜や花などの商品作物を大都市の周辺で栽培する農業の名称は何か。 (4-17) 近郊農業 (4-52) ⛭　←この地図記号は何を表しているか (4-52) 工場

(4-18)
東京都大田区、神奈川県川崎市、横浜市を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県南部、千葉県東葛6市に広がる工業地帯の名称は何

か。
(4-18) 京浜工業地帯 (4-53) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-53) 田んぼ

(4-19) 石油、または天然ガスなどを原料として、合成繊維や合成樹脂などを作る工業の名称は何か。 (4-19) 石油化学 (4-54) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-54) 茶畑

(4-20) 東京都は政治・経済・文化の中心であり、情報が集積する土地であるため、ある業種が極めて盛んであるが、その業種は何か。 (4-20) 出版 (4-55) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-55) 広葉樹林

(4-21) 冷涼な気候を利用して、作物の正常の収穫・出荷時期よりも遅く収穫・出荷する栽培法の名称はなにか。 (4-21) 抑制栽培 (4-56) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-56) 果樹園

(4-22) 千葉県にある日本最大の国際拠点空港の名称は何か。 (4-22) 成田国際空港 (4-57) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-57) 桑畑

(4-23) 黒潮の一部が日本と朝鮮半島の間を通って日本海に入り、日本列島の西岸を北に向かって流れる海流の名称は何か。 (4-23) 対馬海流 (4-58) 　　　　　　←この地図記号は何を表しているか (4-58) 針葉樹林

(4-24)
秋田県北西部と青森県南西部にまたがる約13万haに及ぶ地域には、人為の影響をほとんど受けていない世界最大級の原生的なブナ

の林がそないするが、この広大な山地帯の総称は何か。
(4-24) 白神山地 (4-59) 白地図B中の（１）の河川の名前は何か。 (4-59) チャオプラヤ川

(4-25) 東北地方の中央をほぼ南北に走る山脈の名称は何か。 (4-25) 奥羽山脈 (4-60) 白地図B中の（２）の河川の名前は何か。 (4-60) 長江

(4-26) せまい湾が複雑に入り込んだ沈水海岸の名称は何か。 (4-26) リアス海岸 (4-61) 白地図B中の（３）の河川の名前は何か。 (4-61) 黄河

(4-27) 「おうとう」などの品種を生産する山形県が、日本の生産量の８割を占める果物は何か。 (4-27) さくらんぼ (4-62) 白地図B中の（４）の河川の名前は何か。 (4-62) ナイル川

(4-28) 「陸奥（むつ）」などの品種を生産する青森県が、日本の生産量の６割を占める果物は何か。 (4-28) りんご (4-63) 白地図B中の（５）の河川の名前は何か。 (4-63) アマゾン川

(4-29) 日本海側の県を中心として、春の雪解け水を利用して栽培されている代表的な穀物は何か。 (4-29) 米 (4-64) 白地図B中の（６）の砂漠の名前は何か。 (4-64) サハラ砂漠

(4-30)
東北地方では、津軽塗（青森） · 南部鉄器（岩手） · 鳴子漆器（宮城） · 宮城伝統こけし（宮城）といった、昔からの製品が多く生産され

ているが、このような製品の総称は何か。
(4-30) 伝統工芸品 (4-65) 白地図B中の（７）の山脈の名前は何か。 (4-65) アンデス山脈

(4-31) 東シナ海を北上したのち、日本列島に沿って流れ、東北地方の三陸沖までつづいている暖流の名称は何か。 (4-31) 黒潮 (4-66) 白地図B中の（８）の山脈の名前は何か。 (4-66) ヒマラヤ山脈

(4-32) 千島列島に沿って南下して日本の東まで達する寒流の名称は何か。 (4-32) 親潮 (4-67) 白地図B中の（９）の山脈の名前は何か。 (4-67) アルプス山脈

(4-33) ２つの海流がぶつかりあっている場所のことを何と言うか。 (4-33) 潮目 (4-68) 白地図B中の（１０）の山脈の名前は何か。 (4-68) ロッキー山脈

(4-34) 山形県を流れる一級河川で、一つの都府県のみを流域とする河川としては日本国内最長である河川の名称は何か。 (4-34) 最上川 (4-69) 白地図B中の（１０）の河川の名前は何か。 (4-69) ライン川

(4-35) 北日本（主に東北地方）の太平洋側で春から夏（6月〜8月）に吹く冷たく湿った東よりの風の名称は何か。 (4-35) やませ (4-70) 白地図B中の（１１）の平原の名前は何か。 (4-70) グレートプレーンズ
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(5-1) 世界中で農耕や牧畜が行われ始めた、約１万年前ごろから始まる時代を何というか。 (5-1) 新石器時代 (5-36)
大化の改新の後には、６歳以上の国民には天皇が土地を与え、持ち主が死ぬと天皇に返還させる法律を作ったが、この法律をなんと

いうか。
(5-36) 班田収授法

(5-2) 農耕が始まる前の時代で、人類が初歩的な石器を活用して過ごしていた時代を何というか。 (5-2) 旧石器時代 (5-37) 天智天皇が亡くなったあと、後継争いがおきたが、その争いの名称は何か。 (5-37) 壬申の乱

(5-3) 紀元前５０００年ごろからナイル川の下流に発達した古代文明を何というか。 (5-3) エジプト文明 (5-38)
飛鳥時代の後半には、唐（当時の中国）を手本にして、国の仕組みや刑罰の仕組みに関する体系的な法律をつくったが、７０１年に成立

したその法律の名前をなんというか。
(5-38) 大宝律令

(5-4) 古代のエジプトで用いられたような、ものの形をかたどって描かれた文字を何というか。 (5-4) 象形文字 (5-39)
奈良時代には、土地が不足したため、新しく土地を開梱（切り開く）した人にはその土地の所有権を与えて開梱を促すための法律を作っ

たが、７４３年に成立したその法律の名前をなんというか。
(5-39) 墾田永年私財法

(5-5) 現在のイランやイラクがある地域の河川流域に発達した古代文明を何というか。 (5-5) メソポタミア文明 (5-40)
７４３年に成立した法律により、貴族や寺社が天皇から所有権をもらうことのできた私有地が広がっていったが、そのような私有地をなん

というか。
(5-40) 荘園

(5-6) 世界四大文明の一つであるメソポタミア文明で使用されていた古代文字を何というか。 (5-6) 楔形文字 (5-41)
７１０年には飛鳥時代が終わり、奈良時代が始まるが、そのきっかけとなったのは新しい都を作ったことだった。唐（当時の中国）の首都

である長安を手本にして作った日本の都の名前は何か。
(5-41) 平城京

(5-7) 紀元前3000年から前1500年ころ，インダス川流域に興った古代都市文明を何というか。 (5-7) インダス文明 (5-42) 奈良時代の代表的な天皇で、仏教の力によって国を守ろうとした天皇は誰か。 (5-42) 聖武天皇

(5-8) 紀元前５０００年ごろから黄河や長江の付近に発達した古代文明を何というか。 (5-8) 中国文明 (5-43) 聖武天皇が国を守るために作った仏教寺のうち、首都である奈良に置かれた寺の名前は何か。 (5-43) 東大寺

