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Ⅰ．以下の問いに答えなさい。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｘ

図１

〔１〕次のア〜エは，図１中の経線Ａ〜Ｄが通っている国々についての説明である。Ａ

〜Ｃにあてはまる経線の説明を，次のア〜エからそれぞれ１つずつ選び，記号で

答えなさい。

ア．モンスーンの影響を強く受け，近年ＩＴ（ＩＣＴ）産業が発達している都市

の近くを通っている。また，タイガとよばれる針葉樹林が広がる冷涼な地域

を通っている。

イ．大河の河口付近に位置し，近年工業化が著しく進んでいる都市の近くを通っ

ている。また，世界有数の鉄鉱石の産出地が位置する地域を通っている。

ウ．かつて，アジアやアフリカ一帯に広大な植民地を手に入れた国の首都の郊外

を通っている。また，カカオ豆の生産と金の産出がさかんな地域を通っている。

エ．国際連合の本部をはじめ，多くの国際機関が置かれている都市の近くを通っ

ている。また，リャマやアルパカの放牧がさかんな，標高 4000 ｍをこえる

地域を通っている。

〔２〕図１中のＸの地域などで行われている，草や水を求めて移動を続けながらラクダ

やヤギ，羊などを飼育する畜産業を何というか，答えなさい。
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〔３〕次の図２〜図５は，それぞれアメリカ合衆国のある項目に関する上位５州を示して

いる。図２，図３に当てはまる項目を，あとのア〜エからそれぞれ１つずつ選び，

記号で答えなさい。

 

ア．人口に占める黒人の割合が高い上位５州

イ．人口に占めるヒスパニックの割合が高い上位５州

ウ．小麦の生産量が多い上位５州

エ．トウモロコシの生産量が多い上位５州

〔４〕次の表１は，スウェーデン，ナイジェリア，ブラジル，マレーシアの年齢別人口

割合と輸出額，輸出額上位２品目の割合を示している。スウェーデンとマレーシ

アにあてはまるものを，表１のア〜エからそれぞれ１つずつ選び，記号で答えな

さい。

図２ 図３

図４ 図５
 （図２〜図５はいずれもデータブック オブ・ザ・ワールド 2019 年版をもとに作成）

表１

年齢別人口割合（％） 輸出額
（億ドル） 輸出額上位２品目の割合（％）

0 〜 14 歳 15 〜 64 歳 65 歳以上 第１位 第２位
ア 17.4 62.8 19.8 1395 機械類　　25.6 自動車　　 12.6
イ 22.7 69.1  8.2 1852 大豆　　　10.4 機械類　　  8.1
ウ 24.5 69.4  6.0 1894 機械類　　41.4 石油製品　  6.6
エ 41.8 54.9  3.2  329 原油　　　82.0 液化天然ガス　11.7

 （2016 年，世界国勢図会 2018/19 年版をもとに作成）
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〔５〕次の図６は，日本の４つの都市の位置を表し，表２は図６中の４つの都市の特色

と気候を示している。①〜③の都市にあてはまるものを，表２のア〜エからそれ

ぞれ１つずつ選び，記号で答えなさい。

　

図６

 

①

②

③

④

表２　  　　

都市の特色

気候
（上段：１月，下段：８月）

平均気温
（℃）

降水量
（mm）

ア 　三角州の上に中心市街地が形成されており，
「負の遺産」とよばれる世界遺産が市内にある。

5.2 44.6

28.2 110.8

イ 　城下町として栄え，伝統工業として友禅染
の生産や金箔の生産がさかんに行われてきた。

3.8 269.6

27.0 139.2

ウ
　明治時代に開拓使が置かれたことから発展
し，碁盤の目状の整然とした通りが特徴的で
ある。

−3.6 113.6

22.3 123.8

エ
　かつては日本有数の工業都市として公害が
問題となったが，現在はエコタウン事業を展
開している。

 5.8  82.8

27.4 168.5

 （気象庁ホームページをもとに作成）
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〔６〕次の表３は，北海道と長崎県について，海岸線延長，面積を示している。面積が

北海道の約 20 分の１にすぎない長崎県の海岸線延長が，北海道と同じように

4000km 以上ある理由を，図７，図８を参考に，簡単に説明しなさい。

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔７〕右の図９は，ある工業の

都道府県別の製造品出荷

額を示している。図９で

示している工業にあては

まるものを，次のア〜エ

から１つ選び，記号で答

えなさい。

ア．印刷

イ．食料品

ウ．化学

エ．輸送用機械

表３
道県名 海岸線延長（km） 面積（km2）
北海道 4,402 83,424
長崎県 4,196 4,131

 （理科年表 2019 年版をもとに作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（国土地理院発行２万５千分の１地形図「佐世保南部」を 50％に縮小）
図７　長崎県の地形図の一部

