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１ ⑴ 古墳には，王や豪族など地域の有力者が埋葬された。前方後円

墳は円墳と方墳が組み合わさった形をしており，４世紀後半～５

世紀にかけて巨大化した。世界最大級の陵墓として，参考資料１

の大仙古墳がある。大仙古墳は大阪府堺市にあり，仁徳天皇の陵

墓であると考えられている。 

⑵ 国風文化は，唐風の文化を踏まえた，日本の風土や日本人の感

情に合った独自の文化である。かな文字のうち，ひらがなは漢字

を崩してつくられ，カタカナは漢字の一部を用いてつくられた

(参考資料２を参照のこと)。かな文字の発明によって，日本人の

感情をきめ細やかに表すことができるようになり，さまざまな文

学作品が生まれた。紫式部の『源氏物語』，清少納言の『枕草子』，

紀貫之の『土佐日記』などは，この頃を代表する文学作品である。

→コラム１

⑶ 御成敗式目は，武家社会における慣習や裁判の先例などに基づ

いて，将軍と主従関係を結んだ御家人に対し，裁判の基準を示す

ために作られた法である。朝廷の出した命令や律令とは別個のも

のとして定められ，長らく武家社会の法の手本とされた。御成敗

式目が３代執権北条泰時によって定められたことは，入試でよく

問われるポイントなので，確実におさえておこう。 

⑷ 桃山文化は，戦国大名の勢いや大商人の富を反映した壮大で豪

華な文化である。この頃の文化を代表するものとして，豊臣秀吉

によって天守閣が築かれた姫路城や，狩野永徳の描いた『唐獅子

図屏風』などがある。したがって，エが正答となる。アは，上方

(京都・大阪)の町人を担い手とする元禄文化について述べた文で

ある。イは，江戸の町人を担い手とする化政文化について述べた

文である。ウは，公家と武家の文化が融合した室町文化について

述べた文である。 

⑸ 松前藩とアイヌとの交易は不平等なものだった。江戸時代，松

前藩はわずかな米や日用品を，アイヌの人々がもたらす大量のサ

ケなどと交換し富を得ていた。これに不満を持ったアイヌの人々

は，シャクシャインを中心に蜂起したものの敗れた(1669 年)。

江戸時代の四つの窓口は，次の通りである。 

松前藩…アイヌの人々(蝦夷地) ／ 対馬藩…朝鮮 

薩摩藩…琉球王国 ／ 長崎…オランダ・中国 

 

 

 

 

 

超 ナ ビ 

スーパー

コラム１ 紀貫之の謎

参考資料１

参考資料２

紀貫之が著した『土佐日記』は，

土佐(現在の高知県)から都に戻

るまでの日々を書き記したもの

です。土佐日記の冒頭で，紀貫之

は「男がするという日記を，女の

私もしてみようと思う」と述べて

います。かな文字を使いたかった

から，紀貫之はわざわざ女性のふ

りをしたという通説があります

が，その真実はいまだ闇の中にな

っています。 
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⑹①  下関条約の内容について，参考資料３を参照のこと。清

