
次の文はそれぞれ九州・南西諸島の国立公園について述べている。該当する国

立公園の名前を（ ）内に入れなさい。

� 23座ものいろいろな火山からなる一大火山群と，桜島，開聞岳の火山，さら

に佐多岬の南60�に浮かぶ花崗岩の島には九州最高峰の宮之浦岳1935ｍがそび

える。 （ ）

� 外洋性の多島海風景を誇る公園である。佐世保周辺の九十九島は200を越える

小島からなる。海食崖が発達する平戸島と生月島，さらにいろいろな地形が見

られる五島列島などがある。 （ ）

� 仁田峠に立つと，爆発した普賢岳の恐ろしい形相を目の当たりにする。島原

半島と向かい合う大きな群島には切支丹の遺跡や海中公園があり，宇土半島の

三角町から牛深まで，車で行ける。 （ ）

� 大観峰からの五岳とカルデラの眺めは素晴らしい。やまなみハイウェイを北

に行くと，溶岩円頂丘の山塊が広がる。さらに北東の由布岳や別府鶴見岳まで

この国立公園は広がる。 （ ）

� 先島諸島の西部にあるこの島は最高峰でも469ｍだが，壮年期地形で険しく，

亜熱帯原生林が残る。石垣島との間の海域はわが国最大の珊瑚礁景観を誇る海

中公園である。 （ ）

中列の東北地方の国定公園と，関係の深い地形を左列から，関連の深い生物・

地学・人文現象を右列から選び，それぞれ線で結びなさい。

〔左　列〕 〔中　列〕 〔右　列〕

2236ｍの火山と象潟， 栗駒国定公園 島の野性のシカとサル，黄金山

飛鳥 神社。支倉常長一行の出港地，

石巻市の月浦港が隣接。

北上山地の最高峰 南三陸金華山国定公園 固い蛇紋岩。山名を冠したウス

（1917ｍ） ユキソウは日本のエーデルワイ

ス。ふもとの遠野物語。

恐山カルデラ，大間 下北半島国定公園 世界谷地原生花園。鬼首の間歇

崎，仏ケ浦 泉と地熱発電。鳴子こけし。

岩木山，十三湖，龍 男鹿国定公園 ニホンザル生息の北限地。イタ

飛崎 コの口寄せ。薬研温泉や下風呂

温泉。
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寒風山と一の目潟～ 鳥海国定公園 ミチノクコザクラ。砂丘景観。

