
記述のある入試問題（6）

日本が原因となって分裂した国家があります。問１
ぶんれつ

その現在の国名とそれぞれの首都の名を書きなさ

い。また、地図上に 印をつけなさい。

のように一つの国が２つに分裂したことについての感想を書きなさい。問２ 問１

本来一つの国だったのですから、元に戻ろうとするのは、当然です。しかしながら、なか問３

なか困難な点があります。問１の国に関連して、政治体制の面から困難な点を君なりに考え
こんなん

て、書きなさい。

（麻布 改題）

〔参考〕

第二次世界大戦後に分裂した国家としては、他にドイツ・ベトナムがある。

・ドイツ連邦共和国

第二次大戦の敗北により、49年米・英・仏の占領地区にドイツ連邦共和国（西ドイツ）が、ソ

連占領地区にドイツ民主共和国（東ドイツ）が成立したが、90年前者が後者を吸収合併して統一
がっぺい

国家を形成。

・ベトナム民主共和国

1887年フランスの保護領となり、第二次大戦中は日本が占領したが、1945年ホー＝チ＝ミンを

。 、大統領とするベトナム民主共和国が成立 支配の回復をめざすフランスとインドシナ戦争となり

54年ジュネーブ協定により北緯一七度線で南北に二分して停戦。55年南部にアメリカの支援する

ベトナム共和国（南ベトナム）が成立。民族独立運動はベトナム民主共和国（北ベトナム）の支

援のもとにベトナム戦争に発展、76年に南北の統一が実現した。

（説明は 『大辞林』より）、
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記述のある入試問題（6）解答用紙

氏名（ ）

国 名問１

首都名

国 名

首都名

問２

問３
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記述のある入試問題（7）

ヨーロッパの国々の気候は、季節風（モンスーン）の影響をほとんど受けませんが、日本の１

気候は季節風に大きく左右されます。季節風は、夏は太平洋から大陸へ、冬は大陸から大洋へ

と吹く風ですが、なぜ、このような風向きになるのですか。夏に大洋に向かって風が吹く理由

を、大陸と大洋の気温のちがいに注目して、１行で答えなさい。

（洗足学園中学校）

アジア・アフリカや中南米などの地域でも、環境破壊が進行しています。とくに世界最大２

の熱帯林のあるブラジルのアマゾン川流域などでは、毎年広大な面積の熱帯林が失われていま

す。

問１ 現在、多くの人々が熱帯林の重要性にあらためて気づかされています。環境問題に関し

て熱帯林の重要性として考えられるものを一つ書きなさい。

問２ 熱帯林は、畑をつくるために焼きはらわれて減少しているだけではありません。東南ア

ジアの熱帯林の破壊には日本にも大きな責任があると言われています。日本に責任がある

と言われている理由を答えなさい。

（調布中学校）

〔参考〕

＊地球の温暖化

石油・石炭などの化石燃料を燃やすと大量の二酸化炭素が発生し、温室効果が生まれます。気温があがると、

両極の氷がとけて海面が上昇する。海水の温度が上がると、生態系が狂う・異常気象が発生する、などの影響が
せ い た い け い

あります。

＊オゾン層の破壊

オゾン層は太陽からの強い紫外線を吸収して、地上の生物を守っています。紫外線は、皮膚ガンの原因となり
ひ ふ

ます。

オゾン層の薄いところを、オゾンホールといい、1980年代に南極上空で発見されました。原因物質は、冷蔵庫

・クーラーなどに使われていたフロンやハロンです。

＊酸性雨

自動車の排気ガスや化石燃料を燃やした気体にふくまれる硫黄酸化物窒素酸化物が原因である。これらが大気
いおう ちっそ

中の水蒸気と反応すると、硫 酸や硝 酸に近い物質ができます。これをふくんだ雨が酸性雨です。森林が枯れ
りゅうさん しょうさん

たり、大理石や金属でできた建物などがとけたりします。また、土や湖沼の水が酸性になると、農作物や魚介
こしょう ぎ ょ か い

類に被害が発生しています。

＊熱帯雨林の減少と砂漠化

伐採や過放牧のため、熱帯林の減少と砂漠化が進んでいます。熱帯林は「地球の緑の肺」といわれ、温暖化
ばっさい

が進むのと、酸素の供給量が減少するなどの被害が出てきます。
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記述のある入試問題（7）解答用紙

