
中３社会 入試記述式問題

<地理>

◆世界地理

◆日本地理

日本の農業

日本の工業

◆国際社会と日本

<歴史>

◆鎌倉時代までの日本

◆室町～安土桃山

◆江戸

◆明治～現代

<公民>

◆国会・内閣

◆地方自治

◆日本の経済

◆社会生活
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世界地理(１)

確認問題

(１)地図上で，北極と南極を結ぶ縦の線を何というか。

(２)地図上で，赤道を基準とした横線を何というか。

(３)世界の気候で，砂漠やその周辺の地域の気候を何というか。

例題

下の略地図上のＹ 国の輸出額の上位５品目につてい，次の表Ⅱを作成

した。

次のメモは，表から読みとったことをまとめたものである。下の ａ

には20字以内で， ｂ には10字以内で，当てはまる内容をそれぞれ書

きなさい。(山梨)

① 1980年：コーヒー豆や植物性油かすなど，農産物やその加工品が主

である。

② 2001年： ａ が主である。

①と②を比較してＹ 国の産業の変化： ｂ 。

考え方 工業製品が輸出の上位をしめている。

1980年が「コーヒー豆や植物性油かすなど」とあるので，2001年

の表を見て，それに対応する項目で検討する。

答 え ａ．機械類，自動車や航空機など，工業製品

ｂ．工業化が進んだ
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練習問題

(１)資料Ⅰ～Ⅲは，地図のＡ国，Ｂ国、Ｃ国の農業に関する資料である。Ａ国の農

業には他の２国と比べてどんな特色があるか，資料ⅠからⅢをもとに書きなさい。

(石川）

(２)図１中のＦで示した大陸では，国境線の

一部が緯線や経線にそって引かれていると

ころが多い。その理由を，Ｆの大陸と，こ

の大陸以外の国々との過去の関係から説明

しなさい。(兵庫）

(３)資料２は，１図の で示した地域でよく見られる景観である。 で示し

た地域はどんな気候帯に属していると考えられるか，書きなさい。また，その気

候帯だと判断する理由を，資料２にもとづいて書きなさい。(熊本）

１ 図 資料２



- 6 -

世界地理(２)

確認問題

(１)中国で，農家が一定の生産量を政府と契約し，残りを自由市場で売ることがで

きる制度を何というか。

(２)夏に乾燥に強いオリーブやぶどうなどを栽培し，降水量の多い冬に小麦を栽培

する農業を何というか。

(３)西ヨーロッパの農村で行われている，農耕と牧畜を結びつけた農業を何という

か。

例題

F 国では，1980年ごろから，

農業生産が増大し，特に都

市近郊を中心に農家の収入

も増えた。この理由を，次

に示した書き出しの言葉に

続けて書きなさい。〔農業の

新しい仕組みとして，〕(鹿児島)

考え方 政府からの請負分以上の農産物は自由に売ることができるので，

農民の生産意欲が高まり，生産性が向上した。

答 え 〔農業の新しい仕組みとして，〕農家の自主的な生産活動が認め

られたから。
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練習問題

(１)右の資料は，中華人民共和国の主な農畜産物の生産量

の変化を表したものである。資料のように，生産量が全

体的にみて増加傾向にあるのはなぜか，その理由を1978

年頃から開始された生産責任制の内容に着目し，具体的

に書きなさい。(三重，鹿児島，岡山）

(２)資料のＢの地域では，ぶどうやオリーブの栽培

が盛んである。それはなぜか，気候の面から説明

しなさい。(富山，兵庫）

(３)混合農業とは，どのようなものを組み合わせる農業ですか。(岡山，山形）
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世界地理(３)

確認問題

(１)1970年代以降，我が国とアメリカなどとの間で生じている，貿易をめぐる摩擦

現象を何というか。

(２)日本の国際協力事業団によって発展途上国に若い人々が派遣され，技術指導な

どを行う制度を何というか。

(３)19世紀までの植民地支配により，ブラジルの公用語となったものは何か。

例題

グラフは，日本の企業によるアメリカへの自動

車の輸出台数と，日本の企業によるアメリカでの

自動車の生産台数について，それぞれの推移を示

したものである。グラフから分かる，1975年から

1995年までのアメリカへの輸出台数とアメリカで

の生産台数の推移を，貿易摩擦という語句を用い

て，60字～70字程度で説明しなさい。(静岡)