三の目潟 背後に控える白神山地まで広が

るブナ林。

リアス式海岸と海食 早池峰国定公園 山名を冠したアザミ，チングル

崖，牡鹿半島 マ，フスマの高山植物と御積島

のウミネコ。

４県にまたがる火山・ 津軽国定公園 爆裂火山（マール），ヤブツバ　

温泉・渓谷美 キの自生北限。北緯40度モニュ

メントのある入道崎。

旅客輸送に関する以下の文を読み，（ ）内に入れる適当な数字，〔 〕

内に入れる適当な列車名，｛ ｝内に入れる適当な地名を，それぞれ下欄か

ら選んで，直接，書き込みなさい。２度同じものを使っても良い。

日本の国内旅客輸送は1965年の3825億人キロから1996年の１兆4086億人キロへ

と31年間に約3.7倍に増加している。この間，航空旅客輸送は人キロ単位で約（ ）

倍に増加し，シェアを0.8％から4.9％に伸ばしている。

航空旅客輸送量第１位の路線は東京―札幌で1996年に778.5万人を運んでいる。

東京―札幌間を鉄道で行くと，東京―盛岡が東北新幹線の〔 〕で約２時

間半，それから青函トンネルを通る特急〔 〕とスーパー北斗を乗り継い

でも，乗り継ぎ時間を含めて合計（ ）時間以上かかる。これでは鉄道は，

東京―｛ ｝間を（ ）時間で結ぶ飛行機には太刀打ちできない。しかし，

在来線を使って，東京―札幌間を約（ ）時間で結ぶ寝台特急〔 〕も

まだ一部に強い人気がある。

航空旅客第２位の路線は東京―福岡で1996年に年間635.5万人を運んだ。東京―

博多間は〔 〕で約（ ）時間，飛行機の１時間30分（東行き）や１時間

40分（西行き）にくらべて，新幹線は時間がかかり過ぎ，歩が悪いわけである。

航空旅客数第３位の路線は東京―｛ ｝で257.3万人を運んでいる。ここ

は鉄道がなく，船で時間がかかるから, 飛行機が独占的に優位である。

航空旅客輸送の第４位が東京―大阪（伊丹）で221.8万人，東京―関西空港の

145.2万人を加えると第３位の路線になる。東京―新大阪間が〔 〕で（ ）

時間，〔 〕で約（ ）時間，この辺が鉄道と飛行機の競合するところで

ある。最速の新幹線で２時間以内の東京―名古屋，東京―｛ ｝，東京―

｛ ｝では，飛行機が新幹線に負けて，かつてあった定期航空路線を撤退し

ている。

下欄（数　字） 1.5 2 2.5 3 5 8 10 13 16 19 23

〔列車名〕あかつき　　あさひ　　こだま　　のぞみ　　はつかり

ひかり　　　北斗星　　やまびこ

｛地　名｝秋　田　　鹿児島　　仙　台　　千　歳　　那　覇　　新　潟　

山　形

3
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東京都について，次の各項目の適当な数字と全国順位を選び，それぞれ丸で囲

みなさい。（統計は最新の日本国勢図会と都道府県別データブック（ＰＨＰ）に

よる。）

項目 市町村部も含む東京都の数字 47都道府県中の東京都の順位

人口の全国に対する　： 5.4％ 9.4％ 13.4％ 17.4％ １位 ２位 ３位 ４位

シェア（比率）

電力使用量の全国に　： 3.5％ 6.3％ 9.3％ 13.3％ １位 ２位 ３位 ４位

対するシェア

小売り販売高の全国　： 6.5％ 12.2％ 20.8％ 36.0％ １位 ２位 ３位 ４位

に対するシェア

民間預金残高の全国　： 6.5％ 12.2％ 20.8％ 36.0％ １位 ２位 ３位 ４位

に対するシェア

民間貸出残高の全国　： 6.5％ 12.2％ 20.8％ 36.0％ １位 ２位 ３位 ４位

に対するシェア

工業出荷額の全国に　： 6.5％ 11.5％ 16.5％ 21.5％ １位 ２位 ３位 ４位

対するシェア

借家住宅の延べ面積　：36.9� 66.8� 96.8� 156.8� １位 ２位 35位 47位

（１住宅あたり）

持ち家住宅の延べ面　：36.9� 66.8� 96.8� 156.8� １位 ２位 35位 47位

積（同上）

自動車所有数量（全　：378台 678台 978台 1278台 １位 ２位 35位 47位

千世帯あたり）

次の�～�の各文章は，日本の古墳について説明したものである。それぞれ古

墳の名前と，〔 〕に入る適当な語句を下記の語群から選び記号で答えよ。

� 最近ファイバースコープで，石室の中が写し出され，三方の壁と天井に，そ

れぞれ白虎・玄武・〔 �　〕と星宿（天文図）の描かれているのが発見され

た古墳。

� 埼玉県のこの古墳から出土した鉄剣に金象嵌された115字の銘文には，

〔 �　〕天皇のことと考えられる「獲加多支鹵大王」の文字が刻まれている。

� この古墳は，日本最大の前方後円墳であり，これまで〔 �　〕天皇の墓と

伝承されてきたが，現在では地字名で呼ばれている。

4
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� 最近発掘調査された古墳で，石室内から30数面の〔 �　〕が発見され，卑