での利権獲得を目指すロシアは，ドイツ・フランスをさそい，

日本が得た遼東半島を清に返還するよう要求した(三国干渉)。

当時，ロシアに対抗する軍事力を持たなかった日本は，やむ無

くこれを受け入れ，遼東半島を清に返還した。その後，ロシア

は清から遼東半島の旅順や大連を租借し，清における自国の勢

力範囲を確立した。一方，日本国内ではロシアへの敵対心が高

まり，国内では「臥薪嘗胆(復讐を誓って耐えしのび，努力を

重ねること)」がスローガンとして唱えられた。イのイギリス

は，ロシアの南下政策を警戒し，日清戦争の直前に日英通商航

海条約で領事裁判権(治外法権)の撤廃に応じるなど，日本に好

意的であったので，三国干渉に加わらなかった。エのアメリカ

は，中立の立場を取り，三国干渉に加わらなかった。 

② 「扶清滅洋(清を助け，ヨーロッパの勢力を滅ぼすこと)」を

唱える義和団は，1900 年に北京の外国公使館を取り囲んだ。

日本・ロシア・アメリカなど８か国は清に出兵し，これを鎮圧

した。その後，この事件の後もロシアは大軍を満州にとどめ，

満州を勢力下に置こうとしたため，1902 年，日本はイギリス

と日英同盟を結び，ロシアの動きを牽制した。この前後の日本

を中心とした動きのまとめについて，参考資料４を参照のこと。 

③ 北九州は，中国のターイエ鉄山で採掘された鉄鉱石を輸入し

やすく，筑豊炭田から石炭を輸送しやすいという，利便性の高

いところだった。資料からは，「八幡製鉄所と炭田が鉄道で結

ばれていたこと」がわかるので，解答にあたってこの部分は外

せない。 

⑺ ア．1929 年，アメリカのニューヨークのウォール街で株価が

大暴落したことから世界恐慌が始まった。日本国内では，多くの

会社が倒産して町には失業者があふれ，アメリカへの生糸の輸出

が激減したことなどを受け，農家の生活は苦しくなった(昭和恐

慌)。 イ．1925 年のできごとである。普通選挙法は，加藤高明

内閣のときに成立した。この法律が制定されたことで，一般の労

働者や農民に政治体制の変革につながる思想が広まることを懸

念した政府は，治安維持法を制定し，社会主義の動きを取り締ま

った。 ウ．1938 年のできごとである。国家総動員法は，日中 

超 ナ ビ 

スーパー

参考資料３ 下関条約の内容

① 賠償金(２億両
テール

)