氏名（ ）

１

２

問１

問２
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記述のある入試問題（8）

次の文を読んで、後の問いに答えなさい。１

農業分野では，近年農業だけで生活を成り立たせている家がしだいに減って，農業以外の産業

から収入をえている兼業農家の割合が増えています。地域の特色をいかした特産品の開発やバイ

オ技術を使った野菜の生産など，①農家はいろいろな工夫をしています。また、②日本列島は資

。 ， ，源が少ないため工業原料などは輸入にたよってきました そして高い技術を用いて機械 自動車

精密機械のコンピュータなどの工業製品をつくって輸出してきました。ところが最近では，工業

原料以外に電機製品や③食料品やスポーツ用品・衣類などの軽工業製品の輸入が増えています。

このうちとくに軽工業品の多くはアジアの国々や地域からのもので，④実際には現地に進出した

日本の企業が生産したものがほとんどです。

問い

(1) 下線部①に関して、安全な農産物が消費者に食べてもらうために，具体的にどのようなこ

とをおこなっていますか。ひとつあげなさい。

(2) 下線部②に関して、日本の自動車産業は，新しいエンジンの開発や燃料の研究に熱心に取

り組んでいますが，その開発や研究の目的は何ですか。

(3) 下線部③に関して、しばしば輸入食料品が問題となり一時的に輸入禁止処置がとられるこ
しょち

とがあります。これは、どのようなことが原因ですか。例を一つあげて説明しなさい。

(4) 下線部④に関して、日本企業がアジアの国へ急げきに進出するようになった理由を答えな

さい。

（東京女学館 改題）

日本の国会においては、法律案や予算の議決などいくつかの点で、衆議院の方が参議院よ２

りも強い力があたえられていますが、それはなぜですか。次のことばを必ず用いてわかりやす

く説明しなさい。

【解散・国民の意見】

（自修館中等教育学校）

記述のある入試問題（ ）8
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記述のある入試問題（8）解答用紙

氏名（ ）

１

(1)

(2)

(3)

(4)

２
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記述のある入試問題（9）

９月に「おわら風の盆」の行われる富山県八尾町は、富山平野の南部にあります。この富山１
ぼん やつ お

、 。平野の農村地帯は フェーン現象の影響を受けないようなくふうをした農家が多く見られます

このフェーン現象とは、どのようなものですか。説明しなさい。

（國學院久我山中学校）

次の文を読んで、問いに答えなさい。２

大きな河川が県を横切るように内陸の山地から太平洋に向かって流れており、かつては東海道

の難所となっていました。南アルプスとも呼ばれる赤石山脈から流れる大井川は増水しやすく、

江戸時代には橋がかけられていなかったため多くの旅人が苦労しました。

問い 橋をかけるのが技術的に難しかったということ以外に別の目的がありました。この目的を

答えなさい。

（慶応湘南藤沢中等部 改題）

次の文を読んで、後の問いに答えなさい。３

20世紀はしばしば「戦争の世紀」だと言われてきました。確かにこの時代に人類は，それまで

にない二つの大きな戦争を経験しました。戦争はなぜ起こるのか，どうしたら防げるのか，人類

は反省をし，さまざまな試みを重ねてきました。二つの大きな戦争は，他国の領土を占領し，ま

たそれをお互いに取り合うことから始まりました。戦争が終わっても，その「負の遺産」は残り

。 ，ました アフリカ大陸では1990年にナミビアが南アフリカ共和国から独立を達成したことにより

ようやく植民地と呼ばれる土地はなくなったと言われました。中国でも1997年の旧イギリス領の

香港に続いて1999年末に旧ポルトガル領のマカオが返還され，ようやく植民地支配は終わったと

言われているのです。

しかし，それでも問題は残りました。アフリカの地図を見てみると，ところどころに地球の緯
い

線や経線に平行な国境線が見られます。またアジア・アフリカ諸国の一部では，現在も農業や漁

業などの第一次産業中心の経済構造が続いており，国民の生活も安定していません。

問い 下線部について、アフリカの国境線は、植民地時代にひかれたものが多い。その結果、ど

のような問題がおきているか、20字以内で説明しなさい。

（渋谷教育学園渋谷中学校）
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記述のある入試問題（9）解答用紙