（国土地理院発行２万５千分の１地形図「枝幸」を 50％に縮小）
図８　北海道の地形図の一部

…２兆円以上
…１兆円以上２兆円未満
…5000億円以上１兆円未満
…5000億円未満

 （2016 年，データでみる県勢 2019 年版をもとに作成）
図９
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Ⅱ．日本とアジアの関係の歴史に関する次の文章を読んで，以下の問いに答えなさい。

なお，特に指定のない限り，固有名詞等，漢字で表記すべきものはすべて漢字で答え

なさい。

　稲作が広まった①弥生時代に小さな国が成立すると，その中から中国の王朝に使いを送

り，皇帝から金印や銅鏡などを授かる国があらわれるようになった。３世紀後半から４世

紀にかけて近畿地方に成立した大和政権（ヤマト王権）の大王は，②朝鮮半島で軍事的に

優位に立つために，南朝の皇帝にたびたび使いを送った。③聖徳太子（厩戸皇子）は，隋

の皇帝と日本の大王（天皇）が対等な立場とする内容の文書を送り，以後も，日本は中国

へたびたび遣隋使や遣唐使を送った。

　９世紀末に，唐の衰えや航海の危険を理由に，④遣唐使が行われなくなると，日本と中

国の間に正式な使節の行き来はなくなった。しかし，商人による東アジアでの交易は絶え

ず行われ，⑤ 12 世紀後半になると平清盛が瀬戸内海の航路を整備するなどして，宋との

貿易をさかんに行った。⑥鎌倉時代には禅宗の僧などが日本と宋をさかんに行き来してい

たが，13 世紀に⑦モンゴルが中国に進出して元を建国すると日本に服従を求め，日本が

これを拒否したことで二度にわたる元軍の襲来を受けた。15 世紀になると，⑧足利義満

は明の皇帝に朝貢する形で貿易を行うとともに，沖縄島に成立した琉球王国は，中継貿易

によって東アジアから東南アジアにかけての各地を結ぶ役割を果たした。

　16 世紀末に，天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は，明の征服を計画し，朝鮮半島に出兵

した。この出兵は豊臣秀吉が死去したことで終わり，その後政権を握った江戸幕府は， 

　⑨　藩の努力によって朝鮮と国交を回復し，将軍の代替わりごとに通信使が派遣された。

また，江戸幕府が鎖国政策をとる中でも清との貿易は続けられ，長崎に唐人屋敷が置かれ

た。

　江戸時代後半になると，アジアはヨーロッパ諸国による⑩植民地侵略にさらされるよう

になり，日本は幕末から明治維新にかけて，東アジアの中でいち早く近代化へと進んでいっ

た。その中で日本は朝鮮に開国を促し，朝鮮が朝貢する清との間に日清修好条規を結んで

交渉を進めたが不調が続き，　⑪　をきっかけに日朝修好条規を結んで開国させた。日本

は，朝鮮半島への進出を強めて 1910 年には韓国併合を行うとともに，⑫第一次世界大戦

ではドイツが権益をもつ中国の山東半島に出兵するなど，しだいに進出を強めていった。

1931 年の満州事変で中国東北部に満州国を建国し，1937 年に始まった日中戦争で日本と

中国は長期にわたる戦争状態となったが，1945 年に日本の太平洋戦争敗戦によって日本

の中国への進出は終わった。太平洋戦争後に成立した中華人民共和国は，長い間日本と正

式な国交が築かれなかったが，⑬ 1972 年の日中共同声明，1978 年の日中平和友好条約締

結以降，日本と中国は密接な関係を築いている。
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〔１〕下線部①のころの日本について述べた文として正しいものを，次のア〜エから１

つ選び，記号で答えなさい。

ア．食物の豊かな実りを願うために，土偶とよばれる土製の人形がつくられた。

イ．渡来人によって，それまでよりも高温で焼く須恵器のつくり方が伝えられた。

ウ．周囲を堀や柵で囲み，物見やぐらを設けた集落がつくられるようになった。

エ．食物の残りかすなどを，のちに貝塚とよばれる場所にまとめて捨てていた。

〔２〕下線部②について，図１は，５世紀ころの朝鮮

半島を示している。日本と友好的な関係を築き，

６世紀には日本に公式に仏教を伝えた国の位置

として正しいものを，図１中のア〜エから１つ

選び，記号で答えなさい。また，その国名を答

えなさい。

〔３〕下線部③について，資料１は，聖徳太子（厩戸皇子）が出した法令の一部を，現

代語訳で示している。資料１の法令名を答えなさい。

 　　　