② 清は朝鮮の独立を認める

③ 遼東半島・台湾・澎湖諸島の

日本への割譲＜このうち，遼東

半島はロシア主導の三国干渉に

よって，清に返還＞

1894 年７月 

日英通商航海条約により，日本

とイギリスの間で領事裁判権

(治外法権)が撤廃される 

1894 年８月 

日清戦争が開戦する 

1895 年４月  

下関条約の締結／日清戦争が終

結する 

1895 年４～５月 

ロシア主導の三国干渉により，

日本は清に遼東半島を返還する

1899～1901 年 

義和団が蜂起し，北京にある外

国の公使館を占拠／日本など８

か国が出兵し，これを鎮圧する 

1902 年 

ロシアの南下政策に対抗するた

め，日本とイギリスの間で日英

同盟が結ばれる

1904 年 

日露戦争が開戦する 

1905 年５月 

日本海海戦で日本が勝利する 

1905 年９月 

ポーツマス条約の締結／日露戦

争が終結する 

参考資料４ 日清戦争～日露戦争



高校入試模擬テスト 第７回 3 / 4 

戦争(1937～1945 年)の激化にともなって，近衛文麿内閣のとき

に成立した。この法律により，帝国議会の承認なく国民生活を

統制できるようになり，戦時体制が強まった。以上より，イ→

ア→ウの順となる。

２ ⑴ アは淡路島(兵庫県)，イは沖縄島(沖縄県)，ウは対馬(長崎県)，

エは種子島(鹿児島県)である。それぞれの位置について，参考資

料５を参照のこと。アの明石海峡大橋は，兵庫県明石市と淡路島

を結ぶつり橋で，淡路島と徳島県鳴門市を結ぶ大鳴門橋と合わせ

て本州四国連絡橋の一つである神戸・鳴門ルートとなっている。

イの首里城は，かつて沖縄に存在した琉球王国の王城である。ウ

の朝鮮通信使は，江戸時代に将軍の代替わりごとに日本を訪れた

祝賀使である。17 世紀初頭，対馬藩の尽力によって日本と朝鮮

国との間で国交が回復し，以後は対馬藩が朝鮮国との窓口となっ

た。エの鉄砲伝来について，1543 年，ポルトガル人を乗せた中

国船が種子島に漂着し，日本に鉄砲(火縄銃)が伝わった。 

⑵ まず，「あ」～「え」は，兵庫県(ア)・沖縄県(イ)・長崎県(ウ)・

鹿児島県(エ)のいずれかである。沖縄県は，１年を通して温暖で

雨が降る南西諸島の気候に属している。したがって，１月でも暖

かい「え」が正答。「い」は４県中，最も人口・海上輸送量が多

いことから，兵庫県である。県庁所在地である神戸市は人口 150

万人を超える政令指定都市であり，日本有数の貿易港の神戸港が

ある。また，８月の降水量が少ないことに着目して，「い」が兵

庫県だと判断することができる。神戸市は，１年を通して降水量

が少なく温暖な瀬戸内の気候に属している。「う」は４県中最も

面積が広く，８月の降水量が沖縄県に次いで多いことから，鹿児

島県である。太平洋側に位置する鹿児島県は，梅雨前線や台風の

影響を強く受けるため，夏～秋にかけて降水量が非常に多い。残

った「あ」は長崎県となる。→コラム２ 

⑶ 1858 年，日本は日米修好通商条約で，函館(箱館)・横浜(神奈

川)・神戸(兵庫)・長崎・新潟の５港を開いた。したがって，兵

庫県・長崎県は，ａとｂのどちらかである。このうち，「い」は

兵庫県だから，海上輸送量が 100 万ｔを超えているａは兵庫県で

ある。よって，ｂは長崎県となる。ｃとｄで，ｃは沖縄県，ｄは

鹿児島県となる。 

超 ナ ビ 

スーパー

コラム２ 雨温図のでき方

対馬 

種子島 沖縄島 

淡路島 

参考資料５

「地球温暖化」という言葉が聞

かれるようになってずいぶん経ち

ます。でも，その割に教科書や問

題集などで見る雨温図は，思いの

ほか地球温暖化の影響を感じさせ

ません。なぜでしょう？(地球温暖

化なんて嘘っぱちだから，と思う

人もいるかもしれませんが，ここ

では本筋と関係ないので，それは

置いておきましょう) 

教科書や問題集などで使われる

雨温図は，主に「理科年表」とい

う国立天文台が編集している本を

もとにつくられています。そこに

記載されている日本の気象関係の

データは気象庁が発表しているも

ので，その数値は「1980～2010 年

の平均」です。だから，ここ数年

で気温が多少上がっていても，平

均してしまえば埋もれてしまいま

す。とはいえ，数年後にこのデー

タは「1990～2020 年の平均」とな

ります。今，みんなが慣れ親しん

でいる雨温図と，数年後ににつく

られるであろう雨温図とは，もし

かしたら違った姿になっているか

もしれませんね。
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⑷ 瀬戸内の気候に属している地域は，夏に水不足に陥りやすく，

農業用水が不足しがちである。そのため，ため池に水を貯めてお

き，農業が滞らないようにしている。解答にあたっては，地図中

の水田( )とため池の役割を結び付けて書こう。 

⑸ 地図は，縮尺 50000 分の１の地形図である。縮尺 50000 分の１

とは，たとえば，１ｍをその 50000 分の１の長さで示していると

いうこと。つまり，縮尺 50000 分の１の地形図で１ｍは， 

1000(㎜)÷50000＝0.02(㎜)で表されることになる。したがって，

実際の距離は，「地図上の距離」×「縮尺の分母」で求められる

ことがわかる。以上より，縮尺 50000 分の１の地形図上の 36 ㎜

の実際の距離は， 

36(㎜)×50000＝1800000(㎜)＝18000(㎝)＝1800(ｍ)＝1.8(㎞) 

となる。→コラム３ 

３ ⑴① ４か国を比べてみると，日本はｂ国やｃ国に比べて国民負担

率が低く，社会保障支出の比率が低いことがわかる。ここでは，

ｂ国を基準に考えるので，日本の位置としてはウが最も適当と

なる。なお，この問題は相対的に考える必要があるので，これ

がたとえばａ国を基準としていた場合には，国民の負担率が大

きく，国による福祉の充実が図られている，といえる。 

② 「イ」は，国民の負担率が大きく，国による福祉の充実が図

られている位置である。「国による福祉の充実を図る」とは，

病院等での窓口負担を軽減したり，年金での給付額を増やした

りすることにあたる。これを実現するための，国民の負担率を

増やす歳入面での政策は，増税や社会保険料の増額が考えられ

る。

⑵① アジア州に属する国について，参考資料６を参照のこと。

② 政府開発援助(ＯＤＡ)は，先進工業国が発展途上国に対し，

資金の援助や技術協力などを行うことをいう。援助Ｘはインド

の自立のために行われ，援助Ｙはインドの生活環境を改善する

ために行われている。「インドへの無償援助の内訳」をみると，

日本は援助Ｘの割合を増やし，援助Ｙの割合を減らしているこ

とがわかる。このことから，日本がインドの持続的な発展を促

そうとしていることが読みとれる。 

超 ナ ビ 

スーパー

コラム３ 式を変形させてみよう

「実際の距離」をＡ， 

「縮尺の分母」をＢ， 

「地図上の距離」をＣとすると，

地図上の距離を求める場合には，

Ａ×
１

Ｂ
＝Ｃが成り立っている。 

これをＡ(実際の距離)について

解くと， 

Ａ×
１

Ｂ
×
Ｂ

１
＝Ｃ×

Ｂ

１
より， 

Ａ＝Ｂ×Ｃとなる。 

アジア州 主な国 

東アジア 
日本，中国， 

韓国，モンゴルなど 

東南アジア 
タイ，インドネシア，

マレーシア，フィリピン
など

南アジア 
インド，バングラデシュ，

パキスタンなど 

中央アジア 

カザフスタン，

トルクメニスタン，

ウズベキスタンなど

西アジア 

サウジアラビア，

カタール，イラン，

アラブ首長国連邦など

参考資料６ 