(5-9) 古代中国で使われていた古代文字で、カメの甲羅やウシの肩甲骨の上に刻みつけて記録したものをなんというか。 (5-9) 甲骨文字 (5-44) 奈良時代に、唐（当時の中国）の影響を受けた国際的な文化が花開いたが、その文化の名前はなにか。 (5-44) 天平文化

(5-10) 紀元前６世紀ごろの中国で、儒学という学問をはじめた学者の名前は何か。 (5-10) 孔子 (5-45) 天平文化の時代に、唐から多くの品物がもたらされたが、これらの品物が保管されていた倉庫の名称は何か。 (5-45) 正倉院

(5-11) 紀元前５世紀ごろ、インドで仏教をはじめた人物の名前は何か。 (5-11) シャカ (5-46) 奈良時代の律令政治のたてなおしをはかるために、現在の京都市に新しく作られた都の名前は何か。 (5-46) 平安京

(5-12) 古代インドにおいて仏教の後に登場した宗教で、現在のインド国内で最も信仰者が多い宗教は何か。 (5-12) ヒンドゥー教 (5-47) 平安京が作られたのは西暦何年か。 (5-47) 794年

(5-13) パレスチナ（西アジアの一地域）においてイエスがはじめた宗教で、現在世界３大宗教の一つとなっている宗教の名前は何か。 (5-13) キリスト教 (5-48) 平安京を作った天皇は誰か。 (5-48) 桓武天皇

(5-14) ７世紀にサウジアラビア（西アジアの一国）においてイスラーム教をはじめた人物の名前は何か。 (5-14) ムハンマド (5-49)
平安時代に入り、有力な貴族が自らの娘を天皇の妃にして、自らが権力を握るようになったが、このような政治のやり方をなんという

か。
(5-49) 摂関政治

(5-15) １万２０００年前から日本で始まった時代で、人々の生活の中心が狩猟や採集だった時代の名前は何か。 (5-15) 縄文時代 (5-50) 平安時代初期に比叡山延暦寺を中心に新しい仏教宗派を作った仏教僧の名前は何か。 (5-50) 最澄

(5-16) 縄文時代において、人々が住んでいた住居の名称は何か。 (5-16) 竪穴住居 (5-51) 平安時代初期に比叡山延暦寺を中心におこった、新しい仏教宗派の名前は何か。 (5-51) 天台宗

(5-17) 紀元前４世紀ごろから日本で始まった時代で、人々が農耕をはじめた時代の名前は何か。 (5-17) 弥生時代 (5-52) 平安時代初期に高野山金剛峯寺を中心に新しい仏教宗派を作った仏教僧の名前は何か。 (5-52) 空海

(5-18) 弥生時代から主に始められた代表的な農耕をなんというか。 (5-18) 稲作 (5-53) 平安時代初期に高野山金剛峯寺を中心におこった、新しい仏教宗派の名前は何か。 (5-53) 真言宗

(5-19) ３世紀前半に、日本において３０あまりの小国を従えていた女王の名前は何か。 (5-19) 卑弥呼 (5-54)
平安時代の日本では、近くの大国である唐（当時の中国）が衰退していったことをきっかけに唐の影響力が弱まり、日本独自の文化が

発達していったが、その文化の名前をなんというか。
(5-54) 国風文化

(5-20) 卑弥呼は中国のある国に使いを送って、日本の国王として認定されたが、その中国の国の名前は何か。 (5-20) 魏 (5-55)
平安時代の日本では、近くの大国である唐（当時の中国）が衰退していったが、それを理由に遣唐使の派遣の停止を進言した人物は誰

か
(5-55) 菅原道真

(5-21) ３世紀後半、近畿地方の有力な豪族たちによって、現在の奈良県付近を中心に成立した国の名前は何か。 (5-21) 大和政権 (5-56)
平安時代末期には、社会が混乱したことにより、念仏を唱えて阿弥陀仏にすがれば死後は極楽浄土に生まれ変わるということを願う信

仰が生まれたが、この信仰の名前をなんというか。
(5-56) 浄土信仰

(5-22) 大和政権は朝鮮半島に進出するにあたって、朝鮮半島南部のある国と同盟を結んだが、その国の名前はなにか。 (5-22) 百済 (5-57)
平安時代末期には、天皇が退位したあとも、上皇という新しい立場で政治に大きな影響力を及ぼすようになっていたが、このような政治

のやり方をなんというか。
(5-57) 院政

(5-23) 大和政権は朝鮮半島に進出するにあたって、朝鮮半島北部のある国と対立したが、その国の名前はなにか。 (5-23) 高句麗 (5-58)
平安時代末期には、貴族や天皇・上皇の間の対立を武士が解決するようになっていったが、このような武士の中で、最も権力を持つよ

うになった武士の名前は何か。
(5-58) 平清盛

(5-24) 大和政権は朝鮮半島に進出するにあたって、朝鮮半島東部のある国と対立したが、その国の名前はなにか。 (5-24) 新羅 (5-59) 平清盛は武士として初めて権力を獲得したあと、中国と貿易を盛んにするようになったが、この貿易の名称をなんというか。 (5-59) 日宋貿易

(5-25) 大和政権の歴代の王の中でも、中国に「倭王　武」と呼ばれていた王の名前は何か。 (5-25) ワカタケル (5-60) 平清盛を倒して武士の政権を作った人物の名前は何か。 (5-60) 源頼朝

(5-26)
古墳時代に入ると、中国や朝鮮半島から日本にやってきて進んだ技術や文化を日本に伝えた人々がいるが、その人々の名称はなに

か。
(5-26) 渡来人 (5-61) 天平文化の時代に、天皇中心の国を支えるために天皇は歴史書を作らせたが、その歴史書のうち代表的なものを二つ挙げなさい。 (5-61) 古事記、日本書紀

(5-27) 飛鳥時代に、女性の推古天皇の摂政として、天皇をサポートして天皇中心の政治を実現しようとした人物の名前は何か。 (5-27) 聖徳太子 (5-62) 天平時代に作られた代表的な歌集で、天皇の歌から庶民の歌まで幅広く集められた歌集をなんというか。 (5-62) 万葉集

(5-28) 聖徳太子は、天皇中心の国家を支えるために、家柄に関係なく有能な人物を採用するルールを作ったが、そのルールの名前は何か。 (5-28) 冠位十二階 (5-63) 国風文化の時代に、光源氏を主人公にしたきらびやかな物語文学を作った人物の名前は何か。 (5-63) 紫式部

(5-29) 聖徳太子は、天皇中心の国家を支える役人に心構えを教えるためにルールを作ったが、そのルールの名前は何か。 (5-29) 十七条の憲法 (5-64) 国風文化の時代につくられた、光源氏を主人公にしたきらびやかな物語文学の名前はなにか。 (5-64) 源氏物語

