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※	 解答はすべて 3枚目の解答用紙に記入しなさい。	 

１	 右の年表に関する問題について、各問いに答えなさい。	 

	 

（１）１８７１年のできごとを何といいますか。漢字四字で答えなさい。	 

	 

（２）１８７３年の改革で、国の収入を安定させるために、土地に対する	 

税の仕組みを改めた（	 ①	 ）の出来事を何といいますか。	 

	 

（３）西南戦争の中心人物となった薩摩藩出身の士族は誰ですか。	 

	 

（４）大日本帝国憲法は、どこの国の憲法を参考にして作られましたか。	 

	 

（５）（	 ②	 ）にあてはまる戦争は何ですか。	 

	 

（６）１９０４年の戦争に反対をし、弟を思う詩を詠んだ人物は誰ですか。	 

	 

（７）（	 ③	 ）にあてはまる国名を答えなさい。	 

	 

（８）１９１１年の条約改正に成功した外務大臣は誰ですか。	 

	 

（９）１９２５年の普通選挙法ではどのような人に選挙権が与えられましたか。	 

	 

（10）（	 ④	 ）は、日本の拠点となった地域です。この地域を何といいますか。	 

	 

（11）（	 ⑤	 ）にあてはまる国際組織を答えなさい。	 

	 

（12）（	 ⑥	 ）、（	 ⑦	 ）にあてはまる戦争は何ですか。	 

	 

（13）原子爆弾が落とされた地域をすべて答えなさい。	 

	 

（14）日本国憲法の三つの柱をすべて答えなさい。	 

	 

（15）１９５１年の前年に起きた、韓国と北朝鮮の対立から生じた戦争を何といいますか。	 

	 

（16）（	 ⑧	 ）にあてはまる国際組織を答えなさい。	 

	 

（17）１９５０年代から産業が発展し、電化製品が普及しました。洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビの三つをまとめて何といいましたか。	 

	 

（18）オリンピック東京大会と同時期に整備され、東京大阪間を走る新幹線を何といいますか。	 

	 

（19）国民の暮らしが豊かになり、３Ｃが多く普及するようになりました。３Ｃとは何ですか。	 

	 

（20）沖縄が日本に復帰した後も県の面積１０%を占めるほど残されたものは何ですか。	 

	 

（21）１９７０年代以降、日本の国民総生産額は、世界第何位になりましたか。	 

	 

（22）国の政治で法律を作ることができる機関を何といいますか。	 

	 

（23）予算や法律に基づいて国民全体のためのいろいろな仕事に対して、責任を持って進める機関を何といいますか。	 

	 

（24）争いごとや犯罪、事故などの問題を法律に基づいて解決に導く機関を何といいますか。	 

年代	 できごと	 

	 

1868	 

1871	 

1872	 

1873	 

1877	 

1889	 

1894	 

1904	 

1910	 

1911	 

1923	 

1925	 

1931	 

1933	 

1937	 

1941	 

1945	 

1946	 

1951	 

1956	 

1964	 

1972	 

1978	 

1994	 

1995	 

2002	 

2004	 

2011	 

	 

明治維新	 江戸を東京とする	 

藩が廃止され県が置かれる	 

学制が公布される	 

（	 ①	 ）が行われる	 

西南戦争が起こる	 

大日本帝国憲法が発布される	 

（	 ②	 ）	 

日露戦争	 

（	 ③	 ）併合が行われる	 

条約改正が達成される	 

関東大震災が起こる	 

普通選挙制度が定められる	 

（	 ④	 ）事変が起こる	 

日本が（	 ⑤	 ）を脱退する	 

（	 ⑥	 ）	 

（	 ⑦	 ）	 

原子爆弾が落とされる	 

日本国憲法が公布される	 

日米安全保障条約が結ばれる	 

（	 ⑧	 ）に加盟する	 

オリンピック東京大会が開かれる	 

沖縄が日本に復帰する	 

日中平和友好条約が結ばれる	 

日本が子どもの権利条約を承認する	 

阪神・淡路大震災が起こる	 

日本と韓国でサッカーワールドカップ大会を共催	 

イラクの復興支援に自衛隊が派遣される	 

東日本大震災が起こる	 
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２	 つぎの世界の国を紹介したカードと地図をみて、あとの問いにそれぞれ答えなさい。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

（１）カード中の（	 	 ）に適する国名、語句をそれぞれ答えなさい。	 

	 

（２）カード中の【	 	 】には共通する世界的なイベントが入ります。	 

そのイベントとは何か答えなさい。	 

	 

（３）Ａ～Ｊの国のうち、日本と同じ東アジアにある国をすべて選び	 

記号で答えなさい。	 

	 

（４）Ａ、Ｅ、Ｆ、Ｇの国の場所を地図中のア～エから選び、それぞれ	 

記号で答えなさい。	 

	 

（５）地図上で緯度０度を示す線を何といいますか。	 

	 