弥呼が中国王朝から下賜されたものとも考えられ，再び邪馬台国論争が活発に

なっている。

� 奈良県〔 �　〕に所在し，直径20～25メートルの小さな円墳であるが，石

室の壁に極彩色の男女の群像が描かれていて，中国大陸や朝鮮半島の影響が考

えられている。

〔古墳の名前〕� 高松塚古墳　� 江田船山古墳　� 稲荷山古墳　� 大仙
だいせん

古墳

� キトラ古墳　� 黒塚古墳

〔語　　　句〕� 仁　徳　　　� 雄　略　　　� 応　神　　　� 三角縁神獣鏡

� 内行花文鏡　� 青　竜　　　� 麒　麟　　　� 橿原市

	 明日香村

次の�～�の各語群は，日本史上の仏教諸派の開祖に関するものである。それ

ぞれ開祖の名前と，関係する名辞を下記の語群から選び記号で答えよ。

�　諱は源空－比叡山で修行－選択本願念仏集－土佐に配流－知恩院

�　日野氏出身－比叡山で修行－悪人正機説－越後に配流－教行信証

�　讃岐出身－渡唐－真言密教－嵯峨天皇の保護－三筆の一人

�　安房出身－比叡山で修行－法華至上主義－佐渡に配流－久遠寺

�　山城出身－比叡山で修行－只管打坐－比叡山衆徒の妨害－永平寺

〔開　祖〕�空　海　　　�一　遍　　　�栄　西　　�親　鸞

�法　然　　　�日　蓮　　　�最　澄　　�道　元

〔名　辞〕�立正安国論　�専修念仏　　�本願寺　　�正法眼蔵

�高野山金剛峯寺

次の文章は，鎌倉時代の農村と都市の様子を説明したものである。空欄に，下

記の語群から適当なものを選び記号で答えよ。

中世村落は，荘園の成立以降次第に形成されはじめ，13世紀の初頭には，複数

の名主を中心としながら，まわりに自立した百姓が住み着いて出来上がったと考

えられる。名主は，〔 �　〕の耕作と納税の責任をおうとともに，村落の運営に

問　　１
古墳の名前

語　　　句

� � � � �

問　　２
開　　　祖

名　　　辞

� � � � �
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あたった。かれらは，鎮守社の〔 �　〕で寄合を行い，農作業や祭礼などの村

