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１ 下の表は、2007年の工業地帯・工業地域ごとの産業別出荷額割合と

製造品出荷額を示したものです。表を見て、問いに答えなさい。

工業地帯・ 金属 機械 化学 食料品 その他 製造品出荷額

地域 （％） （％） （％） （％） （％） （十億円）

Ａ 阪神 21.3 39.0 14.7 9.2 15.8 34063

（大阪府・兵

庫県の全域）

Ｂ 瀬戸内 20.0 36.2 22.4 6.6 14.8 32511

（岡山・広島

・山口・香川

・愛媛県の全

域）

① 20.0 16.0 42.5 11.3 10.2 14359

② 18.8 40.7 6.1 17.2 17.2 8666

③ 12.5 50.3 7.9 11.3 18.0 32565

④ 10.4 67.3 6.5 4.3 11.5 59311

⑤ 9.9 50.8 14.0 8.5 16.8 31207

Ｃ 東海 8.3 55.9 7.9 11.8 16.1 19528

（静岡県の全

域）
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問１ 表の①～⑤にあてはまる工業地帯・工業地域の名称を下からそれぞ

れ選び、記号で答えなさい。

ア、関東内陸（栃木・群馬・埼玉県の全域）

イ、北九州（福岡県の全域）

ウ、京浜（東京都・神奈川県の全域）

エ、京葉（千葉県の全域）

オ、中京（愛知・三重県の全域）
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問２ 表中のＡ阪神工業地帯、Ｂ瀬戸内工業地域、Ｃ東海工業地域にある

工業都市としてふさわしい都市を下から２つずつ選び、解答らんに書

きなさい。

宇部市 門真市 川崎市 君津市 桐生市

久留米市 神戸市 佐世保市 東海市 浜松市

福山市 富士市
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２ 下の表と右の地図を見て、問いに答えなさい。

表：日本のおもな漁港の水揚量（2007年）

漁港名（都道府県） 水揚量（千トン） 水揚げの多い品目

Ａ １９８ いわし さば

Ｂ １７０ かつお

八戸（青森県） １０７ いか さば

Ｃ ８３ あじ いか

松浦（長崎県） ８３ あじ さば

枕崎（鹿児島県） ８０ かつお

Ｄ ７７ さんま
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問 上の表のＡ～Ｄにあてはまる漁港名を次から選び、それぞれ正しく

答えなさい。また、漁港のある県名を正しく答え、その場所を右の地

図のア～クよりそれぞれ選び、記号で答えなさい。

気仙沼 銚子 焼津 境（境は漁港名で、市名は境港である）
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３ 次のことがらに関して、下の各問いに答えなさい。

Ａ、安土城が建てられる。 Ｂ、東大寺の大仏が完成する。

Ｃ、鹿鳴館が建てられる。 Ｄ、金閣が建てられる。

Ｅ、出島が作られる。

問１ 上のことがらを時代順に並べかえ、記号で答えなさい。

問２ 上の建造物はそれぞれどこに建造されましたか。現在の都道府県

名で漢字で正しく答えなさい。

問３ 上のことがらと同じ時代のできごとを下のア～コから２つずつ選

び、記号で答えなさい。

ア、足利義満が将軍になる。

イ、聖武天皇が即位する。

ウ、勘合貿易が始まる。
かんごう

エ、陸奥宗光が外務大臣になる。

オ、織田信長が天下統一を進める。

カ、千利休が茶の湯を大成する。

キ、参勤交代の制度が定められる。

ク、ノルマントン号事件が起こる。

ケ、島原の乱（天草一揆）が起こる。

コ、遣唐使が何度も送られる。

問４ 「鹿鳴館」は日本政府が、外国との条約改正交渉に役立つものと考

えて建てました。ここでは内外の政府高官やその夫人などを招いて、

毎晩のように舞踏会や園遊会、バザーなどが行われました。日本政府
ぶ とうかい

は何を示すために（または何を宣伝するために）そのようなことをし

たのですか。25字から40字で書きなさい。
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４ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

