




　　　次の地図を見て，あとの（１）～（７）に答えなさい。（１５点）

Ｘ

Ａ

Ｂ

ＣＹ

Ｚ



 （１）地図中の   は，ある統計について，上位５つの府県を示したものである。この統計は

　　何か，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。（①②は２０１２年，③④⑤は２０１１年の統計）

　　① 人口　　　　　② 府県内の港に水揚げされた漁獲量　　③ みかんの生産量

　　④ 工業出荷額　　⑤ 風力発電により発電できる量

 （２）地図中Ａ～Ｃ県に位置する世界遺産の組み合わせとして正しいものを，次の①～⑥の中から

一つ選びなさい。

 （３）次の①～⑤は，地図中Ｘの北海道について述べたものである。文中の下線部が適切なものを，

一つ選びなさい。

　　①　温帯に属するが，冬の寒さが厳しいため，建物の窓を二重にするなどの工夫が見られる。

　　②　日高山脈・北見山地など多くの山地があるが，火山活動はほとんど見られない。

　　③　根釧台地や十勝平野では，夏の涼しい気候や広い土地を利用して，酪農がさかんである。

　　④　豊かな自然にめぐまれ，観光産業がさかんであるが，海外からの観光客はほとんど見られ

ない。

　　⑤　かつては琉
りゅうきゅう

球とよばれ，先住民族であるアイヌの人々が生活していた。

Ａ Ｂ Ｃ

① 厳
いつく

島
しま

神 社 白 川 郷 日光東照宮

② 厳 島 神 社 日光東照宮 白　川　郷

③ 白　川　郷 厳 島 神 社 日光東照宮

④ 白　川　郷 日光東照宮 厳 島 神 社

⑤ 日光東照宮 厳 島 神 社 白　川　郷

⑥ 日光東照宮 白　川　郷 厳 島 神 社



 （４）地図中Ｙ県が舞台となった歴史上のできごととして適切なものを，次の①～⑤の中から一つ

選びなさい。

　　①　太宰府が置かれ，この地域の政治や軍事の中心として栄えた。

　　②　官営の富岡製糸場がつくられ，日本近代工業の発
はっしょう

祥の地となった。

　　③　鎖国がおこなわれる中，外国との貿易のために出島が設
もう

けられた。

　　④　中国（唐）の都を参考として，平城京がつくられた。

　　⑤　各地で激しい戦いとなった戊辰戦争であったが，最後の戦場となったのは，五
ごりょうかく

稜郭であっ

た。

 （５）地図中Ｚの矢印が示す風を，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① やませ　　② からっ風　　③ 夏の季節風　　④ 冬の季節風　　⑤ 偏西風

