
- 48 -

中３ / 入試記述式問題 / 解答

<世界地理(１)>

確認問題

(1)経線 (2)緯線

(3)乾燥帯

練習問題

(1)Ａ国は，他の２国と比べて農家戸

数は少ないが，トラクターを多く

使用し，経営の規模が大きい農家

が多い。

(2)他の国々がこの地域を支配し国境

線を決めたから。

(3)(気候帯)乾燥帯

(理由)草原が広がっているから。

<世界地理(２)>

確認問題

(1)生産責任制 (2)地中海式農業

(3)混合農業

練習問題

(1)自由市場での販売収入を得ること

ができる生産責任制になり，農民

の生産意欲が高まったから。

(2)ぶどうやオリーブは，夏の(気温が

高く)降水量が少ない気候に適して

いるから。

(3)畑作と牧畜を組み合わせた農業。

<世界地理(３)>

確認問題

(1)貿易摩擦 (2)青年海外協力隊

(3)ポルトガル語

練習問題

(1)貿易摩擦を避けるため，(工場をア

メリカ合衆国につくり)現地生産を

増やしているから。

(2)一定の期間，働きながら滞在でき

る制度。

(3)ポルトガルの植民地だったから。

<日本地理(１)>

確認問題

(1)利根川 (2)梅雨

(3)季節風(モンスーン)

練習問題

(1)日本の川はこうばいが急で短い。

(2)５,６月は梅雨の影響，８,９月は

台風の影響で降水量が多くなる。

(3)(日本海側の方が,)季節風の影響が

大きく，雪が多く降る(ため)。

<日本地理(２)>

確認問題

(1)ドーナツ化現象 (2)輪中

(3)沖縄県

練習問題

(1)郊外に住居を持つ人々が，都心ま

で通勤しているから。

(2)集落を洪水から守るため，高い堤

防を築いたり，家や水屋を小高い

ところに建てたりした。
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(3)台風による暴風から家を守るため。