(5-30)
聖徳太子は、天皇中心の国家を支えるために、進んだ文化を中国から取り入れようと思い、中国に使いを送ったが、その使いの名称を

なんというか。
(5-30) 遣隋使 (5-65) 国風文化の時代に、日常生活や四季の特徴をつづった随筆文学を作った人物の名前は何か。 (5-65) 清少納言

(5-31) 聖徳太子が仏教に影響を受けて作った寺で、現存する最古の木造建築である寺の名称は何か。 (5-31) 法隆寺 (5-66) 国風文化の時代につくられた、日常生活や四季の特徴をつづった随筆文学の名前はなにか。 (5-66) 枕草子

(5-32) 天皇に並ぶほど強力になっていた、蘇我氏などの豪族を倒し、天皇中心の政治を再び始めたことをなんというか。 (5-32) 大化の改新 (5-67) 国風文化の時代に天皇が作らせた代表的な和歌集の名前は何か。 (5-67) 古今和歌集

(5-33) 大化改新をおこした中心人物で、後に天智天皇となる人物の名前は何か。 (5-33) 中大兄皇子 (5-68) 国風文化の時代に、宇治に作られた代表的な仏教寺の名前は何か。 (5-68) 平等院鳳凰堂

(5-34) 大化改新をおこした中心人物で、後に「藤原」という名字をもらう人物の名前は何か。 (5-34) 中臣鎌足 (5-69) 国風文化の時代に流行していた、貴族の邸宅の建築様式の名前をなんというか。 (5-69) 寝殿造

(5-35) 大化改新によって、天皇が直接、土地と人民を支配する仕組みができたが、その仕組みの名前は何か。 (5-35) 公地公民 (5-70) 平清盛などを中心とする平氏をうちたおし、初めての武士の政権を打ち立てた人物の名前は何か。 (5-70) 源頼朝
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(6-1) 日本で初めての武士の政権である鎌倉幕府が成立したのは何年か。 (6-1) 1192年（もしくは1185年） (6-36) 室町時代には農村で農民同士が協力し合い自治組織が多く生まれたが、このような自治組織のことをなんというか。 (6-36) 惣

(6-2)
鎌倉幕府において、全国を統治するために、各国に1人役人を配置し、その国の御家人（武士）の監督や治安維持を行なったが、その

役人の役職名は何か。
(6-2) 守護 (6-37) 室町時代には、交通の要地（寺社や港町）で商品を各地に運ぶ運送業が盛んになったが、このような運送業の名称を２つ答えなさい。 (6-37) 馬借、問

(6-3) 鎌倉幕府において、荘園や公領にそれぞれ1人役人を配置し、年貢（税金）の取り立てをおこなったが、その役人の役職名は何か。 (6-3) 地頭 (6-38) 室町時代には、商工業者の同業者組合が結成されたが、このような組合のことをなんというか。 (6-38) 座

(6-4) 鎌倉幕府において、将軍と主従関係（上司と部下の関係）にあった武士の名称は何か。 (6-4) 御家人 (6-39) 室町時代の第３代将軍のころには、貴族の文化と武士の文化が合わさった文化が生まれたが、この文化の名称は何か。 (6-39) 北山文化

(6-5)
鎌倉幕府の中期において、源頼朝の子孫が権力をもつのではなく、それまで源氏を支えていた武士の一派が幕府の実権を握るように

なった政治体制のことをなんというか。
(6-5) 執権政治 (6-40)

室町時代の第３代将軍のころには、貴族の文化と武士の文化が合わさった文化が生まれたが、このような文化の代表的な建築物であ

る寺の名称は何か。
(6-40) 金閣

(6-6) 鎌倉幕府の中期において、源頼朝の子孫の代わりに権力を持つようになった武士の一家の苗字は何か。 (6-6) 北条 (6-41)
室町時代の第３代将軍のころには、貴族の文化と武士の文化が合わさった文化が生まれ、この文化の中で観阿弥・世阿弥親子が現在

まで続く演劇芸能を作り上げたが、この演劇芸能の名称は何か。
(6-41) 能

(6-7)
鎌倉時代には、武士の政権である鎌倉幕府にたいし、権力が弱まっていた天皇が反乱をおこしたが、その中でも後鳥羽上皇が起こした

反乱をなんというか。
(6-7) 承久の乱 (6-42) 室町時代の第８代将軍のころには、禅宗（仏教の一派）をとりこんだ文化が生まれたが、この文化の名称は何か。 (6-42) 東山文化

(6-8) 鎌倉幕府に対して反乱を起こした後鳥羽上皇などの天皇勢力を抑えるために、幕府が京都に設置した監視機関をなんというか。 (6-8) 六波羅探題 (6-43)
室町時代の第８代将軍のころには、禅宗（仏教の一派）をとりこんだ文化が生まれたが、このような文化の代表的な建築物である寺の

名称は何か。
(6-43) 銀閣

(6-9) 鎌倉幕府において制定された、武家の慣習をまとめた法律をなんというか。 (6-9) 御成敗式目 (6-44)
室町時代の第８代将軍のころには、禅宗（仏教の一派）をとりこんだ文化が生まれたが、このような文化の代表的な建築様式の名称は

何か。
(6-44) 書院造

(6-10) 鎌倉幕府の後期に、モンゴルが日本に攻め込んできたことにより幕府が弱体化するが、このモンゴル襲来の出来事をなんというか。 (6-10) 元寇 (6-45)
室町時代の第８代将軍のころには、禅宗（仏教の一派）をとりこんだ文化が生まれ、絵画の分野では、墨一色で自然を描く水墨画が発

明されたが、水墨画を発展させた人物の名前は何か。
(6-45) 雪舟

(6-11)
鎌倉時代には農業が発達し、一つの土地で季節によって米と麦をどちらも作ることが可能になったが、このような農業方法をなんという

か。
(6-11) 二毛作 (6-46)

キリスト教の聖地でもあるエルサレムが、イスラーム教の勢力に占領されたことをきっかけに、１１〜１３世紀にかけてキリスト教の国々

がエルサレム奪還のための軍隊を作り戦争をしかけたが、この軍隊の名称は何か。
(6-46) 十字軍

(6-12) 産業が発達した鎌倉時代には、寺社など交通の要所に市場がときたま開かれるようになったが、この市場の名称をなんというか。 (6-12) 定期市 (6-47)
１４〜１６世紀にかけて、ヨーロッパでは１０世紀以上昔の文献や発明が改めて評価しなおされ、それにより新しい発明が数多く起こった

が、この出来事をなんというか。
(6-47) ルネサンス

(6-13)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えることを説いた仏教僧の名前は

何か。
(6-13) 法然 (6-48) １５世紀のヨーロッパにおいて、航海術が発達し世界中に航路を開拓していく時代が始まったが、この時代をなんというか。 (6-48) 大航海時代

(6-14)
法然の弟子の一人が、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱える浄土宗をさらに発展させ、別の新しい宗派を作ったが、その弟子の仏教僧

の名前は何か。
(6-14) 親鸞 (6-49)

１５世紀のヨーロッパにおいて、航海術が発達し世界中に航路を開拓していく時代が始まったが、この中でポルトガルを出発してインド

に到達した人物の名前は何か。
(6-49) バスコダガマ

(6-15)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、「南無妙法連華経」という題目をとなえることで人も国家も救われる