 （６）日本は，大きく７つの地方に分けられる。次の文で述べられている地方として適切なものを，

下の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　日本アルプスとよばれる山脈が連
つら

なり，木曽川・富士川・信濃川などの水源となっている。

日本を東西に分けるフォッサマグナの大部分が，この地方に位置する。この地方は，さらに細

かく，北陸・中央高地・東海に分けられることもある。

　　① 東北地方　　② 中部地方　　③ 近畿地方　　④ 中国・四国地方　　⑤ 九州地方　

 （７）１９８０年代以降，日本の企業は，海外に工場をつくり，世界各地で生産をおこなっている。

日本企業が海外進出をする理由を，一つ答えなさい。



　　　次の表は，２０１３年において日本よりも人口が多い国について示したものである。表を参

考にして，あとの（１）～（３）に答えなさい。（６点）

 （１）次の①～⑤は，表に示された国々について述べたものである。文中の下線部が適切でないも

のを，一つ選びなさい。

　　①　アフリカ州に属する国は，ナイジェリアだけである。

　　②　中国・インド・インドネシア・パキスタン・バングラデシュは，米の生産量についても世

界の上位１０ヵ国に入る。

　　③　中国は，インドとくらべると，１９８０年から２０１３年の人口の伸びが少ないが，原因

のひとつとして，一人っ子政策により，女性が一生の間に産む子どもの数が少ないことが考

えられる。

　　④　バングラデシュの人口密度が高いのは，国土の大部分が，ガンジス川などの三角州にあり，

平らで水が手に入りやすく，農業がしやすいことが理由のひとつである。

　　⑤　ロシア以外の国について，１９８０年から２０１３年の間に人口が２倍以上に増えた国は，

１ヵ国だけである。

国　名
２０１３年 １９８０年

人口（億人） 人口密度（人／㎢） 人口（億人）

中国 １３．８５ 　１４４．４ 　９．８７

インド １２．５２ 　３８０．９ 　６．８２

あアメリカ合衆国 　３．２０ 　　３３．２ 　２．２７

インドネシア 　２．４９ 　１３０．８ 　１．４７

ブラジル 　２．００ 　　２３．５ 　１．１８

パキスタン 　１．８２ 　２２８．８ 　０．８２

ナイジェリア 　１．７３ 　１８７．２ 　０．６８

バングラデシュ 　１．５６ １０６１．２ 　０．８２

いロシア　　　　 　１．４２ 　　　８．４ データ無し

※人口密度とは，国土１㎢あたりの人口が何人であるかを示したもの。その国の人口を面積
で割ることによって計算される。



 （２）表中の下線部あ国について述べた文として，下線部が適切でないものを，次の①～⑤の中か

ら一つ選びなさい。

　　①　ロッキー山脈は，日本と同じ環太平洋造山帯に属し，地震や火山の活動が活発である。

　　②　ＮＡＦＴＡ（北米自由貿易協定）によって，アジア諸国との経済的な結びつきを強めてい

る。

　　③　国の東部は降水量が多く，トウモロコシや綿花などが栽培されている。

　　④　北緯３７度以南の地域は，サンベルトとよばれ，コンピュータなどの先端産業が発達して

いる。

　　⑤　スペイン語を話すメキシコなどからやってきた人々は，ヒスパニックとよばれている。

 （３）表中の下線部い国のシベリアに見られる植物のようすとして最も適切なものを，次の①～⑤

の中から一つ選びなさい。

　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

　　⑤



　　　次の地図を見て，あとの（１）～（７）に答えなさい。（１４点）
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 （１）地図中の●で産出する資源として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 石油　　② 石炭　　③ 天然ガス　　④ 鉄鉱石　　⑤ ボーキサイト

 （２）地図中の   は，ある宗教を信仰する人が人口の５０％以上を占める国を示している。 

この宗教について述べた文として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　①　世界三大宗教には含まれない。

　　②　インドで開かれ，この地域に伝わってきた宗教である。

　　③　カトリック・プロテスタント・正教の３つに大きく分けられる。

　　④　牛は神の使いであるとされ，牛肉を食べない。

　　⑤　約１ヵ月の間，日の出から日
にち

没
ぼつ

まで飲食をしない「断食」という宗教行事がある。

 （３）次のア～ウは，地図中のＡ～Ｃ国について述べたものである。組み合わせとして適切なもの

を，下の①～⑥の中から一つ選びなさい。

　　ア　４つの地域が連合して国が成り立っている。産業革命を世界で最初になしとげた国として

も知られている。

　　イ　夏に高温で乾燥する気候である。ローマやベネツィアなどに，多くの観光客がおとずれて

いる。

　　ウ　首都は，古くから文化・芸術の中心として栄えた。ＥＵの穀倉地帯とよばれ，特に小麦の

生産がさかんである。

 （４）地図中のＸには，かつての氷河によってつくられた複雑な海岸線が見られる。この海岸地形

を何というか，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① フィヨルド　　② リアス海岸　　③ 三角州　　④ 砂浜海岸　　⑤ さんごしょう

 （５）地図中Ｙ国に位置し，ヨーロッパ州とアジア州を分ける山脈を，次の①～⑤の中から一つ選

びなさい。

　　① アルプス山脈　　② スカンディナビア山脈　　③ ピレネー山脈　　④ ウラル山脈

　　⑤ アトラス山脈

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ア Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