<日本地理(３)>

確認問題

(1)都心

(2)関西国際空港

(3)信濃川

練習問題

(1)舗装などによって，雨水が地下に

浸透せず，短時間に河川や下水道

に集まるから。

(2)人工島であり，夜中も利用するこ

とができる。

(3)豊富な雪解け水を活用して，水力

発電をすること。

<日本の農業(１)>

確認問題

(1)近郊農業 (2)促成栽培

(3)輸入の自由化

練習問題

(1)消費地に近いので，新鮮なうちに

届けられるから。

(2)出荷時期を早め，高い価格で売る

ことができるため。

(3)高級な品種の生産を増やすこと。

など

<日本の農業(２)>

確認問題

(1)高齢化社会 (2)酪農

(3)やませ

練習問題

(1)60歳以上の割合が増えている。(ま

たは59歳以下の割合が減ってい

る。）

(2)一戸あたりの飼育頭数が，増加し

ている。

(3)やませと呼ばれる冷たい風が夏に

吹くから。

<日本の工業>

確認問題

(1)京葉工業地域

(2)シリコンアイランド

(3)伝統工業

練習問題

(1)鉄鉱石や原油などの原料を海外か

ら船で輸入するため。

(2)(ＩＣは小さくて軽いので,)工場の

近くの高速道路や空港を利用して

運ぶことができるから。

(3)冬に多くの雪が降り，その間の収

入を支える副業が必要であったか

ら。

<鎌倉までの日本>

確認問題

(1)元寇

(2)墾田永年私財法
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(3)御成敗式目

練習問題

(1)恩賞が十分にもらえず生活が苦し

くなった。

(2)公地公民の原則がくずれ，私有地

(荘園)を持つ貴族や寺院があらわ

れた。

(3)御家人(武士)に対して，裁判の基

準を示すために作られた。

<室町～安土桃山時代>

確認問題

(1)刀狩 (2)勘合貿易

(3)楽市・楽座

練習問題

(1)農民が一揆を起こさないようにす

るため。

(2)正式の貿易船と倭冦とを区別する

ため。

(3)行われたこと…市場の税の免除。

(または座の廃止。など)目的…商

業を発展させる。など

<江戸時代(１)>

確認問題

(1)武家諸法度

(2)関ヶ原の戦い

(3)譜代大名

練習問題

(1)領地と江戸の往復や江戸での生活

などに，多くの費用がかかったか

ら。

(2)(400年前には)関ヶ原の戦いがおこ

り，勝利した徳川家康が(全国支配

の実権をにぎった。）

(3)幕府に近いところや重要地には親

藩や譜代といった大名を配置し，

幕府から遠いところに外様の大名

を配置した。

<江戸時代(２)>

確認問題

(1)享保の改革 (2)新井白石

(3)元禄文化

練習問題

(1)(米の生産量を増加させ,)年貢によ

る収入を増やすため。

(2)金銀の流出をおさえるため，長崎

での貿易を制限した。

(3)上方を中心とした，町人がになう

文化であった。

<江戸時代(３)>

確認問題

(1)天下の台所 (2)島原の乱

(3)ルター

練習問題

(1)全国から物資が運ばれ，売買され

たから。

(2)キリスト教信者かどうかを調べる

ため。

(3)宗教改革が始まり，カトリックの
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側にも教会を建て直そうとする動

きがおこったこと。

<明治～現代(１)>

確認問題

(1)地租改正

(2)大日本帝国憲法

(3)自由民権運動

練習問題

(1)土地所有者が現金で納めることに

なった。

(2)摩藩や長州藩の出身者が政府の

要職を独占し，国民の意見を聞か

ない政治をしていたから。

(3)君主権の強いドイツ(プロイセン)

の憲法や政治制度を参考にするた

め。

<明治～現代(２)>

確認問題

(1)農地改革 (2)米騒動

(3)満20歳以上の男女

練習問題

(1)農地改革が実施されたから。

(2)シベリア出兵が主な原因で，米の

小売価格が急激に上昇した。その

結果，米騒動がおきた。

(3)女性の参政権がみとめられ，選挙

資格の年齢が20歳に引き下げられ

たため。

<国会・内閣>

確認問題

(1)衆議院の優越

(2)二院制(両院制)

(3)内閣不信任決議

練習問題

(1)衆議院は任期が短く，解散もあり，

国民の意思を強く政治に反映させ

やすいから。

(2)衆議院の議決を国会の議決とする。

(3)審議を慎重に行うことができるこ

と。

(4)内閣は，衆議院を解散するか，総

辞職しなければならない。

<地方自治>

確認問題

(1)直接請求権 (2)直接民主制

(3)地方議会

練習問題

(1)条例の制定や改廃を請求する権利

(または監査を請求する権利，議会

の解散を請求する権利，首長や議

員の解職を請求する権利，おもな

公務員の解職を請求する権利)

(2)内閣総理大臣は国会の指名に基づ

いて選ばれるが，首長は住民の選

挙により選ばれる。

(3)議会を解散する。
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<日本の経済(１)>

確認問題

(1)国債

(2)地方交付税交付金

(3)間接税

練習問題

(1)歳出に占める国債費の割合が大き

くなって財政を圧迫している。

(29字)

(2)人口が減少するにつれて，地方税

の割合が減少し，地方交付税の割

合が増えている。

(3)税金を納める義務のある人と実際

に負担する人とが異なる税金

(28字)

<日本の経済(２)>

確認問題

(1)製造物責任法(ＰＬ法)

(2)株式会社

(3)プライバシー

練習問題

(1)(製品の欠陥によって消費者が被害

を受けた場合)企業の過失の有無に

関わらず，被害者(消費者)の救済

を義務づけているところ。

(2)資本金を小口の株式に分け，株券

を発行して集めるしくみ。(27字)

(3)個人の私的な生活や情報を他人の

干渉から守る権利。

<社会生活(１)>

確認問題

(1)高齢化社会 (2)社会福祉

(3)労働(労働力)

練習問題

(1)全人口に占める65歳以上の高齢者

の割合が高くなり，医者にかかる

人が増えたから。

(2)高齢者が，趣味や特技などを生か

して社会参加し，老後の生きがい

を持てるようにすること。

(3)特徴…女性の労働力率は，20代後

半から下がり，30代後半で再び上

がる。

理由…出産，育児のため，仕事を

一時はなれる女性が多いから。

<社会生活(２)>

確認問題

(1)両性の本質的平等

(2)マス=コミュニケーション(マス=コミ)

(3)環境基本法

練習問題

(1)男性は外で仕事，女性は家庭を守

るという，男女の固定的な役割分

担をなくし，家庭生活は男女がお

互いに協力しあうこと。

(2)マス=コミは大量の情報を与えるた

め，受け手はその情報が正しいか

どうかを判断すること。

(3)缶やペットボトルの分別収集に協

力する。など