と説いた仏教僧は誰か。
(6-15) 日蓮 (6-50)

１５世紀のヨーロッパにおいて、航海術が発達し世界中に航路を開拓していく時代が始まったが、この中でスペインに援助されアメリカ

大陸を植民地にした人物の名前は何か。
(6-50) コロンブス

(6-16)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えることで救われると説いた宗派

の名前は何か。
(6-16) 浄土宗 (6-51)

１５世紀のヨーロッパにおいて、航海術が発達し世界中に航路を開拓していく時代が始まったが、この中でスペインを出発して初めて世

界一周をした人物の名前は何か。
(6-51) マゼラン

(6-17)
法然の弟子の一人が、「南無阿弥陀仏」という念仏を唱える宗派をさらに発展させ、別の新しい宗派を作ったが、その新しい宗派の名

前は何か。
(6-17) 浄土真宗 (6-52)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教のカトリック教会に対する批判が強まり、キリスト教内部に新しい宗派が作られたが、この

動きの中心にいたドイツ人の聖職者の名前は何か。
(6-52) ルター

(6-18)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、「南無妙法連華経」という題目をとなえることで人も国家も救われる

と説いた宗派の名前は何か。
(6-18) 法華宗 (6-53)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教のカトリック教会に対する批判が強まり、キリスト教内部に新しい宗派が作られたが、この

動きの名称は何か。
(6-53) 宗教改革

(6-19)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、座禅を組む修行を取り入れた「禅宗」の一派である臨済宗を作った

仏教僧の名前は何か。
(6-19) 栄西 (6-54)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教のカトリック教会に対する批判が強まり、キリスト教内部に新しい宗派が作られたが、この

新しい宗派の名称は何か。
(6-54) プロテスタント

(6-20)
鎌倉時代には日本独自の仏教宗派がいくつもできるが、その中で、座禅を組む修行を取り入れた「禅宗」の一派である曹洞宗を作った

仏教僧の名前は何か。
(6-20) 道元 (6-55)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教のカトリック教会に対する批判が強まり、キリスト教内部に新しい宗派が作られたが、古い

宗派が対抗のために作った布教集団をなんというか。
(6-55) イエズス会

(6-21)
鎌倉時代には多くの軍記物語（武士についての物語）が書かれたが、その中でも平清盛などの平氏の歴史について書いた物語の名前

をなんというか。
(6-21) 平家物語 (6-56)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教内部の対立がおき、その対立の結果、対立する二つの宗派が海外に進出して布教競争を

することになるが、その布教競争の結果日本に伝えられた武器は何か。
(6-56) 鉄砲

(6-22)
鎌倉時代には中国からの影響を受けた建築や彫刻様式がさかんだったが、その中でも金剛力士像などの力強い彫刻が置かれている

建造物の名前をなんというか。
(6-22) 東大寺南大門 (6-57) １６世紀には日本に鉄砲が伝来するが、最初に伝来した島をなんというか。 (6-57) 種子島

(6-23)
鎌倉時代の末期に、武士の政権の支配を打ち倒すため、とある天皇が幕府に対して反乱を起こして幕府を滅亡させたが、その天皇の

名前をなんというか。
(6-23) 後醍醐天皇 (6-58)

１５世紀末のヨーロッパにおいて、キリスト教内部の対立がおき、その対立の結果、対立する二つの宗派が海外に進出して布教競争を

することになるが、日本にカトリックを布教しにきた代表的な聖職者の名前は何か。
(6-58) フランシスコ・ザビエル

(6-24)
鎌倉幕府を倒した天皇は、政治権力を武士のから天皇にとりもどし、再び天皇中心の政治を始めようとしたが、その天皇中心の政治の

名称をなんというか。
(6-24) 建武の新政 (6-59) １６世紀の日本において、鉄砲を活用して最初に全国統一を達成した人物の名前は何か。 (6-59) 織田信長

(6-25)
鎌倉幕府を倒した天皇が再び始めた天皇中心の政治に対して、多くの武士が反対したが、その武士たちをまとめて天皇を追いやり室

町幕府を開いた人物の名前は何か。
(6-25) 足利尊氏 (6-60) １６世紀の戦国時代の日本において、織田信長が滅亡させた幕府の名前は何か。 (6-60) 室町幕府

(6-26) 室町幕府において、将軍の補佐役の役職の名前は何か。 (6-26) 管領 (6-61) １６世紀の戦国時代の日本において、織田信長が当時の幕府を滅亡させた年は西暦何年か。 (6-61) 1573年

(6-27) 室町幕府を始めた武士のグループと、室町幕府に追いやられた天皇との間で対立が続いた時代をなんというか。 (6-27) 南北朝時代 (6-62) １６世紀の戦国時代の日本において、織田信長が滅亡させた幕府の名前は何か。 (6-62) 楽市楽座

(6-28) 室町幕府の３代目将軍は、自らと対立する天皇に敗北をみとめさせ、統一を行なったが、その３代目将軍の名前は何か。 (6-28) 足利義満 (6-63)
１６世紀の戦国時代の日本において、営業を独占していた「座」という同業者組合に対して織田信長は解体命令を出して、どの商人も

自由に商売をできるようにしたが、このような精度をなんというか。
(6-63) 本能寺の変

(6-29)
室町時代には、守護（鎌倉時代に地方の各国を統治していた役人）が力をつけ、担当していた国を自分の領土として支配するように

なったが、このような守護のことをなんというか。
(6-29) 守護大名 (6-64) １６世紀の戦国時代の日本において、織田信長の死亡後に後を引き継いで統一事業を行った人物の名前はなにか。 (6-64) 豊臣秀吉

(6-30) 室町時代には、日本と中国や朝鮮半島の間の海で海賊行為が盛んに行われたが、このような海賊のことをなんというか。 (6-30) 倭寇 (6-65) １６世紀の戦国時代の日本において、豊臣秀吉は全国の土地や税金のルールを統一したが、この政策の名前は何か。 (6-65) 太閤検地

(6-31)
室町時代には、日本と中国や朝鮮半島の間の海で海賊行為が盛んに行われたが、商人の貿易をこのような海賊行為から守るために

行われた、日本と中国との間の貿易の方法をなんというか。
(6-31) 勘合貿易 (6-66) １６世紀の戦国時代の日本において、豊臣秀吉は農村から武器となるようなものを全てとりあげたが、この政策の名前は何か。 (6-66) 刀狩

(6-32)
室町時代には、日本と中国や朝鮮半島の間の海で海賊行為を取締りながら日本と中国との間で貿易が行われたが、この時の中国の

国名は何か。
(6-32) 明 (6-67)

織田信長の統一事業を引き継いで完成させた豊臣秀吉は海外に領土を拡張しようと進出していくが、具体的にはどの地域に進出して

いったか、答えなさい。
(6-67) 朝鮮

(6-33)
室町幕府の８代将軍である足利義政の後継がなかなか決まらず、武士や足利家の中で大きな対立が起き、京都を中心に大きな戦乱

がおきてしまうが、この戦乱の名前はなんというか。
(6-33) 応仁の乱 (6-68) １６世紀の戦国時代の日本において、ヨーロッパから多くの文化が流入したが、このような文化をなんというか。 (6-68) 南蛮文化