1945年８月14日（ ① ）を受諾し、敗戦国となった日本はアＧＨＱに
じゆだく

よって管理されることになり、その指導のもとでさまざまな民主化政策が

行われました。政治に関しては、社会主義をとりしまるために1925年に制

定された（ ② ）は廃止されました。軍隊は解散され、また、（ ③ ）

は「人間宣言」を行いました。選挙法が改正されて、（ ④ ）歳以上の

男女に選挙権を認める（ ⑤ ）選挙制がとられるようになりました。義

務教育は９年間となり、男女共学になりました。また（ ⑥ ）年には民

主的な内容の日本国憲法が施行されました。

民主化政策のうち、経済に関することがらは（ ⑦ ）と（ ⑧ ）で

す。（ ⑦ ）によって、戦時中までの日本経済をおもに支配していた大

きな企業がいくつかの企業に分けられました。また、（ ⑧ ）によって

小作農の多くが自作農となり、農家の人々の生産意欲は大いに増しました。

第２次世界大戦のあと、世界は東西冷戦の時代を迎え、日本もその影響

を大きく受けました。1949年に毛沢東を主席とする中華人民共和国が成立

し、（ ⑨ ）年には朝鮮戦争が始まりました。この戦争では、朝鮮半島

の北側を中国が、南側をアメリカ軍を中心とする国連軍が支援していまし

た。このような情勢を背景として、日本の防衛についても論じられるよう

になりました。この年につくられた警察予備隊は、４年後には（ ⑩ ）

となります。また、イ1951年には（ ⑪ ）条約が結ばれ、翌年にはこの

条約が発効し、日本は独立を果たしました。また1956年、鳩山一郎内閣の

時に日ソ共同宣言によってソ連と国交を回復した後、日本は（ ⑫ ）に

加盟して国際社会に復帰し、その後もウさまざまな国と国交を回復してい

きます。

朝鮮戦争は日本に特需をもたらし、日本は経済復興をとげて、1960年代
とくじゆ

に入ると高度経済成長の時代を迎えます。1964年には東京と名古屋を結ぶ

東海道新幹線が開通し、同じ年にアジアで初めての（ ⑬ ）が94カ国の

参加で開催されました。

日本の経済はその後も順調に伸び、1967年には国民総生産が（ ⑭ ）

を抜いて、資本主義世界の中でアメリカに次ぐ世界第２位の経済大国とな

ります。しかし、その後石油危機などを経て財政支出が増大し、経済の改
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革が求められました。その結果、それまで国が経営していたエ三公社の民

営化などが行われました。

その後、1990年代初頭、いわゆるオ□□□経済が崩壊してから長期不況

となり、2011年にはついに国内総生産で（ ⑮ ）に抜かれて、世界第３

位になりました。東日本大震災で大きな被害を受けたこともあり、今私た

ちは、今後の日本のあり方を真剣に考えなくてはならない時を迎えていま

す。

問１ 文中の①～⑮の空らんに適切なことばまたは数字を入れなさい。

問２ 下線部アの最高司令官のなまえを書きなさい。

問３ 下線部イの条約締結時の日本の首相のなまえを漢字で正しく書きな
ていけつ

さい。

問４ 下線部ウについて、日本が韓国、中国と国交を回復した条約または

声明のなまえをそれぞれ書きなさい。

問５ 下線部エについて、三公社とは次の<1>～<3>の３つです。<1>～<3>

の現在のなまえの略号を、下の語群から選び記号で答えなさい。

<1>日本専売公社 <2>日本電信電話公社 <3>日本国有鉄道

【語群】

あ、ＪＡＸＡ い、ＮＨＫ う、ＪＴ え、ＪＥＴＲＯ

お、ＪＩＣＡ か、ＪＲ き、ＪＡＦ く、ＮＴＴ

問６ 下線部オの□□□に、適切な文字を入れなさい。