（６）地図中の①～④から、（５）の線を選び記号で答えなさい。	 

	 

（７）下線部ａについて、この国の人口は約 13 億人です。日本の人口の約何倍か答えなさい。	 

	 

（８）下線部ｂについて、日本で世界遺産に登録されているものを一つ答えなさい。	 

	 

（９）Ｅの国について、この国の説明として誤っているものをつぎのア～エから一つ選び記号で答えなさい。	 

	 	 	 	 ア	 鉄鉱石などを日本に輸出しています。	 	 	 	 	 イ	 長く広がるさんごしょうが有名です。	 

	 	 	 	 ウ	 日本とほぼ同じ緯度にあります。	 	 	 	 	 	 	 エ	 日本とほぼ同じ経度にあります。	 

	 

（10）下線部ｃについて、原料を輸入し製品を輸出する貿易のやり方を何といいますか。	 

	 

（11）下線部ｄについて、日本で最も生産額が高い工業地帯はどこか答えなさい。	 

	 

（12）Ｊの国とは領土をめぐる問題があります。その理由を説明したつぎの文の（	 	 ）に適する語句を答えなさい。	 

沿岸から（	 	 	 	 ）までの、魚や資源をとることができる経済水域を守るためです。	 

	 

	 

J	 （	 ⑦	 ） 
・1988年にソウルで【	 	 】
が開かれた。 

・日本とつながりが深い。 

I	 ロシア 
・世界で最も面積が広い。 
・ 1980 年にモスクワで
【	 	 】が開かれた。 

H	 （	 ⑥	 ） 
・d 工業がさかんな国。 
・ 2012 年にロンドンで
【	 	 】が開かれた。 

G	 サウジアラビア 
・くみあげた（	 ⑤	 ）は日

本に輸出されている。 
・イスラム教の人が多い。 

F	 南アフリカ 
・ほり出された c 地下資源
が日本の工業製品の原料

になっている。 

A	 ブラジル 
・（	 ①	 ）大陸にある。 
・2016 年にリオデジャネイ
ロで【	 	 】が開かれる。 

B	 （	 ②	 ） 
・世界で最も a 人口が多い。 
・2008 年に北京で【	 	 】
が開かれた。 

E	 オーストラリア 
・資源が豊富な国。 
・ 2000 年にシドニーで
【	 	 】が開かれた。 

D	 （	 ④	 ） 
・日本とつながりが深い。 
・過去に４度【	 	 】が開か

れた。 

C	 フランス 
・（	 ③	 ）大陸にある。 
・ベルサイユ宮殿が b 世界
遺産に登録されている。 
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解答用紙	 

１	 

（１）	 （２）	 （３）	 （４）	 

（５）	 （６）	 （７）	 （８）	 

（９）	 （10）	 （11）	 

（12）	 ⑦	 （13）	 	 

（14）	 	 	 （15）	 

（16）	 （17）	 （18）	 	 

（19）	 	 	 （20）	 

（21）	 （22）	 （23）	 （24）	 

	 

２	 

（１）①	 ②	 ③	 ④	 

⑤	 ⑥	 ⑦	 （２）	 

（３）	 （４）Ａ	 Ｅ	 Ｆ	 

Ｇ	 （５）	 （６）	 （７）	 

（８）	 （９）	 （10）	 （11）	 

（12）	 	 
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解答用紙	 

１	 

（１）	 廃藩置県	 （２）	 地租改正	 （３）	 西郷隆盛	 （４）	 ドイツ	 

（５）	 日清戦争	 （６）	 与謝野晶子	 （７）	 韓国	 （８）	 小村寿太郎	 

（９）	 ２５歳以上のすべての男子	 （10）	 満州	 （11）	 国際連盟	 

（12）⑥	 日中戦争	 ⑦	 太平洋戦争	 （13）	 広島	 長崎	 

（14）	 国民主権	 基本的人権の尊重	 平和主義	 （15）	 朝鮮戦争	 

（16）	 国際連合	 （17）	 三種の神器	 （18）	 東海道新幹線	 	 

（19）	 カラーテレビ	 クーラー	 自動車（カー）	 （20）	 アメリカ軍基地	 

（21）	 ２位	 （22）	 国会	 （23）	 内閣	 （24）	 裁判所	 

	 

２	 

（１）①	 南アメリカ	 ②	 中華人民共和国	 ③	 ユーラシア	 ④	 アメリカ合衆国	 

⑤	 石油	 ⑥	 イギリス	 ⑦	 大韓民国	 （２）	 オリンピック	 

（３）	 Ｂ・Ｊ	 （４）Ａ	 	 エ	 Ｅ	 	 ウ	 Ｆ	 	 ア	 

Ｇ	 	 イ	 （５）	 	 赤道	 （６）	 	 ④	 （７）	 １０倍	 

（８）	 法隆寺	 平泉	 など	 （９）	 	 ウ	 （10）	 加工貿易	 （11）	 中京工業地帯	 

（12）	 ２００海里	 	 
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