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１ Ａくんは日本で２０１５年一大ブームを巻き起こした「ラグビーワールドカップ」に関連したことを調べました。出場国に

関連するあとの問いにそれぞれ答えなさい。

表 2015 年 ラグビーワールドカップに出場した国・地域を、予選リーグで戦った組ごとにまとめた表

A組 B 組 C 組 D 組

オーストラリア・・・① 南アフリカ共和国・・・③ ニュージーランド フランス・・・⑥

イングランド・・・② サモア アルゼンチン・・・⑤ アイルランド

ウェールズ スコットランド トンガ イタリア

フィジー 日本 ジョージア カナダ

ウルグアイ アメリカ合衆国・・・④ ナミビア ルーマニア

問１．「表の①～⑥の国・地域を示した地図」は面積が正しい（モルワイデ図法で表現された）地図です。

⑴この地図中の緯線や経線は等間隔で引かれています。ともに何度ごとに引かれているか、つぎのア～エから正しい

ものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア．１０° イ．２０° ウ．３０° エ．４０°

⑵この地図の特徴を説明した文の中で誤っているものを、つぎのア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア．この地図は、地球上の大陸のすべてが表されている。

イ．この地図は、各国の面積の割合が正しく表現されている。

ウ．この地図は、２点間の距離や方位が正しく表現されている。

エ．この地図は、各大陸の面積の割合が正しく表現されている。

問２．①の国について、つぎの文はこの国に住む人々について説明をした文です。文中の（ ａ ）～（ ｃ ）にあてはまる

適切な語句をそれぞれ答えなさい。

問３．②の地域について、右に示した旗は、この地域の旗です。

②の地域が所属する国の国旗を、つぎのア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア．

※左から緑・白・赤

イ．

※赤い背景に白い十字架

ウ． エ．

表の①～⑥の国・地域を示した地図

この国には、先住民の（ ａ ）が暮らしていました。１８世紀後半にイギリス人が入植し、イギリスの植民地と

なりました。１９世紀には、中国からの移民が増加しました。２０世紀はじめから１９７０年代にかけて（ ｂ ）

主義とよばれる政策がとられ、ヨーロッパ以外からの移民が制限されました。１９７０年代以降は、各地からの移民

が増加し、多様な民族が共存していることから多様な民族や文化を尊重する（ ｃ ）社会を築こうとしています。

②の地域の旗

※白い背景に赤い十字架
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※データブックオブザワールドより作成

問４．③の国について、つぎのグラフは、③の国のある都市の気温と降水量を示したものです。このグラフについて説明し

た文として正しいものを、つぎのア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア．折れ線グラフが降水量、棒グラフが気温を示しているグラフである。

イ．この都市の気候は、熱帯の気候である。

ウ．この都市の気候は、夏に雨が少ない地中海性気候である。

エ．日本が冬のとき、この都市も冬の時期をむかえる。

問５．④の国について、つぎの文はこの国に見られる「サンベルト」と呼ばれる地域について説明した文です。文中の

（ ）にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、つぎのア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア．ａ・ｃ イ．ａ・ｄ ウ．ｂ・ｃ エ．ｂ・ｄ

問６．⑤の国について、農業・牧畜が盛んなこの国で見られる「パンパ」と呼ばれている風景の写真を、つぎのア～エから

正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア． イ．

ウ． エ．

問７．⑥の国について、この国で主に話されている「言語」と、信仰されている「宗教」を、つぎのア～エから正しい組み合

わせを一つ選び、記号で答えなさい。

言語 宗教

ア ゲルマン系 プロテスタント

イ ラテン系 カトリック

ウ ラテン系 プロテスタント

エ ゲルマン系 カトリック

ほぼ（ ａ-北緯３７ ・ ｂ-南緯３７ ）度より南に位置しているこの地域は、コンピュータなどのハイテク産業

や情報技術産業が発達している。特に、カリフォルニア州の（ ｃ-経済特区 ・ ｄ-シリコンバレー ）には、多く

のハイテク関連会社が集まっている。
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２ Ｂくんは２０１５年にニュースで取り上げられた出来事について、月ごとにまとめました。２０１５年のニュースに関連す