イ Ｂ Ｃ Ａ Ｃ Ａ Ｂ

ウ Ｃ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ａ



 （６）次のグラフは，コーヒー・カカオ・天然ゴム・茶・オレンジ類の生産について示したもので

ある。地図中Ｚのエチオピアが原産地であるコーヒーについて示したものを，次の①～⑤の中

から一つ選びなさい。（２０１１年の統計）

 （７）国際交流のひろがりにより，姉妹都市の関係を結ぶ自治体が増えている。姉妹都市となる場

合，おたがいに共通の特徴を持つことも多い。次の，日本とヨーロッパの自治体に見られる 

【姉妹都市】と【共通の特徴】を正しく線で結ぶとき，田子町とモンティチェリ・ドンジーナの 

【共通の特徴】はどれになるか，①～④の中から一つ選びなさい。

　　　田子町（青森県）

　　　モンティチェリ・ドンジーナ（イタリア）

　　　有田市（佐賀県）

　　　マイセン（ドイツ）

　　　上田市（長野県）

　　　ダボス（スイス）

　　　大潟村（秋田県）

　　　ドロンデン（オランダ）

　　　瀬戸内市（岡山県）

　　　ミティリニ（ギリシャ）

①
中国

（35.1％）
インド
（20.7）

ケニア
（8.1）

その他
（29.1）

②
タイ

（29.7％）
インドネシア
（27.4）

その他
（26.2）

③
ブラジル

（21.8％）
中国

（19.6）
その他
（44.3）

④
コートジボアール

（33.8％）
ガーナ
（15.2）

その他
（26.8）

⑤
ブラジル
（31.9％）

ベトナム
（15.1）

その他
（40.0）

１００％０ ５０ スリランカ（7.0）

マレーシア（8.8） インド（7.9）

アメリカ合衆国（9.1） スペイン（5.2）

インドネシア（15.5） ナイジェリア（8.7）

インドネシア（7.5） コロンビア（5.5）

　 スキーがさかんで，スキー

　 場が有名である

①
 オリーブの栽培がさかんで

　 ある

② 干拓地である

③
 ニンニクの栽培がさかんで

　 ある

④ 陶磁器の生産で有名である

【姉妹都市】 【共通の特徴】



　　　近現代の歴史について，（１）～（６）に答えなさい。（１７点）

 （１）１８７２年，日本で最初の鉄道が開通したが，その鉄道は新橋（東京）とどこを結んだか，

次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 横浜　　② 神戸　　③ 大阪　　④ 新潟　　⑤ 長崎

 （２）次の絵について文中の（　ア　）・（　イ　）に入る語句をそれぞれ答えなさい。ただし，

　　（　ア　）については漢字で，（　イ　）については数字で答えること。

　　　上の絵は（　ア　）憲法の発布式典のようすを描
えが

いたものである。この憲法は，（　イ　）

年に天皇が国民にさずける形で発布された欽定憲法であった。

 （３）次の写真は，南満州鉄道株式会社の特急「あじあ」号である。この会社が設立された時期を，

年表中の①～④の中から一つ選びなさい。

年表

１８９４年　日清戦争がおこる

　　　　　　　　 ↓①

１９０４年　日露戦争がおこる

　　　　　　　　 ↓②

１９１４年　第一次世界大戦がおこる

　　　　　　　　 ↓③

１９３１年　満州事変がおこる

　　　　　　　　 ↓④

１９４１年　太平洋戦争がおこる



 （４）次の写真は，１９４１年１２月８日，日本の奇襲攻撃をうけて炎上するアメリカの軍艦であ

る。これより前に起きたできごととして適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　日本では，挙国一致体制をつくるため，大政

翼賛会が解散した。

②　日本はソ連との間に，日ソ中立条約を結んだ。

③　原子爆弾が，広島・長崎に投下された。

④　連合国軍の反撃を受け，イタリアが降伏した。

 （５）次の写真は，連合国軍最高司令官が厚木基地におりたったところである。このことについて，

下のウ・エに答えなさい。

　　ウ　この人物の名前を答えなさい。

エ　ＧＨＱによる戦後改革について述べた文として適切なものを，次の①～④の中から一つ選

びなさい。

　　　①　選挙権が，２５歳以上のすべての男女に与えられた。

　　　②　農地改革がすすめられ，地主・小作関係が強化された。

　　　③　戦前の体制を経済的にささえた財閥の解体が進められた。

　　　④　戦後改革は，戦前の軍国主義をあらため，国家主義を根づかせることを目的としていた。

 （６）次の写真は，第五福竜丸である。この船は水爆実験で被爆したが，このことについて述べた

文として誤りのあるものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　この水爆実験は，ビキニ環
かんしょう

礁でおこなわれた。

②　この船は，海上保安庁の巡視船であった。

③　この事をきっかけに，第一回原水爆禁止世界

大会が開かれた。

④　この水爆実験は，アメリカによっておこなわ

れた。



　　　次の（１）～（９）に答えなさい。（１８点）

 （１）古代のシルクロードを通って日本に伝わったものとして適切でないものを，次の①～⑥の中

から一つ選びなさい。

　　① 馬　　② ぶどう　　③ さとうきび　　④ 琵琶　　⑤ お経　　⑥ 仏像

 （２）平城京の中央を南北に走る大路を何というか，漢字で答えなさい。

 （３）奈良時代に民間で布教をおこない，民衆とともに橋や用水路をつくった僧は誰か，漢字で答

えなさい。

 （４）源氏と平氏について述べた文として誤りのあるものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　栄華をほこった平氏は，壇ノ浦で滅亡した。