考え方 日本の自動車の輸出に対して貿易摩擦が起きたので，日本の自動

車会社は，輸出をひかえ，アメリカに工場をつくって生産している。

答 え 1975年から1985年にかけてアメリカへの輸出台数が増加し貿易

摩擦が起きたが，その後，アメリカでの生産台数が増加し，輸出台数が

減少した。(65字)
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練習問題

(１)近年，自動車産業では，アメリカ合衆国に進出して

生産を行う日本企業が増えている。その理由を，資料

を参考にして，「現地生産」「貿易摩擦」の２語を使っ

て書きなさい。(富山，静岡，群馬，岡山，三重，徳

島，香川，兵庫）

(２)右のＢの国には，日本などの外国と

の交流を深めるために，青少年を対象

としたワーキングホリデーという制度

がある。ワーキングホリデーとはどの

ような制度か。その内容を，簡単に書

きなさい。(静岡，三重）

(３)右上のＤの国は，多民族で構成されており，公用語としてはポルトガル語が用

いられている。この国でポルトガル語が公用語となっている理由を，16世紀の歴

史に着目して，簡単に書きなさい。(静岡，石川）
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日本地理(１)

確認問題

(１)関東平野を北西から南東へ流れる，流域面積が日本最大の河川を何というか。

(２)我が国の６月から７月にかけての，ぐずついた長雨の続く季節を何というか。

(３)気候に影響をあたえる，季節によってきまった方向から吹く風を何というか。

例題

図を見て，日

本の河川の特色

を次の三つの語

句を使用して，

「日本の河川は」

の書き出しを含めて30字程度で説明しなさい。(三つの語句の使用順序は

自由である。)(島根)

傾斜 洪水 長さ

考え方 日本は南北に細長く，国土全体が山がちである。そのため川は短

く，急流であり洪水がおこりやすい。

答 え (日本の河川は)傾斜が急で，長さも短く，洪水がおこりやすい。

(28字)

図 河川の傾斜と長さ
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練習問題

(１)資料を見て，大陸の河川と比較

した日本の河川の一般的な特徴を

説明しなさい。(福井，宮崎，島

根）

(２)「奄美大島は資料のように温暖で，日本のなかで

も降水量が多いところです。」資料のように，特に

５，６月と８，９月に降水量が多くなる理由をそれ

ぞれ説明しなさい。(福井，東京）

(３)冬の降水量は，太平洋側にくらべて日本海側の方が多くなります。このように

なる理由について書きなさい。(岡山，岐阜）

日本海側の方が， ため。
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日本地理(２)

確認問題

(１)大都市の中心部で人口が減少し，周辺部の人口が増加する現象を何というか。

(２)濃尾平野を流れる川にはさまれた中州に，堤防をめぐらしてつくられた集落を

何というか。

(３)現在も多くの米軍基地があり，また，台風の通り道で風水害を受けることが多

い県はどこか。

例題

図１及び図２を

参考に，東京大都

市圏の人口の変化

について，「住宅

地」，「通勤」の語

を用いて，55字以

内で書きなさい。

(句読点を含む。)(茨城)

考え方 東京大都市圏では，都心の人口が減少し，郊外の人口が増加する

というドーナツ化現象がおこっている。

答 え 東京大都市圏ではドーナツ化現象が進み，周辺部に住宅地が拡大

して，東京の中心部へ通勤する人が増加した。(50字)
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練習問題

(１)図は，1995年における，東京の千代田

区の昼夜間人口を表している。これを見

ると，千代田区では昼間人口は多いが，

夜間人口は少ないことが分かる。このよ

うな現象が見られる理由を，「都心」「住居」の言葉を用いて簡単に書きなさい。

(愛媛，鹿児島，茨城，福井）

(２)図は，長良川・揖斐川の下流に

ある地域の様子を模式的に示した

ものである。この地域にくらす人

々は，洪水から自分たちの生活を

守るために，どのような努力や工夫を行ってきたか。図中の語句のうち２つ以上

を用いて，簡潔に書きなさい。(奈良，秋田）

(３)写真は，わが国のある地域の伝統的な住居であ

る。この住居は屋根が低く，かわらがしっくいで

固められ，石垣で囲まれている。その理由を，気

候条件をふまえて，簡潔に書きなさい。(奈良，

群馬，岐阜）

昼間人口 95万人

夜間人口 ３万５千人

(平成７年国勢調査による)
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日本地理(３)

確認問題

(１)諸官庁や大企業・金融機関などの，政治や経済の重要機関が集中する大都市の

中心部を何というか。

(２)大阪国際空港が手ぜまとなったことから，大阪の泉州沖に建設された空港を何

というか。

(３)日本一長い川で，長野県から新潟県にかけて流れる川を何というか。

例題

最近都市部で洪水が起こりやすくなっている理由を，都市化の進展と関

連づけて，簡潔に書きなさい。(宮城)

考え方 都市化により，道路は舗装され，コンクリートのビルが多くなる。

答 え 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。
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練習問題