(6-34)
室町幕府の８代将軍である足利義政の後継がなかなか決まらず、武士や足利家の中で大きな対立が起き、京都を中心に大きな戦乱

がおきてしまうが、この戦乱が起きた年は西暦何年か。
(6-34) 1467年 (6-69)

１６世紀の戦国時代の日本において、ヨーロッパの文化の影響を受けた桃山文化が生まれるが、このような文化状況の中で、ふすまや

屏風などに描くきらびやかな画法を発達させた人物の名前は何か。
(6-69) 狩野永徳

(6-35)
１４６７年に京都で起きた戦乱をきっかけとして、武士の間で領土の奪い合いがおきたが、このような混乱の中で、実力（武力）によって

身分が上の人物にうちかって地位を上げていく動きが盛んになった。この動きをなんというか。
(6-35) 下克上 (6-70)

１６世紀の戦国時代の日本において、ヨーロッパの文化の影響を受けた桃山文化が生まれるが、このような文化状況の中で、日本独

自の文化として「わび茶」を完成させた人物の名前は何か。
(6-70) 千利休
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(7-1) 豊臣秀吉の死後、秀吉の子孫を支える勢力と、反対する勢力の間で天下分け目の戦がおこったが、この戦のことをなんというか。 (7-1) 関ヶ原の戦い (7-36) 江戸幕府の８代目将軍が行った政治の改革の名前は何か。 (7-36) 享保の改革

(7-2)
豊臣秀吉の死後、秀吉の子孫を支える勢力と、反対する勢力の間で天下分け目の戦がおこったが、この戦が起こったのは西暦何年

か。
(7-2) 1600年 (7-37) 江戸幕府の８代目将軍が行った政治の改革が行われたのは西暦何年か。 (7-37) 1716年

(7-3) 江戸幕府をはじめた人物の名前は何か。 (7-3) 徳川家康 (7-38) 江戸幕府の８代目将軍の名前は何か。 (7-38) 徳川吉宗

(7-4) 江戸幕府において将軍をサポートする役職としては最も高い役職の名前は何か。 (7-4) 老中 (7-39)
江戸幕府の８代目将軍は政治の改革を行なったが、その中でも、各大名から幕府に対してより多くの米を納めさせるかわりに参勤交代

の緩和する制度のことを何というか。
(7-39) 上げ米の制

(7-5) 江戸幕府において将軍をサポートする役職としては臨時でおかれる最高職の名前は何か。 (7-5) 大老 (7-40)
１８世紀の後半にある人物が老中の役職につき、商業を活発化するために幕府の財政改革をしたが、わいろ政治が批判されて失脚し

てしまった。この人物の名前は何か。
(7-40) 田沼意次

(7-6) 江戸幕府において、日本の各地は領域ごとに区分けがされたが、この区分けのことをなんというか。 (7-6) 藩 (7-41) 田沼意次が老中の役職についたのは西暦何年か。 (7-41) 1772年

(7-7) 江戸幕府において、有力な武士である大名の中でも、徳川家と親戚関係にあった大名を特になんというか。 (7-7) 親藩大名 (7-42) 田沼意次が商業を活性化するために、同業者組合の活動を奨励したが、このような同業者組合を何というか。 (7-42) 株仲間

(7-8) 江戸幕府において、有力な武士である大名の中でも、関ヶ原の戦い以前から徳川家につき従っていた大名を特になんというか。 (7-8) 譜代大名 (7-43) 田沼意次の改革の内容を否定するために、田沼の失脚後の１７８７年から実施された改革の名前は何か。 (7-43) 寛政の改革

(7-9)
江戸幕府において、有力な武士である大名の中でも、関ヶ原の戦いでは徳川家と対立していた大名たちがいるが、徳川家との関係が

悪いこのような大名を特になんというか。
(7-9) 外様大名 (7-44) 田沼意次の改革の内容を否定するために、田沼の失脚後の１７８７年から改革を実施した老中の名前は何か。 (7-44) 松平定信

(7-10) 江戸幕府の３代目将軍は、大名同士の無断結婚や築城を検視する法律を作ったが、この法律をなんというか。 (7-10) 武家諸法度 (7-45)
１９世紀の半ばには、天候不順による凶作などにより人々の生活が苦しくなり、一揆が多く生じた。それらの事態に対応するために当時

の老中がはじめた幕政改革の名前は何か。
(7-45) 天保の改革

(7-11) 江戸時代に、武士に認められていた特権を二つ答えなさい。 (7-11) 名字、帯刀 (7-46) 天保の改革を実施した老中の名前は何か。 (7-46) 水野忠邦

(7-12) 江戸幕府において、大名が交替で一江戸へ出仕することが義務づけられる制度があったが、この制度をなんというか。 (7-12) 参勤交代 (7-47)
１８４０年にイギリスと中国との間で戦争が起こり、イギリスが勝利したことにより、中国の領土が欧米列強に分割されるようになったが、

この戦争の名前は何か。
(7-47) アヘン戦争

(7-13) 江戸幕府の３代目将軍の名前は何か。 (7-13) 徳川家光 (7-48) 江戸時代の中期（１７世紀後半）に京都や大阪などを中心に栄えた文化を何と呼ぶか。 (7-48) 元禄文化

(7-14) 江戸幕府において、幕府が貿易を管理するために渡航許可書を発行して貿易を行なったが、このような貿易をなんというか。 (7-14) 朱印船貿易 (7-49) 江戸時代の中期（１７世紀後半）に活躍し、浮世草子などの作品を残した人物の名前は何か。 (7-49) 井原西鶴

(7-15) 江戸幕府において、外国との貿易や外交を幕府が統制・管理をしていたが、このような体制をなんというか。 (7-15) 鎖国 (7-50) 江戸時代の中期（１７世紀後半）に活躍し、人形浄瑠璃で有名だった人物の名前は何か。 (7-50) 近松門左衛門

(7-16)
江戸時代において、キリスト教を弾圧するために、イエスキリストの絵や像を踏ませてキリスト教徒を発見しようとしていたが、この方法

をなんと呼ぶか。
(7-16) 絵踏 (7-51) 江戸時代の中期（１７世紀後半）に活躍し、『奥の細道』などの作品を残した人物の名前は何か。 (7-51) 松尾芭蕉

(7-17) 江戸時代初期に、九州においてキリスト教徒を中心とする、日本の歴史上最大規模の一揆がおきたが、この一揆の名称は何か。 (7-17) 島原・天草一揆 (7-52) 江戸時代の中期（１７世紀後半）に活躍し、装飾画を大成させた人物の名前は何か。 (7-52) 尾形光琳

(7-18) 江戸時代において、1634年に江戸幕府の貿易・外交政策の一環として、長崎に築造された人工島を何というか。 (7-18) 出島 (7-53) 江戸時代の後期（１９世紀初め）に江戸を中心に栄えた文化を何と呼ぶか。 (7-53) 化政文化

(7-19) 江戸時代において、幕府が貿易を行なっていた主要国を２つ挙げなさい。 (7-19) オランダ、清 (7-54) 江戸時代の後期（１９世紀初め）に活躍し、『古事記伝』などを残し国学を大成させた人物の名前は何か。 (7-54) 本居宣長