　　②　源義経は，平氏を滅ぼしたのち，兄の頼朝と対立した。

　　③　源頼朝は，守護と地頭を設置することを朝廷に認めさせた。

　　④　源義経は，平泉を中心に栄えていた奥州の蘇我氏のもとに逃れた。

　

 （５）鎌倉幕府を倒す計画が失敗した後醍醐天皇が流された場所として正しいものを，次の①～⑥

の中から一つ選びなさい。

　　① 隠岐　　② 佐渡　　③ 種子島　　④ 土佐　　⑤ 鹿児島　　⑥ 対馬

 （６）中世の都市と商業について述べた文として誤りのあるものを，次の①～④の中から一つ選び

なさい。

①　京都では，土倉や酒屋とよばれる富
ふ

豪
ごう

が，幕府の保護を受け，金融業を営んで栄えた。

②　商人や手工業者は，同業者ごとに座とよばれる団体をつくり，貴族や寺社の保護を受け，

営業を独占する権利を認められた。

③　商品経済の発達の中で，各地の港湾や寺社の門前に都市が成長した。

④　日明貿易で大量の明銭が輸入され，市では寛永通宝という貨幣が使用された。



 （７）次のＡ～Ｃの文は，ヨーロッパ人の世界進出について述べた文である。その国々の組み合わ

せとして正しいものを，下の①～⑥の中から一つ選びなさい。

Ａ　アメリカ大陸を発見したコロンブスを援助し，世界に領土を広げ，一時は「日の沈むこと

のない帝国」とよばれた。

Ｂ　１５世紀末に，いちはやく喜
き

望
ぼう

峰
ほう

をまわってインドに到達し，イスラム商人が貿易をおこ

なっていたアジアの海域で中継貿易をおこなった。

Ｃ　１６世紀末に，文Ａの国から独立し，アムステルダムを中心に栄え，ヨーロッパの海運・

金融を支配した。

　　① Ａ―オランダ　　Ｂ―ポルトガル　Ｃ―スペイン

　　② Ａ―オランダ　　Ｂ―スペイン　　Ｃ―ポルトガル

　　③ Ａ―ポルトガル　Ｂ―オランダ　　Ｃ―スペイン

　　④ Ａ―ポルトガル　Ｂ―スペイン　　Ｃ―オランダ

　　⑤ Ａ―スペイン　　Ｂ―オランダ　　Ｃ―ポルトガル

　　⑥ Ａ―スペイン　　Ｂ―ポルトガル　Ｃ―オランダ

 （８）江戸時代初期の外交について述べた文として誤りのあるものを，次の①～④の中から一つ選

びなさい。

①　西国の大名や京都・堺・長崎の商人は，勘合という証明書を与えられ，貿易をおこなった。

②　多くの日本人が海外へ移住し，東南アジアには多くの日本町ができた。

③　徳川家康から貿易の許可をうけたオランダ・イギリスは，平戸に商館を設け，貿易をはじ

めた。

④　３代将軍徳川家光は，日本人の海外渡航を全面的に禁止した。

 （９）江戸時代の都市と人々の生活について述べた文として誤りのあるものを，次の①～④の中か

ら一つ選びなさい。

①　町人たちは，町々につくられた寄
よ

席
せ

で落語を楽しみ，歌舞伎も鑑賞した。

②　その年の新綿を江戸に送るため，大阪から浦賀まで一番乗りを目指して菱垣廻船の競争が

あった。

③　江戸を中心に，庶民を担い手とする元禄文化が発達した。

④　都市では，滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」などの長編小説が多くの人に読まれ，貸本屋が

発達した。

Ｐ
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　　　株式会社のしくみを表した次の図を見て，あとの（１）～（５）に答えなさい。（１２点）

 （１）次の文を読んで，図中の（　Ｘ　）にあてはまる語句を，漢字で答えなさい。

　　図中の（　Ｘ　）会は，株式会社の経営を実際におこなう人々の集まりである。

　　（　Ｘ　）には，会長，社長や副社長，専務，常務などの役員が就任する。

株主 株式
資本

（元手）

利潤

（　Ｘ　）会

（　Ｘ　）

社員

出資

購入 発行

経済活動

株主総会

配当

出席

出
席

選
出

株式会社



 （２）株式会社に関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　株式会社は，公企業である。

　　②　現代の株式会社では，経営を専門の経営者に委
ゆだ

ねているのが一般的である。

　　③　企業の発行した株式は，一定の条件を満たすことにより，証券取引所で売買される。

　　④　株式を購入した人が株主であり，利潤の一部を受け取る権利をもつ。

 （３）株主総会の役割として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　① 役員の選任　　② 経営方針の決定　　③ オンブズパーソンの設置