氏名（ ）

１

２

３
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記述のある入試問題（10）

次の問いに答えなさい。１

、 ， 「 」問い 明治時代 なぜ士族や農民は近代化政策そのものに反対したのか 資料３にある 徴兵令

を例に士族と農民それぞれの反対の理由をのべなさい。

資料３ 「主な改革の内容と国民の動き」

年 代 改革の内容 国民の動き

1870年 平民が名字を名のることを認める

1871年 華族・士族・平民の間での結婚を認める
か ぞく

職業選択の自由を認める

1872年 全国に小学校をつくり6鼓になった子供を 学制に反対する農民の一揆

学校へ遭わせる（学制）

1873年 男子は20歳で検査を受け3年間軍隊に入る 徴兵令に反対する農民の一揆

（ 徴 兵 令）
ちょうへいれい

を測量して地価を決め，地価の3％の土地

税金を払う（地租改 正）
ち そ かいせい

1874年 佐賀県の士族の反乱

民撰議院設立建白書提出

1876年 士族が刀をさすことを禁止する 地租改正に反対する農民の一揆

士族に給料を支払うことをやめる 山口県，福岡県，熊本県の士族の反乱

1877年 鹿児島県の士族の反乱

（成蹊中学校）

日本の人口について、次の問いに答えなさい。２

問１ 近い将来、日本の総人口は減少に転ずるといわてれいます。その理由として一人の女性が

一生のうちに生む子ども数（合計特殊出生率）が1950年の3.65人から2000年には1.36人と減

っているからだと言われています。では、どのような社会にすれば女性が安心して子どもを

産める環境になりますか、あなたの考えを書きなさい。

問２ 日本では1997年から65歳以上の老年人口の割合が増加する高齢社会となりました。このよ

うな社会になった理由を"出生率"，"医療"の２つの言葉を入れて説明しないさい。

（早稲田実業学校中等部 改題）

記述のある入試問題（ ）10
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記述のある入試問題（10）解答用紙

