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１	 つぎの都道府県を紹介したカードをみて、あとの問いにそれぞれ答えなさい。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）カード中の（	 ①	 ）～（	 ⑤	 ）にあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。 
（２）カード中の（	 ａ	 ）～（	 ｄ	 ）にあてはまるものを、つぎのア～エから選びそれぞれ記号で答えなさい。 
	 	 	 	 ア	 自動車	 	 	 イ	 かつお	 	 	 ウ	 さくらんぼ	 	 	 エ	 じゃがいも 
（３）北海道、愛知県、石川県、鹿児島県の形として正しいものを、つぎのア～オから選びそれぞれ記号で答えなさい。 

ア	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 イ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ウ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 エ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 オ 
 
 
 
 
（４）カードの都道府県で都道府県名と都道府県庁所在地がちがうものを四つ選び、都道府県庁所在地をそれぞれ答えなさい。 
（５）下線部Ａについて、この地方で２０１１年におこった災害はなにか答えなさい。 
（６）下線部Ｂについて、人口が一番多い都道府県はどこか答えなさい。 
（７）下線部Ｃについて、福井県の伝統工芸品を一つ答えなさい。 
（８）下線部Ｄについて、この都をなんというか答えなさい。 
（９）下線部Ｅについて、この県にある世界遺産として正しいものを、つぎのア～オから二つ選び記号で答えなさい。 
	 	 	 	 	 	 ア	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 イ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ウ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 エ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 オ 
 
 
 
 
 
（10）下線部Ｅについて、今年世界遺産に登録された群馬県のものはなにか答えなさい。 
（11）下線部Ｆについて、この地方にあるほかの県をひとつ答えなさい。 
 

（１）① ② ③ ④ ⑤ 

（２）ａ ｂ ｃ ｄ 

 

（３）北海道 愛知県 石川県 鹿児島県 

（４）    

    

（５） （６） （７） （８） （９） 

（10） （11）  

北海道 
面積が一番広い都道府県です。 
（	 ａ	 ）の栽培がさかんです。 

山形県 
Ａ東北地方にある県です。 
（	 ｂ	 ）の栽培がさかんです。 

神奈川県 
（	 ①	 ）地方にある県です。 
Ｂ人口が多く、工業がさかんです。 

愛知県 
中部地方の（	 ②	 ）側にある県です。 
（	 ｃ	 ）づくりがさかんです。 

石川県 
中部地方の（	 ③	 ）側にある県です。 
Ｃ伝統工芸がさかんです。 

京都府 
（	 ④	 ）地方にある県です。 
むかしはＤ日本の都がおかれました。 

広島県 
中国地方にある県です。 
Ｅ世界遺産が二つあります。 

高知県 
Ｆ四国地方にある県です。 
（	 ｄ	 ）がたくさんとれます。 

鹿児島県 
（	 ⑤	 ）地方にある県です。 
火山の桜島があります。 
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２	 つぎの歴史上の人物を紹介したカードをみて、あとの問いにそれぞれ答えなさい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）カード中の（	 ①	 ）～（	 ⑨	 ）にあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。 
（２）下線部Ａについて、この時代について説明した文として正しいものを、つぎのア～エから選び記号で答えなさい。 
	 	 	 ア	 米づくりが全国に広まった時代です。	 	 	 	 	 イ	 縄の文様がついた土器が使われていた時代です。 
	 	 	 ウ	 大きな古墳がつくられていた時代です。	 	 	 	 エ	 貝塚に食料のごみを捨てていた時代です。 
（３）下線部Ｂについて、この人物がおこなったこととして誤っているものを、つぎのア～エから選び記号で答えなさい。 
	 	 	 ア	 冠位十二階や十七条の憲法を定めました。	 	 	 イ	 蘇我氏をたおし、大化の改新を始めました。 
	 	 	 ウ	 仏教を信仰し、法隆寺を建てました。	 	 	 	 	 エ	 小野妹子を遣隋使として中国へ送りました。 
（４）下線部Ｃについて、この時代に日本に正式な仏教を伝えるため、目が見えなくなりながらも中国から来た僧はだれか答えなさい。 
（５）下線部Ｄについて、この時代に活躍した人物として誤っているものを、つぎのア～エから選び記号で答えなさい。 
	 	 	 ア	 清少納言	 	 	 	 	 イ	 菅原道真	 	 	 	 	 ウ	 藤原道長	 	 	 	 	 エ	 行基 
（６）下線部Ｅについて、この役職と同じ役職についた人物を、カード中から選び答えなさい。 
（７）下線部Ｆについて、この絵として正しいものを、つぎのア～エから選び記号で答えなさい。 
	 	 	 	 	 	 	 ア	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 イ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ウ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 エ 
 
 
 
 
 
 
 
（８）下線部Ｇについて、この人物が百姓から武器を取り上げた政策をなんというか答えなさい。 
（９）下線部Ｈについて、右の図はこの時代に大名に定められた制度を描いています。 
	 	 	 この制度をなんというか答え、幕府がこの制度を定めた理由を簡単に説明しなさい。 
（10）下線部Ｉについて、この時代に日本で初めて定められた憲法をなんというか答えなさい。 
 
 
 

（１）① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ （２） 

（３） （４） （５） （６） （７） 

（８） （９）制度 理由 （10） 

 

卑弥呼 
Ａ弥生時代に活躍した人物です。 
（	 ①	 ）という国の女王でした。 

Ｂ聖徳太子 
（	 ②	 ）時代に活躍した人物です。 
天皇を助ける摂政という役職につきました。 

聖武天皇 
Ｃ奈良時代に活躍した人物です。 
都の（	 ③	 ）寺に大仏をつくりました。 

紫式部 
Ｄ平安時代に活躍した人物です。 
かな文字で（	 ④	 ）という作品を書きました。 

源頼朝 
（	 ⑤	 ）時代に活躍した人物です。 
Ｅ征夷大将軍になり、幕府を開きました。 

雪舟 
（	 ⑥	 ）時代に活躍した人物です。 
Ｆ中国から伝えられた絵を描きました。 

Ｇ豊臣秀吉 
安土桃山時代に活躍した人物です。 
全国を統一し、（	 ⑦	 ）城を築きました。 

徳川家康 
Ｈ江戸時代に活躍した人物です。 
（	 ⑧	 ）の戦いで勝ち、幕府を開きました。 

伊藤博文 
Ｉ明治時代に活躍した人物です。 
初代の（	 ⑨	 ）大臣になりました。 