　　④ 配当の決定

 （４）現代日本の企業についての説明として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　日本では，企業数の５割以上が大企業である。

②　かつては，大企業と中小企業との賃金格差が問題であったが，高度経済成長期にすべて解

消された。

③　技術の新しい可能性を求めて事業を起こしたベンチャー企業は，日本経済を活性化するも

のと期待されている。

④　ワーク・ライフ・バランスの考えが広まり，日本の年間労働時間は，先進工業国の中で最

も少なくなった。

 （５）企業が負っている社会的責任にあてはまらないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　教育や文化，環境保全などにおける社会貢献をすること。

　　②　法令を守ったり，情報公開をおこなったりすること。

　　③　商品を生産したり，流通を担
にな

ったりすること。

　　④　税金を集めたり，公債を発行したりすること。
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　　　次の文章を読んで，あとの（１）～（７）に答えなさい。（１８点）

　２０１４年は，日本に新幹線が開通してから５０年，自衛隊が創設されてから６０年の節目の年

でした。

　（　Ａ　）新幹線が開通した当時の日本は，あ高度経済成長期で，い東京オリンピック開催を直前

にひかえていました。現在，（　Ａ　）新幹線は，東京駅―新大阪駅（大阪市）で操業されています。

また，東京でのオリンピックは，（　Ｂ　）年に２度目の開催が決定しています。

　う自衛隊は，国を防衛するために発足し，現在は，え世界平和のための活動もおこなっています。

日本は，アメリカとの間にお日米安全保障条約を結んでいます。か日本国憲法の下，自衛隊ならび

に日米安全保障条約は議論をよんできました。

 （１）文中の（　Ａ　）・（　Ｂ　）にあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。ただし，（　Ａ　）

　　については漢字で，（　Ｂ　）については数字で答えること。

 （２）下線部あに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　高度経済成長が進む中で，水俣病をはじめとする公害が深刻化した。

　　②　国鉄の民営化がおこなわれ，そののち，郵政民営化も実現された。

　　③　公害問題を専門的に扱う官庁である環境庁が設置された。

　　④　高度経済成長をとげて，日本は先進工業国の仲間入りを果
は

たした。

 （３）下線部いに関連して，日本は，「国際復興開発銀行（世界銀行）」から多額の融
ゆう

資
し

を受けた。

　　「国際復興開発銀行」の略称を，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① ＷＨＯ　　② ＩＭＦ　　③ ＵＮＥＳＣＯ　　④ ＵＮＩＣＥＦ　　⑤ ＩＢＲＤ

 （４）下線部うに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　自衛隊は，朝鮮戦争に際して発足した警察予備隊がもとになっている。

②　自衛隊は，外国での国連平和維持活動（ＰＫＯ）への参加や，紛争処理への参加，公海上

での海
かい

賊
ぞく

対策などにたずさわっている。

③　自然災害などの際に国民の命や財産を守る災害派遣も，自衛隊の任務の一つである。

④　自衛隊員は，消防士と同じように地方公共団体で働く地方公務員である。



 （５）下線部えに関連する説明として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　核拡散防止条約で核兵器の保有を認められている国は，すべて国連安全保障理事会の常任

理事国である。

②　核兵器を「持たず，つくらず，持ちこませず」という非核三原則は，日本国憲法に明記さ

れている。

③　戦争が終わったあとも一般市民に被害をあたえ続ける地雷は，その廃絶に取り組むＯＤＡ

などの国際組織の働きかけもあり，禁止条約が結ばれた。

④　地域紛争やテロリズムの背景には貧困があるが，発展途上国と先進工業国との経済格差か

ら生じる問題は，国際連合の主導ですべて解決された。

 （６）下線部おに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

①　この条約は，１９６０年に改定され，他国が日本の領土を攻撃してきたときに，共同で対

処することを定めた。

②　この条約にもとづき，アメリカ軍が日本の領域内に駐留することになったが，日本にある

基地の約７４％は，沖縄県に集中している。

③　この条約は，１９５１年に，ベルサイユ条約と同時に結ばれた。

④　この条約を結んだときの首相（内閣総理大臣）は，吉田茂であった。

 （７）下線部かの３つの基本原理にあてはまらないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

① 基本的人権の尊重　　② 民族自決の原則　　③ 国民主権　　④ 平和主義
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