(１)近年，日本では都市での洪水がしばしば起こる。この原因を都市の環境から説

明しなさい。(福井，宮城）

(２)表は，地図中の関西国際空港と新

東京国際空港の，ある１週間におけ

る，17時から翌朝までの飛行機の発

着便数を，３時間ごとに示したもの

である。表からは，関西国際空港の

特色を読み取ることができる。二つ

の空港を比較した場合の，関西国際空港の特色を，地理的条件に関連づけて，簡

単に書きなさい。(静岡，島根）

(３)右のグラフは，略地図中に

Ｐで示した都市の気温と降水

量を示したもので，北陸地方

を流れる黒部川，信濃川など

の上流には，その気候の特色

を生かして，多くのダムがつ

くられている。これらのダム

は，何を活用して何をするこ

とを主な目的としているか。簡単に書きなさい。(香川，佐賀）

表

時 17～20 20～23 23～２ ２～５空港

関西国際空港 455便 205便 37便 ５便

新東京国際空港 611便 180便 ０便 ０便

注１ ｢時刻表」2000年５月版などにより作成

２ 発着便数は，旅客便数と貨物便数の合計

３ 17～20の欄には，20時は含まれない。

他の欄も同様
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日本の農業(１)

確認問題

(１)大都市の周辺で行われる，野菜や草花などを栽培して都市に出荷する農業を何

というか。

(２)ビニルハウスなどの施設を使って，農作物を普通より早く成熟させ，出荷時期

を早める栽培方法を何というか。

(３)大幅な対日貿易赤字が続くアメリカが，農作物などに関して，日本に求めてい

たことは何か。

例題

資料のＣ県やＤ県では，地理的条件を生か

した農業が行われている。その農業の特色を

「大消費地」という語句を使用して，40字程

度で書きなさい。(宮崎)

考え方 Ｃ県は茨城県，Ｄ県は埼玉県で，と

もに京浜の市場に近く，近郊農業が発達し

ている。

答 え 大消費地に近いという有利な条件を生かして近郊農業を行い，新

鮮な野菜を出荷している。(41字)
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練習問題

(１)関東地方のＣの県では，ほうれん草や，きゅ

うりなどの野菜生産が盛んである。Ｃの県で野

菜生産が盛んである理由を，消費地との位置関

係に関連づけて，簡単に書きなさい。(静岡，群

馬,宮崎,三重）

(２)地図中のＤの地域では，暖かい気候とビニル

ハウス(ビニールハウス)などを利用した大都市

向けの野菜の栽培が盛んである。その理由を，

「出荷時期」「価格」という二つの言葉を用い

て答えなさい。(岡山，石川,高知）

(３)果樹栽培には，貿易の自由化や産地間の激しい競争などの経営上の課題があり

ます。このような課題に対して，生産者が工夫していることを一つ書きなさい。

(山形，群馬）
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日本の農業(２)

確認問題

(１)全人口に対する高齢者の割合が高い社会のことを何というか。

(２)飼料作物を栽培して乳牛を飼育し，バターやチーズなどを生産する農業を何と

いうか。

(３)東北地方の太平洋側で，初夏にみられる冷たい北東風を何というか。

例題

右の資料は，日本の農業就業人口よおび農

業就業人口における60歳以上の人口の変化と，

日本の農業生産額の変化を，1980年を100と

して指数で表したものである。

日本の農業就業人口の変化について，60歳

以上の農業就業人口に着目してその特徴を読

み取り，書きなさい。(三重)

考え方 農業就業人口が減ってきており，高齢化が進んでいて，後継者不

足が問題となってきている。

答 え 農業就業人口は年々減少しているが，60歳以上の農業就業人口は

増加している。
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練習問題

(１)グラフは，和歌山県と埼玉県における，

農業就業者数の年齢別の割合の変化を示したも

のである。グラフからは，二つの県における農

業就業者数の年齢別の割合について，共通した

変化が読み取れる。その変化を，一つ簡単に書

きなさい。(静岡，三重,長野）

(２)資料１をみると，乳牛の飼育頭数はほぼ一

定であるが，飼育戸数はかなり減少している。

この２つのことからわかることを書きなさい。

(富山，鹿児島）

(３)米の生産量は年によって変動がある。特に1993年(平成５)年の東北地方は，冷

害や長雨の影響により，米の生産量が平年の約半分になった。東北地方の太平洋

側北東部は，1993年に限らず日本海側と比べて冷害による被害が大きな地域であ

る。その理由を簡潔に書きなさい。

(大阪，和歌山）
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日本の工業

確認問題

(１)東京湾岸の千葉県側で，製鉄や石油化学工業が発展している工業地域を何とい

うか。

(２)ＩＣなどの電子機器を生産する工場が各地に進出していることから，九州地方

は何と呼ばれているか。

(３)輪島の漆器、三条の金物など，古くから伝えられた技術をもとに今も発展して

いる工業を何というか。

例題

地図中の●は，主な製鉄所の分布(1998年)を

示している。その分布の特徴を簡潔に書きなさ

い。また，そのような特徴がみられる理由を，

原料や燃料の入手という点に着目して，簡潔に

書きなさい。(栃木)