氏名（ ）

１

２

問１

問２
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記述のある入試問題 解答

記述のある入試問題（6） 解答

問１

国名 大韓民国

首都名 ソウル

国名 朝鮮民主主義人民共和国

首都名 ピョンヤン

問２

【解答例】

同一民族なのに、分裂し対立するということは、歴史における悲劇だと思う。植民地

支配から解放されたのにすぐ分裂させられ、冷戦という大国の対立のために長期化して

しまったのだと思う。

［解説］

感想だから、何を書いてもいいと安易に考えてはいけない。自分の知識や洞察力をア
どうさつ

ピールする場面ととらえるべきだ。

問３

【解答例】

北朝鮮は社会主義国で、しかも軍事的な独裁政権であるから、これが資本主義国の大韓

民国と平和的に一体となるのは、極めて困難だと思う。

［解説］

問題文「政治的体制から…」とあるので、社会主義国と資本主義国という言葉を使う

べきだ。政治システムが根本的に違うので、そのままでは融合はむずかしいと考えられ
ゆうごう

ていたが、ホンコンと中国のように一国二体制ということもある。社会主義から資本主

義国への移行は、冷戦終結後の東欧諸国やロシアの例がある。



記述のある入試問題 解答

記述のある入試問題（7） 解答

１

解答例１ 大陸の方が気温が上昇し、気圧が低くなるから。

解答例２ 水である大洋より、陸の方が熱しやすいため気温が上昇するから。

［解説］

理科のような問題。水は熱しにくく冷めにくい、大陸は熱しやすく冷めやすい。熱せ

られると、そこの大気の温度も上昇する。温度が上昇すると、上昇気流となる。すると

気圧が低くなり、そこへ外部から空気が流れ込んでくる。

温度の違いが生じることを書くことが大切。

２

問１ 例 地球温暖化の防止に、森林特に熱帯林が大切な役割を果たすと考えられてい

るから。

問２ 例 木材やパルプ用に、日本が大量に輸入しているから。

［解説］

問１ 森林の働きから、空気をきれいにするとか、酸素を生み出すとか、他のことも考

。 、 、 。えられる ただ 地球環境問題とあるので 解答例のように温暖化をテーマとした

問２ 木材供給量の自給率は2000年でわずか18.9パーセント （日本国勢図絵2003／200。

4）輸入用材の輸入先は、アメリカ15.9、カナダ14.5、マレーシア6.4、インドネシ

ア5.8、ニュージーランド3.9、チリ3.7、オーストラリア8.4％で、輸出国側での環

境保護運動がさかんとなり、丸太輸出が規制され、木材製品として輸出する方向と

なったこと、などからアメリカ・カナダ・インドネシアからだけではなく、広範囲

に輸入相手国をさがすようになってきている。



記述のある入試問題 解答

記述のある入試問題（8） 解答

１

(1) 農薬を使う量や回数を減らすようにしている。

(2) 環境汚染を減らすために有害な排出ガスを減らすこと。

(3) 中国から輸入された野菜に日本では使ってはいけない農薬が使われていた。

牛肉を輸入しているアメリカで、狂牛病（ＢＳＥ）に感染した牛が見つかった。

(4) 人件費が安いアジアで製品をつくり、海外へ輸出することによって価格競争力をつ

けるため。

［解説］

(1) 有機栽培について説明してもよい。安全性を高める努力として、無農薬・低農薬野

菜が評価されている。

(2) 低公害車のことをきいている。燃料電池車の開発など、国際的な競争が激化してい

る。

(3) 解答例のように、近年は「残留農薬 「狂牛病」が問題となって、輸入禁止となっ」

た例が多い。

２

、 、 、 。衆議院法が参議院より 任期が短く 解散もあるため 国民の意見を反映しやすいから

［解説］

使う言葉が指定されているので、逆に簡単。また、よく出題される問題でもある。解答

例のように、指定された語のほかに「任期が短く」をいれることが、ポイントである。



記述のある入試問題 解答

記述のある入試問題（9） 解答

１

湿り気をふくんだ風が山の斜面にそって上昇して雨を降らせ、反対側に吹き降りるとき

に高温で乾燥した風となって吹く現象。

［解説］

解答例より短くすると 「風が山脈を吹き越えるとき、風下側で気温が上昇し乾燥する、

現象のこと 」となる。風が山腹を吹き上がるときは１００ｍにつき約０.５℃気温が下。

がりるが、山頂を越えて吹き下りるときは１００ｍにつき約１℃ずつ上がり乾熱風（フ

ェーン）となる。

２

解答例１ 江戸を防衛するため。

解答例２ 江戸を攻める軍隊がせめにくくするため。

［解説］

ほとんどの受験用テキストにのっていることがらの出題。もともとは、さらに「…江戸

幕府の重要な目的がありました 」と書き加えられている。幕府という言葉が、あれば。

ますますわかりやすいので、削除した。基本的な問題。

３

例１ 民族や部族間の紛争がおこる （１４字）。

例２ 他の民族・部族と争いがおこる （１６字）。

例３ 民族や部族の違いによる紛争が絶えない （１９字）。

［解説］ 本文の内容から、推測できると思う。



記述のある入試問題 解答

記述のある入試問題（10） 解答

１

【解答例】

士族は農民が徴兵され兵隊となることによって武士としての特権を失うことに反対し、

農民は、一家の働き手を失うことに反対した。

［解説］

2003年度の成蹊中学校の問題。麻布中学校の問題かと見まがうような本格的な記述問

題ばかりで、ここではすべてを紹介できない。問題は１の問４で、これは受験用テキス

トにのっている知識をもとに考えれば、比較的容易なはず。

２

問１ 子どもを産んだ女性が働きやすくするために、保育所・託児所などの施設を充実
たく じ しょ

させる。

問２ 医療が進歩と平均寿命が延びたが、出生率が低下し子どもが減ったから。

［解説］

よく出されるテーマで、記述の割合が高い出題。ほかには、老齢人口の増加によって

おこる年金保険制度の問題点を書きなさいというものがある。以下参考

□ 立教池袋中学校

問１ 2000年４月から導入された高齢者に対する新し．

い制度を何といいますか。

問２ 右の図表から読みとれることを説明しなさい。．

問３ 右のグラフと社会保障制度の中の社会保険制度．

と考え合わせるとどのような問題が将来おこると

思いますか。

［解答例］

問１ 介護保険制度 問２ 年金制度で高齢者を支える生産年齢者が減少し続け、2020年には1990年の約

半数となる。 問３ 老後の生活保障のために20歳以上の国民が負担する保険料を増やすか、支給する年

金を減らさないと年金制度が成り立たなくなる。