るあとの問いにそれぞれ答えなさい。

問１．下線部①について、つぎのグラフは、京都市、福井市、仙台市の気温と降水量を示した２０１１年のグラフです。

京都市のグラフを、つぎのア～ウから一つ選び記号で答えなさい。

ア． イ． ウ．

※データブックオブザワールドより作成

問２．下線部②について、つぎの写真は歴史的な建造物を写したものです。２０１５年１２月現在で世界遺産に登録されて

いないものを、つぎのア～エから一つ選び記号で答えなさい。

ア． イ． ウ． エ．

問３．下線部③について、つぎの写真のような東京にある株式や債券を売買する場を何というか答えなさい。

問４．下線部④について

⑴この災害と関連したものを、つぎのア～エから一つ選び記号で答えなさい。 

ア．津波 イ．高潮 ウ．やませ エ．火砕流

姫路城 原爆ドーム 白川郷合掌造集落 大仙古墳（仁徳天皇陵）

１月

１日 ①京都市で積雪２０㎝を記録

５日 トヨタ燃料電池車の特許開放

２６日 貿易赤字最大 12.7 兆円

５月

１７日 「大阪都」反対多数

２９日 ④口永良部島の火山噴火

４月

１０日 ③日経平均株価２万円台回復

２５日 ネパールでＭ7.8 死者多数

６月

５日 2016 年サミット

三重県志摩市開催決定

１８日 ⑤選挙権年齢を18歳に引き下げ

１０月

５日 ＴＰＰ大筋合意

７日 第３次安倍改造内閣発足

７月

１日 人口減，最多 27 万人

１７日 温室ガス 26％削減目標決定

２月

１０日 ＯＤＡ「国益確保」明記

２３日 農相，献金問題で辞任

３月

１４日 北陸新幹線開業

２７日 ②姫路城「平成の大修理」

終了

８月

６日 ⑥広島原爆投下から 70 年

２８日 ⑦農協法を 60 年ぶりに改正

９月

３日 改正マイナンバー法成立

１９日 安全保障関連法が成立

１１月

１１日 ⑧ＭＲＪ初飛行

２４日 Ｈ２Ａロケットで

商業衛星打ち上げ

１２月

１６日 軽減税率，大綱決定

１８日 ⑨映画スターウォーズ

10 年ぶり新作
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⑵近年日本の各地方自治体では、災害から暮らしを守る目的で地図を作成しています。このような地図を何というか、  