考え方 日本は鉄鋼業に必要な鉄鉱石や石炭の

大部分を輸入している。

答 え 特徴：主な製鉄所は臨海部に分布している。

理由：原料や燃料を輸入に頼っているから。
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練習問題

(１)略地図中のＡの地域では，鉄鋼・

石油化学工業などの大工場が臨海部

に集中している。その理由を書きな

さい。(徳島，岡山，兵庫，栃木，埼

玉，静岡）

(２)略地図Ⅱ・Ⅲは，ＩＣ(集積回路)を製造

している２つの工場それぞれの周辺の地図

である。それぞれの工場は，略地図Ⅰ中の

Ｐ町とＱ町にある。現在，ＩＣ工場はＰ町

やＱ町のように，京浜や阪神などの工業地

帯から離れた地域にも建設されるようにな

っている。ＩＣ工場がＰ町とＱ町に建設さ

れるようになった共通の理由

を，略地図Ⅱ・Ⅲから読み取り，

「ＩＣは小さくて軽いので」と

いう書き出しで書きなさい。(福

岡，静岡，兵庫,大分,長野,北

海道）

(３)北陸地方では，さまざまな伝統工業が発達した。その理由は，いくつか考えら

れるが，気候と生活の面から考えられる理由を書きなさい。(石川，和歌山,静岡，

宮城）
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鎌倉までの日本

確認問題

(１)1274年と1281年の２度にわたり，元の大軍が北九州に襲来してきたできごとを

何というか。

(２)743年に出された，新しく開墾した土地の永久私有を認めた法律は何か。

(３)1232年に，北条泰時が定めた最初の武家法は何か。

例題

元寇後の状況を，次の三つの語句を使用して40字程度で説明しなさい。

(三つの語句の使用順序は自由である。)(島根)

恩賞 土地 御家人

考え方 元寇は国内での戦いとはちがい，てがらをたてても恩賞として土

地を得ることができなかった。そのため，御家人の幕府に対する不満が

強まった。

答 え 元寇後，恩賞として新たに土地をもらうことがむずかしく，御家

人の不満が高まった。(39字)
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練習問題

(１)図の戦いに参加した多くの御

家人の生活はどのように変わっ

たか。「恩賞」という語句を使っ

て書きなさい。(福岡，静岡，島

根，宮城，兵庫）

(２)墾田永年私財法が出された結果，わが国の社会にどのような変化がおきたか。

「公地公民」と「貴族や寺院」の語句を用いて簡潔に書きなさい。(栃木，福岡,

静岡）

(３)右の法律は誰を対象に，何のために作ら

れたのか，簡潔に説明しなさい。(富山，静

岡）

資料 鎌倉時代の法律 (部分要約)

一、諸国の守護の職務は、頼朝公
の時代に定められたように、京
都の御所の警護と、謀反や殺人
などの犯罪人の取りしまりに限
る。

一、武士が20年の間、実際に土
地を支配しているならば、その
権利を認める。

一、女性が養子をとることは、律
令では許されていないが、頼朝
公の時以来現在にいたるまで、
子どものない女性が土地を養子
にゆずりあたえる事例は、武士
の慣習として数え切れない。

鎌倉時代の戦いを描いた絵
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室町～安土桃山時代

確認問題

(１)豊臣秀吉が行った，農民や寺からすべての武器を取り上げた政策を何というか。

(２)足利義満が，正式の貿易船には合い札を用いて，明との間で始めた貿易を何と

いうか。

(３)織田信長が商工業の発展をはかるため行った，市場の税を免除し，座の特権を

廃止した政策を何というか。

例題

豊臣秀吉が刀狩をおこなつた理由と，その後の社会の変化を，「防止」・

「分離」の語句を二つとも使用して簡潔に書きなさい。(長崎)

考え方 豊臣秀吉は，武力による農民の一揆を防ぎ，耕作に従事させるた

めに刀狩を行った。

答 え 農民の一揆を防止するために命じ，その結果，兵農分離がすすん

だ。
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練習問題

(１)資料は，豊臣秀吉が出した刀狩令の一部

を要約したものである。これを参考にして，

秀吉が刀狩を行った目的を簡潔に書きなさ

い。(群馬，長崎）

(２)勘合という合い札が，日明貿易で使用された理由を簡潔に書きなさい。(岐阜，

山口）

(３)図１の人物は，楽市・楽座令を安土城下に出した。

この法令により，行われたことを一つ書きなさい。ま

た，この法令の目的を書きなさい。(静岡，福島）

資料

百姓が刀・わきざし・弓・やり・

鉄砲，その他の武具を所持すること

をかたく禁止する。大名や代官は，

百姓の所持する武具をすべて取り上

げ，さし出すこと。

図１
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江戸時代(１)