〔４〕下線部④の影響について述べた，次の文章中の（　　　）にあてはまる人物名を

答えなさい。

　 　

ア

イ

エ

ウ

図１

一に曰く，和を以て貴しとなし，さからうことなきを宗とせよ。

二に曰く，あつく三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。

三に曰く，詔をうけたまわりては，必ずつつしめ。

資料１

　遣唐使が停止されたころから，唐の文化の影響がしだいに弱まり，日本の

風土や日本人の習慣に合った文化が栄えるようになった。その代表的なもの

が仮名文字で，漢字の一部をとったり，漢字をくずしたりしてつくられたこ

とで，日本人の細やかな感情が表現しやすくなった。その結果，（　　　）が

著した枕草子や，紫式部が著した源氏物語などの文学作品がつくられた。
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〔５〕次のア〜エは，下線部⑤のころにおこったできごとを示している。ア〜エを年代

の古い順に並べて，記号で答えなさい。

ア．保元の乱がおこった。　　　イ．奥州藤原氏が滅ぼされた。

ウ．平治の乱がおこった。　　　エ．壇ノ浦の戦いがおこった。

〔６〕下線部⑥について，鎌倉時代の社会に関連する資料として適切なものを，次のア

〜エから１つ選び，記号で答えなさい。

 

〔７〕下線部⑦について，モンゴルの諸部族を統一し，ユーラシア大陸の東西にまたが

る大帝国を築いた人物名を答えなさい。

〔８〕下線部⑧が文化の面で果たした役割について述べた文として正しいものを，次の

ア〜エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．能を大成した，観阿弥・世阿弥父子を保護した。

イ．かぶき踊りを始めた，出雲の阿国を保護した。

ウ．鑑真和上を唐招提寺に招いて，仏教を振興した。

エ．狩野永徳に命じ，金閣のふすまに障壁画を描かせた。

〔９〕　⑨　にあてはまる藩の名称を答えなさい。

ア イ

ウ エ



― 8 ―

〔10〕下線部⑩について，次の資料 2 は 1825 年に，資料 3 は 1842 年にそれぞれ江戸幕

府が出した命令である。この 2 つの資料から読みとれる江戸幕府の対外政策の変

化を，同じ時期の東アジアの国際情勢の影響をふまえ，簡単に説明しなさい。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

〔11〕　⑪　にあてはまるできごとを，次のア〜エから 1 つ選び，記号で答えなさい。

ア．盧溝橋事件　　イ．西南戦争　　ウ．江華島事件　　エ．甲午農民戦争

〔12〕下線部⑫について，図 2 は，第一次世

界大戦のころの日本の輸出額と輸入額

の推移を示している。第一次世界大戦

中の日本の景気について述べた文とし

て正しいものを，次のア〜エから 1 つ

選び，記号で答えなさい。

ア．ａの輸入額がｂの輸出額を上回り，

不況となった。

イ．ａの輸入額がｂの輸出額を上回り，

好況となった。

ウ．ａの輸出額がｂの輸入額を上回り，不況となった。

エ．ａの輸出額がｂの輸入額を上回り，好況となった。

〔13〕下線部⑬について，1972 年におこったできごととして正しいものを，次のア〜エ

から 1 つ選び，記号で答えなさい。

ア．沖縄の日本復帰　　　　　イ．ベルリンの壁の崩壊

ウ．日本の国際連合加盟　　　エ．阪神・淡路大震災

資料２　異国船打払令

　異国船乗寄せ 候
そうろう

を見うけ候ハヾ
（ば）

，其
その

所

ニ有合せ候人夫を以
もっ

て，有無に及ばず，一

図ニ打払ひ
（い）

，…上陸致し候ハヾ搦
からめ

捕り，又

は打留め候ても苦しからず候。

資料３　薪
しん

水
すい

給与令

　異国船と見うけ候ハヾ得
とく

と様子相糺
ただ

し，

食料薪水等乏
とぼ

しく帰
き

帆
はん

成
なり

難
がた

き 趣
おもむき

ニ候ハヾ，

望
のぞみ

の品相応ニ与へ帰帆致すべき旨
むね

申し諭
さと

し，

尤
もっと

も上陸は致させ間
ま

敷
じく

候。

0
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1200
（百万ドル）
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a

ｂ

1514 1716 19
 （数字でみる日本の 100 年をもとに作成）

図２　輸出額と輸入額の推移
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Ⅲ．次の表は，2019 年におこったできごとのいくつかを取り上げたものである。この表
を見て，以下の問いに答えなさい。