カタカナで答えなさい。

問５．下線部⑤について日本の現在の選挙における４原則のうち、普通選挙・秘密選挙以外の２つを解答欄にあうように

それぞれ漢字２字で答えなさい。

問６．下線部⑥について、日本が唯一の被爆国として国の方針とした非核三原則を解答欄にあうように答えなさい。

問７．下線部⑦について、つぎの日本の農業に関して述べた文中の（ ａ ）～（ ｃ ）にあてはまる適切な語句をそれぞ

れ答えなさい。（ ｄ ）については、文章にあうように答えなさい。

問８．下線部⑧について

⑴「ＭＲＪ」とは、日本国内で製造された航空機です。このように航空機を製造するような高度な技術を用いて行う工

業を何というか答えなさい。

⑵つぎのグラフと表は、日本の主な工業地帯の生産額についてまとめたものです。このグラフと表から読み取れるこ

とを述べた、つぎのア～エから正しいものを一つ選び記号で答えなさい。（データブックオブザワールドより作成）

日本の三大工業地帯の製造品出荷額

金属 機械 化学 食料品 その他 総額

京浜工業地帯 225 1210 611 264 257 2566

阪神工業地帯 620 1101 751 326 239 3037

中京工業地帯 518 3310 674 250 265 5017

（百億円）

ア．機械工業の出荷額は、中京工業地帯、阪神工業地帯、京浜工業地帯の順に高い。

イ．中京工業地帯は、機械工業の割合が最も高く、次に金属工業の割合が高い。

ウ．阪神工業地帯は、化学工業の出荷額より、金属工業の出荷額が高い。

エ．京浜工業地帯は、機械工業の割合が最も高く、金属・化学・食料品工業を足しても機械工業の割合の方が

高い。

問９．下線部⑨について、この映画の第一作目は１９７８年に日本で公開されました。同じ年におこった出来事を、つぎの

ア～エから一つ選び、記号で答えなさい。

ア．東京オリンピック イ．日中平和友好条約

ウ．石油危機 エ．環境庁の設置

日本の野菜の生産は、千葉県や茨城県などの近郊農業の地域や宮崎県や高知県などの暖かい気候を利用した（ ａ ）

栽培の地域、長野県や岩手県などの冷涼な気候を利用した（ ｂ ）栽培の地域を中心にさかんです。また温室やビニ

ールハウスを利用した（ ｃ ）農業が発達している地域もあります。しかし、日本の農産物は、貿易の自由化により

食料自給率が（ ｄ ）しています。
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３ 北陸新幹線の金沢開業を知ったＣくんは、新幹線が通過する都県の史跡や歴史的なできごとを調べ地図にまとめま

した。つぎの地図とＣくんのメモをみて、あとの問いにそれぞれ答えなさい。

問１．下線部①について、越前（福井県）を支配した戦国大名の朝倉氏が城下町を置いた地名を答えなさい。

問２．下線部②について

⑴この出来事の後、日本で初めて本格的な政党内閣を組織した首相はだれか答えなさい。 

⑵この首相のとき選挙権はどのような人に与えられたか、つぎのア～エから正しいものを一つ選び、記号で答えなさ

い。

ア．直接国税を１５円以上納める、満２５歳以上の男子

イ．直接国税を３円以上納める、満２５歳以上の男子

ウ．満２５歳以上の男子

エ．満２０歳以上の男女

問３．下線部③について、この一揆の中心となった仏教の宗派に最も関係が深い人物を、つぎのア～エから一つ選び、

記号で答えなさい。

ア．親鸞 イ．法然 ウ．日蓮 エ．道元

問４．下線部④について、同じようにワカタケル大王と刻まれた鉄刀が、熊本県の遺跡（江田船山古墳）からも発見されて

います。このことからどのようなことがわかるか、簡単に説明しなさい。

石川県

【③一向一揆】

信仰で結びついた人々が起こした一

揆。

新潟県

【春日山城】

①戦国大名の上杉謙信が支配した城

下町。

長野県

【⑥開智学校】

地域の人々が資金を出し合い、小学

校が建設された。

【松本城】

⑦天守閣を持つ城で、黒い外観から

「烏城」とよばれる。

【野尻湖】

⑧ナウマン象やオオツノジカの化石

が発見された。

群馬県

【⑨富岡製糸場】

欧米の優れた技術を紹介し、技術の

開発や普及を図った。

【岩宿遺跡】

日本で初めて⑩打製石器が出土し

た。東京都

【江戸】

⑤江戸幕府の中心として「将軍のお

ひざもと」といわれた。

埼玉県

【稲荷山古墳】

④ワカタケル大王と刻まれた鉄剣が

出土した。

富山県

【②米騒動】

米の値上がりに対し、安売りを求め

る運動。
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問５．下線部⑤について

⑴つぎのア～オの将軍を活躍した年代順に古いものから並べ、記号で答えなさい。 

ア．徳川家光 イ．徳川綱吉 ウ．徳川吉宗 エ．徳川家康 オ．徳川慶喜

⑵つぎのような政策がおこなわれた政治改革をなんといいますか。 

また、この改革に最も関係が深い人物を⑴のア～オから選び、記号で答えなさい。 

問６．下線部⑥について、この学校が設置されたことに最も関係が深い史料を、つぎのア～エから一つ選び記号で答え

なさい。

ア. イ.

ウ. エ.

【史料は原文を要約したり、書き改めたりした部分があります。】

問７．下線部⑦について、このころ栄えた桃山文化に関係が深いもの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. イ. ウ. エ.