確認問題

(１)1615年に出された，江戸幕府が大名統制のためにつくった法律は何か。

(２)1600年，徳川家康が石田三成ら豊臣方の大名を破った戦いを何というか。

(３)関ヶ原の戦い以前からの徳川氏の家臣で，重要な地域に配置された大名を何と

いうか。

例題

武家諸法度で定められた

制度の一つに参勤交代があ
さんきんこうたい

ります。右の絵は，加賀藩
か が はん

の参勤交代の大名行列のよ

うすを描いたものの一部で

す。参勤交代は，大名や当時の社会にさまざまな影響を与えました。この絵

を参考にしながら，その影響の一つについて簡単に説明しなさい。(岩手)

考え方 参勤交代では，大名を１年おきに領地と江戸に住まわせ，妻子を

江戸の屋敷で生活させた。

答 え 大名は，大勢の家来を連れて１年おきに領地と江戸を往復したた

め，その費用や生活費がかさみ，藩の財政は苦しくなった。
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練習問題

(１)参勤交代は，大名にとって大きな経済的負担となった。その理由を簡単に書き

なさい。(愛媛，岩手）

(２)写真のできごとと，それにかかわる人物

名を入れて，次のカードを完成させなさい。

(秋田，福井）

(３)下の記事について，記事中の に入る江戸幕府が行った大名配置の特徴を

地図から読み取り，簡単に書いて記事を完成させなさい。(三重，山梨）

たくみな配置ときびしい統制

幕府は，左の地図のように大名を配

置した。この配置の特徴は，

また，幕府は，武家諸法度を定めて築城・結婚・参勤交代のきまりを

整えるなど，大名が反乱をおこさないように統制した。

400年前には

全国支配の実権をにぎった。

大阪市立博物館蔵の屏風から
びょう ぶ
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江戸時代(２)

確認問題

(１)８代将軍徳川吉宗が，武士に質素・倹約を奨励し新田開発や目安箱の設置など

を行った改革を何というか。

(２)６・７代将軍の時に政治にあたった朱子学者で，長崎での貿易に制限を加えた

のはだれか。

(３)17世紀末から18世紀初めにかけて，京都や大阪など上方を中心に町人の間で栄

えた文化を何というか。

例題

Ａはわが国における耕地面積のお

およその推移を示したものである。

このうち，ｃからｄにかけて耕地面

積が大幅に増加しているが，その理

由を書きなさい。(石川)

考え方 江戸時代の前半は，幕府，諸藩の奨励で用水路や河川の整備が行

われ，開墾・干拓が進んで多くの新田が開発された。

答 え 幕府は藩が年貢による収入を増やすため，新田開発に努めたから。

Ａ

耕地面積の指数
年 代

930年ごろ＝100
ａ 930年ごろ 100

ｂ 1450年ごろ 110

ｃ 1600年ごろ 190

ｄ 1720年ごろ 345

(土地制度史Ⅱより作成)



- 29 -

練習問題

(１)グラフは，わが国の耕地面積の推移を示したもの

である。

グラフ中のpの期間に，耕地面積が大幅に増加し

たのは，幕府や藩が新田開発を積極的に行ったこと

が主な原因である。幕府や藩は，何を目的として新

田開発をすすめたのか。次の書き出しの言葉に続け

て簡単に書きなさい。(香川，佐賀，富山,山梨,三重）

「 米の生産量を増加させ，」

(２)江戸幕府の財政をたてなおすため，新井白石が長崎での貿易に対してとった政

策を，「金銀」の語を用いて簡潔に書きなさい。(栃木，茨城）

(３)このころの文化の特徴について書

きなさい。(岡山，青森）

(万ha)

0 100 200 300

1450年ごろ

1600年ごろ
p

1720年ごろ

1870年ごろ

17世紀

徳川綱吉が将軍として

政治を行う

徳川綱吉
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江戸時代(３)

確認問題

(１)江戸時代の大阪は全国の商業や金融の中心であったことから何と呼ばれたか。

(２)1637年に九州でおきた，キリスト教徒への弾圧と領主の圧政に苦しんでいた農

民による一揆を何というか。

(３)1517年，カトリック教会の免罪符発行に抗議する意見書を発表し，宗教改革を

おこしたドイツ人はだれか。

例題

図

図は，18世紀ごろの大阪のようすを描

いた「摂津名所図会」の一部である。図
せ っ つ めいしょ ず え

を参考に，この時期の大阪の特色につい

て40字以内で書きなさい。(茨城)