の重要事項について協議し決定した。名主の下には，〔 �　〕や荘官の給田を請

作する小百姓，名主や荘官に隷属する〔 �　〕や所従がいたが，彼らは村の運

営からは排除されていた。

農業生産は，次第に集約化の方向に進み，草木灰や〔 �　〕などの肥料が普

及し，牛馬も使用され，畿内や西国では１年に２回作物を栽培する〔 �　〕が

広く行われるようになった。畠地では，油の原料である〔 �　〕や，染料とな

る〔 �　〕などの栽培も行われた。また，金属を打ちきたえて製品を造る

〔 �　〕や，溶かして型に入れて造る〔 	　〕などの職人が，農村を巡ったり，

定住するようになる。

一方，都市では，商工業活動が盛んになり，有力な貴族や寺社を〔 
　〕と

あおぐ〔 �　〕という同業組合が結成され，〔 
　〕に奉仕するかわりに，保

護と独占権を保証された。京都などでは，大路・小路などの道路に沿って〔 �　〕

が形成され，〔 　〕などを行う芸能人も集住するようになる。

このようにして，農村と都市が発展すると，両者を結ぶ交通や流通経済も盛ん

となった。寺社の門前などでは〔 �　〕といった定期市が開かれ，また，〔 �　〕

と呼ばれた行商人などによって，日常物資だけでなく大陸から輸入された織物や

陶磁器などが売買されていた。交通の要衝には旅泊や物資運送の場として〔 �　〕

が発達した。商品取引には中国から輸入された通貨〔 �　〕が使われ，遠隔地

取引では，送金や送米の代用として手形（証文）である〔 �　〕が用いられ，

金融業者として〔 �　〕があらわれるようになった。また，年貢物の保管や運

送を業務としていた〔 �　〕が，その販売も行うようになり商人的性格を強めた。

�荏胡麻　　�干　鰯　　�為　替　　�名　田　　�馬　借　　�借　上

�二毛作　　�刈　敷　　	三斎市　　
問　丸　　�宋　銭　　�下　人

鋳物師　　�藍　　　　�楽　市　　�番　匠　　�歌舞伎　　�宿

�座　　　　�二期作　　�鍛冶師　　�永楽銭　　�猿　楽　　�町　屋

�本　所　　�連　雀　　�宮　座

次の�～�の各語群は，日本近代における外国との間で結ばれた条約に関する

ものである。それぞれ条約の名前と，関連する人物を下記の語群から選び記号

で答えよ。

�　ハリス領事－横浜・神戸などの開港－外国人居留地－五ケ国条約

�　サンフランシスコ－単独講和－米軍の駐留と基地の提供－軍事同盟

�　日露戦争－南樺太の日本割譲－旅順・大連の租借権－日比谷焼き討ち事件

�　江華島事件－朝鮮の独立・開国－釜山などの開港－日本の領事裁判権

�　防共協定－ファシズム－軍事同盟－太平洋戦争
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空欄問
３
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〔条　約〕�サンフランシスコ平和条約　　�ポーツマス条約　　　�下関条約