(7-20) 江戸時代において、江戸幕府の将軍が代替わりするごとに朝鮮から使節団がやってきて交流をしていたが、この使節団を何というか。 (7-20) 朝鮮通信使 (7-55) 江戸時代の後期（１９世紀初め）に活躍し、日本地図を製作し測量術の発達に貢献した人物の名前は何か。 (7-55) 伊能忠敬

(7-21) 江戸時代において、松前藩の影響下におかれ、１７世紀期後半にはシャクシャインを中心として反乱を起こした少数民族を何というか。 (7-21) アイヌ (7-56) 江戸時代の後期（１９世紀初め）に活躍し、美人画を発展させた人物の名前は何か。 (7-56) 喜多川歌麿

(7-22) 江戸時代中期には、農具が発達して農業生産が増加するが、その農具の中でも畑などを深く耕すのに使われた農具は何か。 (7-22) 備中ぐわ (7-57) 江戸時代の後期（１９世紀初め）に活躍し、「富嶽三十六景」などの絵画作品を残した人物の名前は何か。 (7-57) 葛飾北斎

(7-23) 江戸時代中期には、農具が発達して農業生産が増加するが、その農具の中でも脱穀に使われた農具は何か。 (7-23) 千歯こき (7-58) １７７５年にアメリカはイギリスから独立するための戦争を行ったが、その後１７７６年にアメリカによって発表された宣言を何というか。 (7-58) 独立宣言

(7-24)
江戸時代には、自給自足の生活ではなく、市場で農作物を売って生活をすることが多くなったが、このように市場で売るために作られた

作物を何というか。
(7-24) 商品作物 (7-59)

１８世紀後半のフランスでは国王の支配に対してフランス革命がおき庶民が力を持った時期があったが、この時に発表された宣言を何と

いうか。
(7-59) 人権宣言

(7-25)
江戸時代には、農作物をはじめとした商品の売り買いが盛んになり、その結果商品を輸送する輸送路が開発されたが、主要な陸路を

まとめて何というか。
(7-25) 五街道 (7-60)

１８世紀後半以降、イギリスを中心に産業革命が起こり資本主義が世界中に広まっていったが、それにより起こった貧困や格差などの

社会問題にたいし、富の格差をなくし平等を訴えた考え方を何というか。
(7-60) 社会主義

(7-26)
江戸時代には、農作物をはじめとした商品の売り買いが盛んになり、その結果商品を輸送する輸送路が開発されたが、海上輸送をに

なっていた輸送船の名前を二つ挙げなさい。
(7-26) 菱垣廻船、樽廻船 (7-61)

１９世紀の後半には欧米諸国が日本と関係を持つために接近してきていたが、その中でアメリカのペリーが来航したことをきっかけとし

て１８５３年にアメリカと日本の間で締結した貿易などについての条約の名前は何か。
(7-61) 日米和親条約

(7-27)
江戸時代には、農作物をはじめとした商品の売り買いが盛んになり、その結果商品を輸送する輸送路が開発されたが、主要な海路の

名前を二つ挙げなさい。
(7-27) 東回り航路、西廻り航路 (7-62)

１９世紀の後半には欧米諸国が日本と関係を持つために接近してきていたが、その中で１８５８年に日本とアメリカの間で結ばれた、アメ

リカに有利な不平等条約の名前は何か。
(7-62) 日米修好通商条約

(7-28) 江戸時代には、産業の発達とともに都市が発達していくが、代表的な３つの都市をまとめて何というか。 (7-28) 三都 (7-63)
１８５８年に日本とアメリカの間で結ばれた不平等条約では、アメリカに有利な内容が盛り込まれた。その中でもアメリカ人が日本で起こし

た裁判について、日本ではなくアメリカが裁く権利を認めてしまったが、この権利を何というか。
(7-63) 領事裁判権

(7-29) 江戸時代には、産業の発達とともに都市が発達していくが、代表的な３つの都市の名前は何か。 (7-29) 江戸、京都、大阪 (7-64)
１８５８年に日本とアメリカの間で結ばれた不平等条約では、アメリカに有利な内容が盛り込まれた。その中でもアメリカとの貿易の中で

日本が輸入品に関税をかける権利を認めてもらえなかったが、この権利を何というか。
(7-64) 関税自主権

(7-30) 江戸時代には、大阪には各地の特産物が集まってきていたが、そのため大阪は別名で何と呼ばれていたか。 (7-30) 天下の台所 (7-65) １８５８年に日本とアメリカの間で不平等条約が結ばれるが、この条約を結ぶ際に日本側の責任者だった人物の名前は何か。 (7-65) 井伊直弼

(7-31)
江戸時代に、商業が発達をした結果、同業者がお互いに協力をして商売を行いやすいようなルールなどをきめていたが、このような同

業者のグループを何というか。
(7-31) 株仲間 (7-66)

１８５８年以降、日本とアメリカなどの欧米の間で不平等条約が結ばれる中で、いくつかの藩から「欧米諸国の侵略から天皇の国家を守

るべき」という主張が強くなり、そのような藩は不平等条約を結ぶ幕府に反対する政治運動を起こした。この運動を何というか。
(7-66) 尊王攘夷運動

(7-32) 江戸幕府の５代目将軍の名前は何か。 (7-32) 徳川綱吉 (7-67)
１９世紀の後半、いくつかの藩は「欧米諸国の侵略から天皇の国家を守るべき」という主張をおこない、欧米と不平等条約を結ぶ幕府

に反対する政治運動を起こしたが、このような藩のうち代表的な２つの藩が結んだ同名の名前は何か。
(7-67) 薩長同盟

(7-33) 江戸幕府の５代目将軍は中国からある学問を導入して武士に奨励したが、この学問の名前は何か。 (7-33) 朱子学 (7-68) 江戸幕府が倒され、天皇に政治の実権を返還したが、この出来事をなんというか。 (7-68) 大政奉還

(7-34) 江戸幕府の６代目将軍をサポートして様々な経済政策を打ち出した人物の名前は何か。 (7-34) 新井白石 (7-69)
１９世紀の後半、欧米と不平等条約を結ぶ幕府に反対する政治運動がおこり幕府軍との間で戦争を起こし、幕府を滅亡させた。この戦

争を何というか。
(7-69) 戊辰戦争

(7-35) 江戸時代には、産業の発達により、商品を製造する新しい方法が導入されたが、その方法の名前は何か。 (7-35) 工場制手工業 (7-70)
１９世紀の後半、欧米と不平等条約を結ぶ幕府に反対する政治運動がおこり幕府軍との間で戦争を起こし、幕府を滅亡させた。この戦

争が起こった年は西暦何年か。
(7-70) 1868年
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(8-1)
１９世紀の後半、欧米と不平等条約を結ぶ幕府に反対する政治運動がおこり幕府を滅亡させた。この政治運動は幕府を倒したあと、新

しい国家として明治政府を作る改革をはじめたが、１８６８年に起きたこのような改革を何というか。
(8-1) 明治維新 (8-36)