考え方 大阪は「天下の台所」とよばれ，

各藩の蔵屋敷に米が運びこまれ，商人の手によって売りさばかれた。

答 え 当時の大阪には多くの蔵屋敷があり，全国の商業の中心地として

栄えていた。(35字)
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練習問題

(１)資料は，江戸時代の大阪の港の様子を描いた

錦絵の一部である。これを参考にして，江戸
にしき え

時代に大阪が「天下の台所」といわれた理由を，

簡潔に書きなさい。

(群馬，奈良，熊本）

(２)図は，江戸幕府が行った絵
え

踏の様子を描いたものの一部
ぶみ

である。この絵踏は，どんな

ことを調べるために行われた

のか。簡単に書きなさい。

(香川，福井，長崎）

(３)カードＲに関して，ザビエルが来日した背景となった，当時のヨーロッパにお

ける宗教上の事情を，「宗教改革」，「カトリック」の二つの語句を使って書きな

さい。(兵庫，鹿児島） カードＲ 16世紀
ヨーロッパから伝えられた鉄砲

は，戦国大名の間に急激に広まっ
た。また，ザビエルの来日は，そ
の後の文化や政治に大きな影響を
与えた。
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明治 ～ 現代(１)

確認問題

(１)1873年に始められた，全国の土地の地価を定め，その３％を土地所有者に納め

させた制度を何というか。

(２)君主権の強いドイツの憲法をもとに，1889年，天皇が国民に与えるという形で

発布された憲法は何か。

(３)明治時代前半に，全国に広まった国会の開設を求める運動を何というか。

例題

資料が出されたころの租税

の納め方と，略年表Ｇのあと

の租税の納め方を比べて，大

きな違いを書きなさい。(長

野)

考え方 江戸時代は，米など

を年貢として納めていた。

Ｇの地租改正によって，地

租を現金で納めることになった。

答 え 資料が出されたころは現物納中心で

あったが，Ｇのあとは金納となった。

略年表

世紀 で き ご と

８ Ａ 墾田永年私財法が出される

11 Ｂ 貴族・寺社が多くの荘園をもつ

13 Ｃ 領主と地主による二重支配が行われる

15 Ｄ 農村で惣とよばれる組織ができる

16 Ｅ 太閤検地が行われる

17 Ｆ 慶安の御触書が出される

19 Ｇ 地租改正が行われる

20 Ｈ 小作争議など農民運動が高まる

Ｉ 農地改革が行われる

Ｊ 農産物の輸入自由化が進む

資料

一、田に木綿を栽培して

はいけない。

一、田畑ともに油をとる

ために菜種を作っては

いけない。

(徳川禁令考より部分要約
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練習問題

(１)地租改正が行われたとき，次のような地

券が発行され，地租を地価の３％とするこ

とが定めれた。この地租は，「どのような人」

が，「何」で納めることになったか。簡潔に

説明しなさい。(山口，和歌山,山形，長野,

大阪,滋賀）

(２)民撰議院設立の建白書は，板垣退助らが政府に提出したものであり，これをき
みんせん いたがきたいすけ

っかけとして自由民権運動がおこった。この運動がおこされた理由を，「政府の

要職」と「国民の意見」の語句を用いて書きなさい。(鹿児島，埼玉,山口，群馬,

岐阜）

(３)明治政府は憲法や政治制度を調べるため，伊藤博文をヨーロッパに派遣したが，
ひろぶみ

特にドイツ(プロイセン)の憲法や政治制度を調査させたのはなぜか。その理由を

簡潔に書きなさい。(新潟，石川）



- 34 -

明治 ～ 現代(２)

確認問題

(１)1946年から行われた，地主・小作制度を解体し，農村を民主化した政策を何と

いうか。

(２)1918年，富山県で主婦たちが米屋に押しかけたことから全国に広がった民衆の

運動を何というか。

(３)1945年の選挙法改正で，どの様な人々に選挙権が与えられるようになったか。

例題

グラフは，全農家戸数に占める

自作・小作別農家の割合の変化を

示したものである。グラフから分

かる，自作農家と小作農家のそれ

ぞれの割合の変化を，第二次世界

大戦後に行われた改革に関連づけ

て，簡単に書きなさい。(静岡)

考え方 1946年の農地改革により，地主・小作人の関係を解体した。

答 え 農地改革が行われたので，自作農家の割合が増え，小作農家の割

合が減った。
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練習問題

(１)資料にみられるように，自作地と小

作地の割合が変化した理由を書きなさ

い。(鹿児島，兵庫，静岡）

(２)図は，1900年から1930年までの，わが国の米の

小売価格の推移を示している。Ｃのできごとから

Ｄのできごとまでの時期，米の小売価格はどのよ

うに変化し，その結果わが国ではどのようなこと

がおきたか。「シベリア出兵」の語を用いて簡潔

に書きなさい。(栃木，千葉）

(３)次の表は，1928年(昭和３年)と1946年(昭和21年)の総選挙における，全人口に

占める有権者の割合を示しています。1946年(昭和21年)の総選挙で有権者の割合

が増加しているのはなぜですか。その理由を，選挙法の改正の内容にもとづいて，

簡潔に書きなさい。(広島，宮城,高知,滋賀，大阪）

資料 自作地と小作地の割合

1938年 自作地 53.2% 小作地 46.8

小作地
1949年 自作地 87.0% 13.0

(農林省統計局資料による)