�日朝修好条規　　�日米修好通商条約　　�日独伊三国同盟

�日ソ不可侵条約　　�日米安全保障条約

〔締結者〕�黒田清隆　　�井伊直弼　　�松岡洋右　　�吉田　茂

�小村寿太郎

以下の文章を読んで〔ａ，ｂ，ｃ〕のうちから正しいものを一つ選び，その記

号を解答欄に記しなさい。

現在の日本経済の最大の問題は金融システムの動揺にある。政府はさきに住宅金

融専門会社いわゆる住専の不良債権の処理に�〔ａ 6800億円，ｂ １兆2000億円，

ｃ３兆4000億円〕を投じたが，不良債権の実態ははるかに深刻であり，昨年11月に

は大手20行の一つ�〔ａ 長期信用銀行，ｂ 北海道拓殖銀行，ｃ 日本債券銀行〕が

経営破綻におい込まれた。

六大改革を標榜した橋本内閣は同年12月には, 赤字国債の発行額のゼロを目標とす

る�〔ａ 郵政三事業改革法，ｂ 健康保険法改正法，ｃ 財政構造改革法〕を成立さ

せたが，それより前に財政再建の一環として消費税が従来より�〔ａ ２％，

ｂ ３％，ｃ ５％〕引きあげられていたために，個人消費関連の経済指標は悪化し，

同じ12月には�〔ａ ２兆円，ｂ ６兆円，ｃ 10兆円〕の所得・住民税の特別減税の

実施を決めた。また，金融システムを安定させる緊急対策として，公的資金を活用

して預金保険機構の資本を強化するために最大�〔ａ 10兆円，ｂ 20兆円，ｃ 30兆

円〕を準備することも決めた。その結果，国債などの長期政府債務の総額は，国内

総生産（ＧＤＰ）に匹敵する�〔ａ 250兆円，ｂ 400兆円，ｃ 500兆円〕に膨れあが

った。

長期金利は1995年９月に公定歩合が�〔ａ 0.5％，ｂ 1.0％，ｃ 1.5％〕に引き下げ

られて史上最低になったが，今年４月からの早期是正措置の導入にともない，海外

支店や現地法人をもつ国際的な金融機関は，ＢＩＳすなわち	〔ａ 特別引出し権，

ｂ 中央銀行総裁会議，ｃ 国際決裁銀行〕の定める自己資本比率
〔ａ ８％，

ｂ 12％，ｃ 16％〕を順守しなければならなくなり，貸し渋りの一因になった。失

業率は戦後最高となり，株価は下落し，98年度税制改正では，普通法人の法人税の

税率を�〔ａ ３％，ｂ ５％，ｃ ７％〕引き下げて�〔ａ 24.5％，ｂ 34.5％，

ｃ 44.5％〕にすることになった。現行の所得課税の最高税率は〔ａ 40％，

ｂ 50％，ｃ 65％〕で，先進国のなかで最高水準であり，見直しが求められている。

日本の企業の資金調達の方法は，戦後の日本経済を特長づけた銀行と企業の相互

依存関係を象徴するいわゆる�〔ａ メインバンク制，ｂ コーポレート・ガバナン

－ －10－ －10

問　　４
条　約　名

締　結　者
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ス，ｃ 再販制度〕という特徴をもつものであったが，これもバブル経済のときに崩

壊した。銀行離れが進むなか，free, fair, globalを三原則とするいわゆる金融ビッグ

バンは，昨年４月の�〔ａ 外為法の改正，ｂ 金融監督庁の設置，ｃ 持ち株会社

解禁〕を皮切りにしてすでに始まっている。日本の個人金融資産の残高はほぼ

�〔ａ 600兆円，ｂ 1200兆円，ｃ 1800兆円〕であるが，金融ビッグバンによって，

この膨大な資産をさまざまな金融商品によって獲得する国際競争の激化が予想される。

対外的競争のみならず，日本の対外的責任も，これまで以上に増している。昨年

７月２日，�〔ａ タイ，ｂ インドネシア，ｃ フィリピン〕は，海外の投機圧力に

抗して，それまでの�〔ａ 変動相場制，ｂ 金本位制，ｃ ドルペッグ制〕を放棄し

た結果，同国通貨の�〔ａ バーツ，ｂ ルピー，ｃ ルピア〕は急落し，その影響は

東南アジア全域，さらに�〔ａ 台湾，ｂ 中国，ｃ 韓国〕にも及び，いずれの国も

�〔ａ アジア開発銀行，ｂ 世界銀行，ｃ 国際通貨基金〕から緊急融資を求めたが，

国別でみたときの日本の資金援助は最高である。また，昨年暮れ，京都で温暖化防

止国際会議が開かれ，途上国の間では進展がないものの，先進国の間では

�〔ａ 1990年，ｂ 1993年，ｃ 1996年〕レベルから二酸化炭素などの排出ガスの削

減率をＥＵは�〔ａ ４％，ｂ ８％，ｃ 12％〕，米国は�〔ａ ７％，ｂ ９％，

ｃ 11％〕，日本は�〔ａ ３％，ｂ ６％，ｃ ９％〕を削減する義務を負うことにな

った。省エネもまた国際的責務である。

解答欄

次のＡ（い～と）に日本の有名な昔ばなしの前半のあらすじが，Ｂ（イ～ト）

に結末部分のあらすじがでています。ＡのどれとＢのどれが同一のはなしでし

ょうか？　解答欄の昔ばなしの題名の下に，それぞれ記号で記入してください。

Ａ　い　むかしむかし，あるところで，おばあさんが川へ洗たくに行きました。

そうしたら川上から流れてきた物があります。

ろ　善良なおじいさんが飼い犬の鳴き声に従って畑を掘り返したら，大判小

判がざくざくとでてきました。

は　海辺で助けたカメの背中に乗って龍宮城へ行き，夢のような楽しい毎日

をすごしました。

に　お碗の舟に乗って，箸をかいにしてこいで，川をくだって旅にでました。

ほ　ひろった握り飯とカキのたねを交換したことが，大事件の発端になりま

した。

� � � � � � � � 	 
 � � 

� � � � � � � � � � � �
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へ 「世界のうちでお前くらい，歩みののろい者はいない。どうしてそんなに