イギリスの動向

　2016 年に行われた①国民投票の結果を受け，イギリスは　Ａ　

からの離脱交渉を続けていたが，離脱協定が議会を通過せず，3

月 29 日に予定されていた離脱は延期された。

天皇の退位と即位

　5 月 1 日に，新しい天皇が即位し，それまでの天皇は上皇となっ

た。これに先立ち，4 月 1 日には新元号を「令和」とすることが

発表された。天皇は，日本国と日本国民統合の　Ｂ　として 

②国事行為を精力的に行っている。

Ｇ 20 の開催

　6 月 28 日，29 日に，大阪でＧ 20 が開催された。Ｇ 20 は，主

要国首脳会議（Ｇ７）に参加する７か国に加え，　Ａ　，ロシア

や新興国 11 か国などを加えた枠組みで，③経済や④環境問題な

どの国際的な課題を話し合う会議である。

参議院議員選挙の実施

　7月21日に，⑤参議院議員選挙が実施された。参議院議員選挙

は，原則都道府県単位の⑥選挙区選挙で 74 人，全国を 1 つの選

挙区とする⑦比例代表制選挙で 50 人の議員を選出した。しかし，

西日本の⑧豪雨の影響などもあり，⑨投票率は 50％を下回った。

〔１〕　Ａ　，　Ｂ　にあてはまる語句を，それぞれ答えなさい。

〔２〕下線部①について，国民投票は，日本でも日本国憲法改正に関して行われること

になっている。日本国憲法改正に関して述べた文として正しいものを，次のア〜

エから１つ選び，記号で答えなさい。

ア．憲法改正は，衆議院と参議院の議長が国会に改正案を提出することで始めら

れる。

イ．国会における憲法改正の発議については，衆議院の優越が認められていない。

ウ．憲法改正の発議後に行われる国民投票では，３分の２以上の賛成で改正が決

まる。

エ．改正された憲法は，内閣総理大臣が国民の名で公布することになっている。

〔３〕下線部②について，天皇の国事行為にふくまれないことを，次のア〜エから１つ

選び，記号で答えなさい。

ア．内閣総理大臣の任命　　　イ．最高裁判所長官の任命

ウ．国会の召集　　　　　　　エ．弾劾裁判所の設置
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〔４〕下線部③について，経済の 3 つの主体について述べた次の文章中の（　Ｘ　）， 

（　Ｙ　）にあてはまる語句を，それぞれ漢字 2 字で答えなさい。

〔５〕下線部④について，1997 年に地球温暖化防止を話し合う会議が行われ，先進国に

温室効果ガスの排出削減を義務づける議定書が結ばれた日本の都市名を答えなさ

い。

〔６〕下線部⑤について，参議院議員の被選挙権は何歳以上の国民に与えられているか，

算用数字で答えなさい。

　

〔７〕下線部⑥，下線部⑦

について，右の表は，

2019 年 7 月 に 行 わ

れた参議院議員選挙

で議席を獲得した政

党のうち，4 つの政

党の得票率（全得票

に占める政党別の割合）と獲得議席率（全改選議席に占める政党別の割合）を，

選挙区選挙と比例代表制選挙に分けて示している。国民の意思の反映という面か

ら見て，比例代表制選挙が選挙区選挙よりも優れている点を，簡単に説明しなさい。

〔８〕下線部⑧について，市区町村では，豪雨によってもたらされる洪水の発生しやす

い地域などを示し，避難所などの情報を掲載した　　　マップ（防災マップ）を

作成して，防災意識を高める努力を行っている。　　　にあてはまる語句を，カ

タカナで答えなさい。

〔９〕下線部⑨について，近年の日本の選挙の投票率について述べた次の文中の（　　　）

にあてはまる語句として正しいものを，あとのア〜エから 1 つ選び，記号で答え

なさい。

ア．男性よりも女性　　　イ．若者よりも高齢者

ウ．女性よりも男性　　　エ．高齢者よりも若者

　経済の 3 つの主体とは，（　Ｘ　），企業，政府である。政府は，（　Ｘ　）

や企業が納める税をもとに，社会福祉・公的扶助などの社会保障や，公共事

業による道路・港湾・学校といった社会（　Ｙ　）の整備などにあてている。

表

政党名
選挙区 比例代表

得票率
（％）

獲得議席率
（％）

得票率
（％）

獲得議席率
（％）

Ａ党 39.8 51.4 35.4 38.0
Ｂ党 15.8 12.2 15.8 16.0
Ｃ党 7.4 4.1 9.0 8.0
Ｄ党 0.4 0.0 4.6 4.0

 （総務省資料をもとに作成）

近年の日本の選挙では，（　　　）の投票率の方が 20％以上低くなっている。
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