年代 で き ご と

1854 日米和親条約が結ばれる Ａ

1889 大日本帝国憲法が発布される Ｂ

1917 ロシア革命がおこる Ｃ

1919 ベルサイユ条約が結ばれる Ｄ

全人口に占める
年

有権者の割合(%)
1928(昭和３) 19.8
1946(昭和21) 48.7

(日本統計年鑑.昭和57年.平成12年による)
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国会・内閣

確認問題

(１)両議院の議決が一致しない場合に，衆議院に強い権限が認められていることを

何というか。

(２)わが国の国会は２つの議院で構成されている。このような制度を何というか。

(３)内閣に対する国会の権限のうち，衆議院だけがもつ権限を何というか。

例題

衆議院の優越が認められている理由を，任期・解散・世論の三つの語を

用いて，40字以内で書きなさい。(熊本)

考え方 衆議院の任期は４年，参議院の任期は６年になっている。

答 え 衆議院は参議院より任期が短く，解散の制度もあり，世論を反映

しやすいから。
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練習問題

(１)法律案や予算の議決などについて，参議院に対して衆議院の優越が認められて
ゆうえつ

いる。その理由を「任期」，「解散」，「国民の意思」の語句を用いて書きなさい。

(徳島，熊本,三重）

(２)内閣総理大臣の指名について，衆議院と参議院とが異なった指名の議決をし，

両議院の協議会を開いても意見が一致しない場合には，国会の議決はどのように

なるか，書きなさい。(兵庫，香川）

(３)わが国の「国会」は，国民の意思を代表する機関であり，衆議院と参議院の二

院制をとっています。二院制をとることの利点を簡潔に書きなさい。(山形，和

歌山）

(４)衆議院が内閣に対して不信任を決議した場合，内閣はどうしなければならない

か，簡潔に書きなさい。(栃木，茨城,鹿児島）
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地方自治

確認問題

(１)地方公共団体の住民が，条例の制定・改廃，監査請求・解散請求・解職請求な

どを求められる権利を何というか。

(２)地方自治において，住民の直接参加が行えるしくみを何というか。

(３)地方公共団体の議決機関で，条例の制定などを決める機関を何というか。

例題

地方自治においては，住民に様々な直接請求権が認められています。ど

のような直接請求権が認められていますか。具体的に一つ書きなさい。(埼

玉)

考え方 直接請求権には，条例の制定・改廃請求，解職請求，監査請求，

議会の解散請求などがある。

答 え 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)
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練習問題

(１)地方自治の制度に関し，住民には，その意思を政治に反映させるため，いくつ

かの直接請求権が認められています。その権利を１つ書きなさい。(和歌山，埼

玉）

(２)内閣総理大臣と首長の選ばれ方の違いについて，簡潔に書きなさい。(群馬，

山口）

(３)地方議会によって不信任の議決をされた首長は，辞職する意思のない場合，議

会に対してどのようなことができることになっているか。簡単に書きなさい。

(静岡，北海道）
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日本の経済(１)

確認問題

(１)政府が財政収入の不足分をまかなうために発行する借金証を何というか。

(２)地方自治体の収入の不均衡を正すために，国税の一部から配分されるものを何

というか。

(３)消費税のように，税金を支払う人と負担する人とが異なる税の種類を何という

か。

例題

次の資料１は，国の歳入の総額とそ

の内訳の割合の推移を表し，資料２は，

国債残高の推移を表している。国の財

政にはどのような問題があると考えら

れるか，資料１，資料２から読み取り，

簡単に書きなさい。(三重)

考え方 国債は政府の借金であるので，

いずれは返済しなければならない。

答 え 国債の残高が増えているにもか

かわらず，歳入に占める公債金の割合

が減っていない。
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練習問題

(１)グラフを参考にして，現在の国の財政上の問

題点について，次の三つの語句を使用して30字

程度で答えなさい。<三つの語句の使用順序は自

由である>(島根，三重,岐阜）

歳出 財政 国債費

(２)グラフ１は，ある町の人口の推移を示したも

のであり，グラフ２は，同じ町の歳入に占める

地方税の割合と地方交付税(地方交付税交付金)