のろいのだ？」「何をいうか。それなら向こうの山まで，お前さんと駆け

くらべをしよう」

と せおった薪のたばに火をつけられて，背中に大火傷をしてしまいました。

Ｂ　イ　鬼におそわれたお姫さまを助けました。そのとき鬼が忘れていった打出

の小槌のおかげで，長年の願いがかないました。

ロ　油断は禁物！　油断して居ねむりをしたために，予想外の結果になりま

した。

ハ　きび団子をもらってイヌとサルとキジが家来になり，鬼ケ島へ鬼退治に

行きました。

ニ　わるいタヌキが乗った泥の舟に穴があいて，水底に沈んでしまいました。

ホ　臼を燃やしたかまどの灰をもらって撒いてみたら，びっくりすることが

起こりました。

ヘ　臼とクリとハチが敵討ちの助太刀をして，悪者をさんざんこらしめました。

ト　玉手箱を約束にそむいて開いたら，白い煙がたちのぼり，開いた人はた

ちまちおじいさんになってしまいました。

解答欄

次の１～６に観光名所としても有名な，日本各地にある宗教施設の説明がでて

います。それぞれに当てはまる名前を下の一～六から選んで各 内に番号で

書いてください。

１ 島根県にあって大国主命を祭っています。結婚の縁結びでも有名です。旧暦

10月（神無月）には日本全国の神々がここに集まるという言い伝えがありま

す。

２ 岩手県平泉にあり奥州藤原氏と深い縁がありました。施設の一部をなす金色

堂は金ぱくでかざられ光堂とも呼ばれ，芭蕉が訪れて「五月雨の降り残してや光

堂」という句をよみました。

３ 長野市にあり，かつては伊勢神宮とならんで一生に一度は必ずお参りするべ

き場所といわれ，宗教を越えて全国の民衆が参詣しました。牛に引かれてお参

りしたという伝説もあります。

４ 東京の御茶ノ水駅のすぐ近くにあります。現在は残念ながら周囲に高層ビル

が建ち並んでしまいましたが，かつてはそびえたつ独特の青い屋根と，鐘樓か

らの鐘の音で有名でした。

５ 鎌倉市にあり，かつては鎌倉幕府の守護神として崇敬されましたが，３代将

軍の源実朝はこの境内で暗殺されました。境内の石段下にいまもそびえるイチ

ョウの大木も有名です。

題　名
Ａ

Ｂ

一寸法師 ウサギとカメ 浦島太郎 かちかち山 サルカニ合戦 花咲爺 桃太郎
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６ 香川県琴平町にあり「こんぴら様」の通称で親しまれています。かつては瀬

戸内海をとおる舟乗りたちからとくに信仰されました。拝殿へ行くには1368段

もの長い長い石段をのぼります。

一　出雲大社　　　二　金刀比羅（ことひら）宮　　三　善光寺

四　中尊寺　　　　五　鶴岡八幡宮　　　　　　　　六　ニコライ堂

次のａ～ｅは日本各地の名産物（食品）に関する説明です。それぞれに当てはま

る産物の産地の地名を下のＡ～Ｅから選んで各 内に記号で書いてください。

ａ 納豆とアンコウ鍋がこの土地の名物です。ウメの名所としても知られていま

す。

ｂ 「夏も近づく八十八夜」の頃の収穫するとむかしから歌われました。京都府宇

治，埼玉県狭山など他にも有名な産地が各地にあります。

ｃ 「食べたいけれど命も惜しい」とむかしはいわれたものです。猛毒をふくむ部

分があるので，熟練した料理人でないとつくれません。

ｄ 大きく丸く肥大して子供の頭ほどの大きさになります。地元の火山灰土が成

長に適しているのです。

ｅ 同種のものは日本中どこにでもありますが，その中でこれくらい葉と茎が大

きくなる種類は，この土地にしかありません。雨の日のかさの代りになるとさ

えいわれます。

Ａ　秋田県　　Ｂ　水戸市　　Ｃ　静岡県　　　Ｄ下関市　　Ｅ　鹿児島県
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