問８．下線部⑧について、このような動物の化石からどのようなことがわかるか、つぎの文中の（ ）に適する文を答えなさ

い。

問９．下線部⑨について、明治政府が作ったこのような工場を何といいますか。解答欄にあうように漢字４文字で答えな

さい。

問１０．下線部⑩について、このような過去の遺跡や遺物から人類の歴史を研究する学問を何というか答えなさい。

問１１．つぎのア～エの旧国名のうち、メモの都県にあてはまらないものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア．薩摩国 イ．加賀国 ウ．越後国 エ．信濃国

・質素・倹約を命じ、上米の制を定めた。

・人材を登用し、新田開発を進めた。

・公事方御定書という裁判の規準となる法律を定めた。

・庶民の意見を聞くため、目安箱を設置した。

人々が自分自身でその身を立て、資産をたくわ

え、家業をさかんにして、その一生をまっとう

するのに必要なものはほかでもなく、身を修め、

知識を広め、才能、技芸をのばすことである。・・・

・・・およそ天地の間にあるもので、一つとして税

のかからないものはない。・・・したがって人間た

るものは、当然身も心もささげて、国に報いるべき

である。欧米人はこれを血税という。・・・

わたし（明治天皇）が思うには、祖先の神や歴

代の天皇が国を始められたのは、はるかむかし

のことであり、代々の天皇の徳は深く厚いもの

である。

一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ

一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フベシ

一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ

倦マサラシメン事ヲ要ス ・・・

今から約 1 万年前まで続いた氷河時代には、（ ）ので、現在の日本列島は大陸と陸

続きになっていた。そのため、大陸から大型の動物が移動してきた。
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４ Ｄくんは社会科の授業で学んだことをまとめました。これをみて、あとの問いにそれぞれ答えなさい。

【日本国憲法】 【三権分立】

第１章：天皇

１条→象徴天皇制 国会

第２章：戦争の放棄

①９条→平和主義

第３章：国民の権利及び義務

１４条→法の下の平等

１８～２３条→②自由権

２５条→③生存権 内閣 裁判所

第４章：国会 （ ａ ）

４１条→国会の地位

５２～５４条→④国会の種類

５９～６１条→⑤衆議院の優越 Ａ：（ ｂ ）の指名・内閣不信任決議

６４条→弾劾裁判所 Ｂ：国会召集・（ ｃ ）の解散・連帯責任

第５章：内閣 Ｃ：最高裁判所長官の指名・その他の裁判官の任命

６９条→⑥内閣不信任決議の効果 Ｄ：命令・規則・処分の違憲・違法審査

第６章：司法 Ｅ：法律の違憲審査

７９条→国民審査 Ｆ：裁判官の（ ｄ ）

問１．下線部①について、日本が１９５１年に防衛のためにアメリカと結んだ条約を答えなさい。

問２．下線部②について、日本国憲法が保障する自由権のうち「精神の自由」にあてはまるものを、つぎのア～エからす

べて選び記号で答えなさい。

ア．思想及び良心の自由 イ．職業選択の自由 ウ．学問の自由 エ．奴隷的拘束からの自由

問３．下線部③について、 つぎの日本国憲法第２５条 １項の文中の（ ）にあてはまる文を答えなさい。

問４．下線部④について、まとめた下の表の空欄（ a ）～（ d ）にあてはまる語句をそれぞれ答えなさい。

通常国会 毎年１回、（ c ）月に召集される。

臨時国会
内閣が必要と認めたとき、または、いずれかの議院の総議員の４分の１以上の要求が

あった場合に召集される。

（ a ）国会 衆議院解散後の総選挙の日から（ d ）日以内に召集される。

参議院の（ b ） 衆議院の解散中、必要があるとき、内閣の求めによって開かれる。

問５．下線部⑤について、「任期・解散」という２つの語句を使って衆議院の優越が認められる理由を説明しなさい。

Ｂ

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

すべて国民は、 （ ）な最低限度の生活を営む権利を有する。
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問６．下線部⑥について、つぎのア～エから誤っているものを一つ選び、記号で答えなさい。

ア．衆議院・参議院は内閣の不信任決議を行うことができる。

イ．内閣不信任決議が可決されると、内閣は１０日以内に衆議院を解散することができる。

ウ．国務大臣の過半数は、国会議員でなければならない。

エ．内閣が国会に対して連帯して責任を負う関係を議院内閣制という。

問７．【三権分立】の図について、図中の（ ａ ）～（ ｄ ）に適する語句の組合せとして正しいものを、つぎのア～エから

一つ選び、記号で答えなさい。

ａ ｂ ｃ ｄ

ア 行政権 国務大臣 参議院 刑事裁判

イ 立法権 内閣総理大臣 参議院 弾劾裁判

ウ 司法権 国務大臣 衆議院 民事裁判

エ 行政権 内閣総理大臣 衆議院 弾劾裁判