の割合の，それぞれの推移を示したものである。

グラフ２における地方税の割合と地方交付税

の割合のそれぞれの推移を，グラフ１における

人口の推移と関連づけて，簡単に書きなさい。

(静岡，長野）

(３)間接税とはどのような税金のことか，下の文の にあてはまる適当なこと

ばを「納める義務のある人」「負担する人」の二つの語句を用いて，30字以内(句

読点も含む)で書きなさい。(千葉，山口）

間接税とは， のことである。
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日本の経済(２)

確認問題

(１)製造物の欠陥により消費者が損害を受けたとき，賠償責任を負わせる1995年に

できた法律は何か。

(２)現在わが国で最も多い会社企業を何というか。

(３)他人に知られたくない私的な情報のことを何というか。

例題

平成６年に制定された製造物責任法がある。この法律の内容を簡潔に説

明しなさい。(新潟)

考え方 この法律は，企業の過失の有無に関係なく，企業に対して被害の

救済を義務づけている。

答 え 製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合に，生産者の過失

を証明しなくても救済を受けることができるということ。
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練習問題

(１)製造物責任法(ＰＬ法)は，消費者の権利を守るために制定された法律である。

この法律は，製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合，その製造業者であ

る企業に，どのようなことを義務づけているところに特徴があるか。「過失」「救

済」の二つの言葉を用いて，次の書き出しの言葉に続けて簡単に書きなさい。

(香川，新潟）

「 製品の欠陥によって消費者が被害を受けた場合，」

(２)私企業の代表的なものの一つに株式会社がある。株式会社は，多額の資金を多

くの人々から集めやすいしくみになっている。下線部のしくみとはどんなしくみ

か。「株式」という語を用いて30字以内で説明しなさい。(熊本，兵庫）

(３)プライバシーの権利は，どのような権利か，簡潔に書きなさい。

(和歌山，岩手）
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社会生活(１)

確認問題

(１)平均寿命ののびによって，総人口に占める老人の割合がふえていく社会を何と

呼ぶか。

(２)日本の社会保障制度で高齢者・身体障害者・児童のための保護活動や施設の設

置などをするものを何というか。

(３)生産の３要素とは，土地や資源の「自然」，道具や機械の「資本」ともう一つ

は何か。

例題

グラフⅠの将来推計から，高齢化社会の

問題の一つである国民の負担について，グ

ラフⅡを使って65字程度で説明しなさい。

(島根)

考え方 平均寿命ののびで高齢者が増えてき

ており，そのために老人医療費も増えてい

る。

答 え 65歳以上の人口の増大によって，老

人医療費と年金が増加するので，支払われ

る社会保障費が増加し，国民の負担が大き

くなっていく。(61字)



- 45 -

練習問題

(１)老人医療費が増えている理由

を，資料１をもとに「65歳以上

の高齢者」という語句を使って，

具体的に書きなさい。(長野，

宮崎,島根，富山）

(２)病気のことや経済面のほかに，豊かで健康な老後を過

ごすために，どのようなことを考えていかなければいけ

ないか。資料を参考に「社会参加」，「生きがい」の語句

を使って書きなさい。(長野，島根）

(３)グラフは，日本の男女の労働力率を年齢別に示

したものである。このグラフの の部分にみ

られる特徴を１つあげ，そのような特徴があらわ

れる理由として考えられることを書きなさい。

(石川，群馬）

高齢者のコーラスグループ

資料１ 日本の人口ピラミッドの推移
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社会生活(２)

確認問題

(１)日本国憲法は，家族生活の基本的な原則として個人の尊厳と何をかかげている

か。

(２)多くの人々に，同時に同じ情報をすばやく送ることを何というか。

(３)1967年に制定された公害対策基本法にかわり環境問題を総合的に進めるために

1993年に制定された法律は何か。

例題

これからの日本

において，女性が

今まで以上にあら

ゆる分野に参加し

ていく社会を築く

ために，どのよう

な取り組みが必要

であると考えられるか，資料１，資料２を参考

にして書きなさい。(三重)

考え方 両性の本質的平等が保障されているが，実際の家庭では家事や育

児は女性の負担になっていることが多い。

答 え 家庭での家事は女性の役割という意識を改め，今後は，男性も積

極的に家事などを行い，女性が社会に参加しやすい環境をつくる。
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練習問題

(１)女性が仕事を続け，社会進出を進めるために必要なことを，「仕事」，「家庭」，

「役割分担」の３つの語句を用いて簡潔に書きなさい。(奈良，香川,三重）

(２)マス＝コミを通して情報を受け取る側が心がけなければならないことを，マス

＝コミの特徴にふれながら，「判断」という語句を必ず用いて書きなさい。(長野，

山口）

(３)右のマークが表示されているものの取

り扱いについて，あなたが実行できるこ

とを一つ書きなさい。(福島，香川）