１９１１年に欧米と日本の間で不平等条約の一部が改正され、条約がより対等なものになったが、この時に回復された日本側の権利の

名前は何か。
(8-36) 関税自主権

(8-2) １８６８年に成立した明治政府が、自らの統治方針を掲げた宣言を何というか。 (8-2) 五箇条の御誓文 (8-37)
１８９４年にイギリスと日本の間で不平等条約の一部が改正され、条約がより対等なものになったが、この時の日本を代表していた外交

官の名前は何か。
(8-37) 陸奥宗光

(8-3)
１８６８年に成立した明治政府が、地方の藩から権力を奪うために、国民（人民）と土地への支配権を明治政府に還させる政策をおこ

なったが、この政策を何というか。
(8-3) 版籍奉還 (8-38)

１９１１年に欧米と日本の間で不平等条約の一部が改正され、条約がより対等なものになったが、この時の日本を代表していた外交官

の名前は何か。
(8-38) 小村寿太郎

(8-4)
１８６８年に成立した明治政府が、地方の藩から権力を奪うために、藩を廃止するかわりに県を設置し、各県に明治政府から県知事を派

遣したが、この政策を何というか。
(8-4) 廃藩置県 (8-39) 朝鮮半島南部では、１８９４年に東学という宗教団体による反乱運動がおき国内が混乱に陥るが、この反乱の名前を何というか。 (8-39) 甲午農民戦争

(8-5)
１８６８年に成立した明治政府が、地方の藩から権力を奪うために、藩を廃止するかわりに県を設置し、各県に明治政府から県知事を派

遣したが、この政策が実施されたのは西暦何年か。
(8-5) 1871年 (8-40)

朝鮮半島南部では、１８９４年に東学という宗教団体による反乱運動がおき国内が混乱に陥るが、この反乱をきっかけとして日本と中国

との間に起こった戦争を何というか。
(8-40) 日清戦争

(8-6) １８６８年に成立した明治政府が、全国民に対する義務教育として小学校を設立したが、この政策を何というか。 (8-6) 学制 (8-41)
朝鮮半島南部では、１８９４年に東学という宗教団体による反乱運動がおき国内が混乱に陥るが、この反乱をきっかけとして日本と中国

との間に起こった戦争の講和条約の名前は何か。
(8-41) 下関条約

(8-7) １８６８年に成立した明治政府が、全国民に対する義務教育として小学校を設立したが、この政策が実施されたのは西暦何年か。 (8-7) 1872年 (8-42)
朝鮮半島南部では、１８９４年に日本と中国との間に起こった戦争の後、日本が獲得した領土に対して欧米列強が返却を求めた出来事

を何というか。
(8-42) 三国干渉

(8-8) １８６８年に成立した明治政府が、満20才以上の男子に、3年の間兵士になる兵役の義務を課したが、この政策を何というか。 (8-8) 徴兵令 (8-43)
朝鮮半島南部では、１８９４年に日本と中国との間に起こった戦争の後、日本が獲得した領土に対して欧米列強が返却を求めた出来事

を何というか。
(8-43) 八幡製鉄所

(8-9)
１８６８年に成立した明治政府が、満20才以上の男子に、3年の間兵士になる兵役の義務を課したが、この政策が実施されたのは西暦

何年か。
(8-9) 1873年 (8-44)

朝鮮半島南部では、１８９４年に日本と中国との間に起こった戦争の後、欧米列強は日本が獲得した領土に対して返却を求めたが、この

欧米列強の中で１９０４年から日本と戦争を始める国の国名は何か。
(8-44) ロシア

(8-10)
１８６８年に成立した明治政府が、土地の所有者に対し地価（土地の価格）の３％を税金として納めさせるようにしたが、この政策を何と

いうか。
(8-10) 地租改正 (8-45) ロシアに対抗するために日本とイギリスが１９０２年に結んだ同盟の名前は何か。 (8-45) 日英同盟

(8-11)
１８６８年に成立した明治政府が、土地の所有者に対し地価（土地の価格）の３％を税金として納めさせるようにしたが、この政策が実施

されはじめたのは西暦何年か。
(8-11) 1873年 (8-46)

欧米列強や日本によって中国の領土が分割される中、そのような外国勢力を排除するために中国人が起こした反乱事件のことをなん

というか。
(8-46) 義和団事件

(8-12)
１８６８年に成立した明治政府にとって、欧米の強国（列強）に追いつくために、国の経済を発展させて、軍隊を強くすることが課題だった

が、この課題のことを何というか。
(8-12) 富国強兵 (8-47)

欧米列強や日本によって中国の領土が分割される中、そのような外国勢力を排除するための中国人による反乱事件が起きたのは西

暦何年か。
(8-47) 1900年

(8-13)
１８６８年に明治時代が始まることで、社会が近代化・西洋化していく中で、『学問のすすめ』という本を書き、社会の変化に対応するた

めに勉学に励むことに重要性を説いた人物の名前は何か。
(8-13) 福沢諭吉 (8-48) 朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の名称は何か。 (8-48) 日露戦争

(8-14)
１８６８年に成立した明治政府にとって、欧米の強国（列強）に追いつくために、国の経済を発展させる必要があったが、そのために政府

が主要産業をサポートして育てていった政策を何というか。
(8-14) 殖産興業 (8-49) 朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争が起きたのは西暦何年か。 (8-49) 1904年

(8-15)
１８６８年に成立した明治政府が主要産業をサポートしていく中で、政府の税金で主要輸出品の工場を作ったが、このような工場を何と

呼ぶか。
(8-15) 官営模範工場 (8-50)

日本とイギリスは１９０２年に同盟を結び、中国・韓国における権益を相互に認め、アジアにおけるロシアの膨張に備えることを共同の

目的としたが、この同盟の名称は何か。
(8-50) 日英同盟

(8-16)
１８６８年に成立した明治政府が主要産業をサポートしていく中で、政府の税金で主要輸出品の工場を作ったが、このような工場のうち

富山県に作られた製糸工場を何というか。
(8-16) 富岡製糸場 (8-51) 朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の講和条約の名称は何か。 (8-51) ポーツマス条約

(8-17)
１８６８年に成立した明治政府にとって、欧米の強国（列強）に追いつくために、不平等条約を改正する必要があったが、そのために海外

に派遣された使節団の名前は何か。
(8-17) 岩倉使節団 (8-52) 朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、日本が植民地化を進めた国の名前は何か。 (8-52) 韓国

(8-18)
１８６８年に成立した明治政府にとって、欧米の強国（列強）に追いつくために、日本の周辺国との間で国境を画定する必要があったが、

その中でロシアと結んだ条約を何というか。
(8-18) 樺太千島交換条約 (8-53)

朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、賠償金を得られなかったことに不満を抱いた国民が起こし

た、交番への襲撃事件の名称は何か。
(8-53) 日比谷焼打ち事件

(8-19)
１８６８年に成立した明治政府にとって、欧米の強国（列強）に追いつくために、日本の周辺国との間で国境を画定する必要があったが、

その中で琉球（現在の沖縄）の所属を決定した出来事を何というか。
(8-19) 琉球処分 (8-54)

朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、朝鮮半島への優越権をロシアに認めてもらった日本が、韓

国を併合して植民地としたできごとをなんというか。
(8-54) 韓国併合

(8-20)
１８６８年に成立した明治政府は、江戸時代に権力を持っていた武士（明治時代の言い方では「士族」）から特権を奪ったため武士の生

活が苦しくなり不満が高まった。このような武士の政府に対する不満を代表して政府軍と戦った人物の名前は何か。
(8-20) 西郷隆盛 (8-55)

朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、朝鮮半島への優越権をロシアに認めてもらった日本が、韓

国を併合して植民地としたのは西暦何年か。
(8-55) 1910年

(8-21)
１８６８年に成立した明治政府は、江戸時代に権力を持っていた武士（明治時代の言い方では「士族」）から特権を奪ったため武士の生

活が苦しくなり不満が高まった。このような武士の政府に対する不満を解消するために韓国を征服すべきという意見が登場したが、この
(8-21) 征韓論 (8-56)

朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、朝鮮半島への優越権をロシアに認めてもらった日本が、韓

国を併合して植民地としたが、その際に韓国においた行政機関の名称は何か。
(8-56) 朝鮮総督府

(8-22)
１８６８年に成立した明治政府は、徴兵令や地租改正など、国民の生活に大きな影響を与える政策を強力に推進した結果、政府の強力

な政策に対して国民の権利を守るための運動が生まれたが、この運動を率いた人物の名前は何か。
(8-22) 板垣退助 (8-57)

朝鮮半島と満州（中国東北部）をめぐって日本とロシアが争った戦争の後、ロシアはシベリア鉄道の一部として建設した鉄道の一部を

日本に譲渡したが、この鉄道の名称は何か。
(8-57) 南満州鉄道株式会社

(8-23)
１８６８年に成立した明治政府は、徴兵令や地租改正など、国民の生活に大きな影響を与える政策を強力に推進した結果、政府の強力

な政策に対して国民の権利を守るための運動が生まれたが、この運動の名称は何か。
(8-23) 自由民権運動 (8-58) 中国において、２０世紀の初頭に清王朝が国内の革命運動によって打倒されたが、この出来事をなんというか。 (8-58) 辛亥革命

(8-24)
１８６８年に成立した明治政府にとって、アジアの強国となるために隣国である中国と対等な条約を結ぶ必要があったが、１８７１年に結

ばれたこの条約の名前は何か。
(8-24) 日清修好条規 (8-59) 中国において、２０世紀の初頭に清王朝が国内の革命運動によって打倒されたが、この革命運動を率いた人物の名前は何か。 (8-59) 孫文

(8-25)
１８６８年に成立した明治政府にとって、アジアの強国となるために隣国である朝鮮に対しては、日本に有利な不平等条約を結ぶことに

成功したが、１８７６年に結ばれたこの条約の名前は何か。
(8-25) 日朝修好条規 (8-60) 中国において、２０世紀の初頭に清王朝が国内の革命運動によって打倒されたが、これによって生まれた国の名称は何か。 (8-60) 中華民国

(8-26)
江戸幕府を打倒するのに貢献した薩摩や長州といった少数の藩の出身者が、明治政府の主要なメンバーとなっていたが、このように少

数の藩によって独占されている政府のことをなんというか。
(8-26) 藩閥政治 (8-61) 中国において、２０世紀の初頭に清王朝が国内の革命運動によって打倒されたが、この出来事が起きたのは西暦何年か。 (8-61) 1911年

(8-27)
１８６８年に成立した明治政府は、江戸時代に権力を持っていた武士（明治時代の言い方では「士族」）から特権を奪ったため武士の生

活が苦しくなり不満が高まった。このような武士の政府に対する不満が高まった結果生じた内戦の名前は何か。
(8-27) 西南戦争 (8-62)

明治時代、文明開化がおこり西洋の文化が重視されたことで日本のそれまでの文化が軽視されていたが、日本美術の再評価に努めた

アメリカ人の名前は何か。
(8-62) フェノロサ

(8-28)
１８６８年に成立した明治政府は、徴兵令や地租改正など、国民の生活に大きな影響を与える政策を強力に推進した結果、政府の強力

な政策に対して国民の権利を守るための運動が生まれたが、この運動に対して政府が約束したことは何か。
(8-28) 国会の開設 (8-63)

明治時代、文明開化がおこり西洋の文化が重視されたことで日本のそれまでの文化が軽視されるなか、日本美術の再評価に努めたア

メリカ人がいたが、彼の助手を務めた日本人の名前は何か。
(8-63) 岡倉天心

(8-29) １８９０年に国会が開設されることが決まったことにより、板垣退助を中心として政党が結成されたが、この政党の名前は何か。 (8-29) 自由党 (8-64) 明治時代には医学が日本で進歩したが、黄熱病という病気の研究で大きな功績を残した人物の名前は何か。 (8-64) 野口英世

(8-30) １８９０年に国会が開設されることが決まったことにより、大隈重信を中心として政党が結成されたが、この政党の名前は何か。 (8-30) 立憲改進党 (8-65) 日露戦争のさなか、出征する弟を案じた詩「君死にたまふことなかれ」を発表した歌人は誰か。 (8-65) 与謝野晶子

(8-31) 日本で最初の内閣総理大臣の名前は何か。 (8-31) 伊藤博文 (8-66) 明治時代に「たけくらべ」「にごりえ」といった作品で知られた小説家は誰か。 (8-66) 樋口一葉

(8-32)
１８６８年に成立した明治政府は、欧米の強国（列強）に追いつくために、徴兵令や地租改正など国内の制度改革に取り組んでいたが、

その集大成として作った憲法の名前は何か。
(8-32) 大日本帝国憲法 (8-67) 明治時代に、自由な感情や個性を尊重する作風で「舞姫」「高瀬舟」などで知られる小説家は誰か。 (8-67) 森鴎外

(8-33)
１８６８年に成立した明治政府は、欧米の強国（列強）に追いつくために、徴兵令や地租改正など国内の制度改革に取り組んでいたが、

その集大成として憲法が作られたのは西暦何年か。
(8-33) 1889年 (8-68) 明治時代に、「坊ちゃん」「吾輩は猫である」などの作品が知られる小説家は誰か。 (8-68) 夏目漱石

(8-34) 明治時代に小学校ができたが、その小学校に対して天皇から与えられた教育方針のことをなんというか。 (8-34) 教育勅語 (8-69)
明治時代には日本でも産業革命がおこり、金融や鉄鋼・不動産など、様々な業種が結合したグループ会社が形成されるが、三井・三

菱・住友・安田などに代表されるそのようなグループ会社のことを何というか。
(8-69) 財閥

(8-35)
１８９４年にイギリスと日本の間で不平等条約の一部が改正され、条約がより対等なものになったが、この時に撤廃されたイギリス側の

権利の名前は何か。
(8-35) 領事裁判権 (8-70) 明治時代には日本でも産業革命がおこるが、それにともなって発生した公害のうち、渡良瀬川流域で発生した公害の名称は何か。 (8-70) 足尾銅山鉱毒事件
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