
平成 26 年度 冬休みの課題 NO.３ 【地理の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校   年  組  番 氏名                

１ 日本最西端の、沖縄県にある島 与那国島 ※1700人ほどの沖縄

県民が暮らしている有人島 

2 日本最南端の、東京都に属する護岸工事が行われた島 沖ノ鳥島  

3 日本最東端の、東京都に属する無人島 南鳥島  

4 日本最北端の、ロシアに占拠されている島 択捉等 

5 ４の島と国後島・色丹島・歯舞諸島をあわせて何と称する 北方領土 

6 鹿児島県にある世界自然遺産指定地域のある島 屋久島 

7 鹿児島県にある鉄砲伝来の地や宇宙ロケット基地がある島 種子島 

8 朝鮮半島に最も近く江戸時代も交易の窓口であった島 対馬 

9 沖縄県にあるが中国が領有権を主張している諸島 尖閣諸島 

10 島根県にあるが韓国が基地を置くなどして占拠している島 竹島 

11 島根県にあり後鳥羽上皇や後醍醐天皇が流された島 隠岐諸島の中ノ島 

12 新潟県にあり江戸時代の金山やトキの保護で知られる島 佐渡島 

13 東京都に属する世界自然遺産の諸島、東洋のガラパゴス 小笠原諸島 

14 瀬戸内海の東入り口にある日本標準時子午線も通っている島 淡路島 

15 川が山地から盆地などの平坦地に出たところにつくる地形 扇状地 

16 川が河口付近に粒子の細かい砂や土を堆積させてつくる地形 三角州 

17 小さな湾と岬がくり返すのこぎりの歯のような海岸地形 リアス海岸 

18 大陸沿岸の水深２００ｍまでのなだらかな海底地形 大陸棚 

19 水深数千ｍにもなる溝状に連なる海底地形 海溝 

20 ６～７月ごろに降水量が多くなる時期 梅雨 

21 日本列島を毎年襲う一定程度以上に発達した熱帯性低気圧 台風 

22 地震で海底がずれたときに海水が大きく動き発生する災害 津波 

23 災害予想や避難経路を記した災害対策用の地図 ハザードマップ 

24 人口を面積で割ってもとめる混み具合を表す指数 人口密度 

25 人口について 「過密」の反対語 過疎 

26 石油石炭などの化石燃料を燃焼させて発電する発電の方法 火力発電 

27 ウランの各分裂時の熱で発電する発電の方法 原子力発電 

28 埋蔵量が少ないが先端技術工業にかかせない希少金属の総称 レアメタル 

29 大消費地向けに新鮮な農作物を供給する農業 近郊農業 

30 ビニルハウス等を利用して出荷時期を早める農業 促成栽培 



 

平成 26 年度 冬休みの課題 NO.４ 【地理の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校 年  組  番 氏名                

31 食料を自国の生産でまかなえる割合 食糧自給率 

32 沿岸国が沿岸２００海里の範囲で設定している水域 排他的経済水域 

33 育てる漁業のうちいけすなどで人工的に育てて出荷すること 養殖 

34 育てる漁業のうち稚魚や稚貝を放流して資源を増やすこと 栽培漁業 

35 関東地方南部から九州北部にかけて連なる人口の多い地帯 太平洋ベルト 

36 生産の拠点を海外に移したために起こっている現象 産業の空洞化 

37 原料を輸入して製品を輸出する貿易の形態 加工貿易 

38 東京・横浜などの工業地帯 京浜工業地帯 

39 豊田・名古屋・四日市などの工業地帯 中京工業地帯 

40 大阪・神戸などの工業地帯 阪神工業地帯 

41 阿蘇山にみられる火山がつくった地形 カルデラ 

42 九州をシリコンアイランドと称するのは何の工場が多いから 集積回路(IC) 

43 北九州工業地域をかつて発展させた中核であった製鉄所 八幡製鉄所 

44 中国地方の中国山地より北側の地域 山陰 

45 中国地方の瀬戸内海側の地域 山陽 

46 岡山県倉敷市児島と香川県坂出をむすんでいる鉄道併用橋 瀬戸大橋 

47 愛媛県今治と広島県尾道を島伝いにむすぶルート しまなみ海道 

48 山口県下関と北九州市門司にかかっている橋 関門橋 

49 楽器や機械工業がさかんな東海工業地域の中心的な工業都市 静岡県浜松市 

50 お茶の生産が 2 位の鹿児島県を押さえて全国一位の県 静岡県 

51 キクの電照栽培が盛んな愛知県の太平洋に面した半島 渥美半島 

52 クワを栽培し、カイコを飼い生糸を生産する産業 養蚕 

53 諏訪湖周辺で戦後さかんになった時計・カメラなどの産業 精密機械工業 

54 コシヒカリ・あきたこまちなど市場での競争力を高めた米 ブランド米(銘柄米) 

55 その地域にねざした原料や技術で発展している産業 地場産業 

56 関東地方を台地上に覆う火山灰性の地層 関東ローム層 

57 東北地方の太平洋側の夏の低温による災害 冷害 

58 ５７の災害の原因となるこの地方特有の冷たく湿った季節風 やませ 

59 ５８の風は何という寒流の上を吹いてくるか 親潮(千島海流) 

60 大陸・樺太・北海道・千島列島に囲まれ流氷が押し寄せる海 オホーツク海 



 

平成 26 年度 冬休みの課題 NO.１ 【歴史の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校  年  組  番 氏名                

1 人々が打製石器を使って狩りや採集をしていた時代 旧石器時代 

2 氷河期が終わり人々が磨製石器をつくるようになった時代 新石器時代 

3 紀元前３０００年頃にナイル川下流域におこった文明 エジプト文明 

4 ３で使われていた文字  3 でつくられた暦 象形文字 太陽暦 

5 おなじ頃チグリス・ユーフラテス川流域でおこった文明 メソポタミア文明 

6 ５で使われた文字  ５でつくられた暦 くさび形文字 太陰暦 

7 紀元前 2300 年頃インダス川流域でおこった文明 インダス文明 ※文明がおこった

地域は現在のパキスタン   

8 紀元前 1600 年頃中国の黄河流域でおこった青銅器文明 殷（いん） 

9 ８で使われた漢字のもとになった文字 甲骨文字 

10 紀元前 6 世紀ごろインドでシャカが教えを開いた宗教 仏教 

11 日本で人々が狩猟採集の生活をしていた時代 縄文時代 

12 日本に稲作や金属器が伝わり定住型のムラができた時代 弥生時代 

13 魏志倭人伝に記された邪馬台国の女王 卑弥呼（ひみこ） 

14 日本各地に分布する 3世紀～6 世紀ごろの豪族の墓 古墳 

15 近畿を中心に全国に分布する代表的な大型古墳の形状 前方後円墳 

16 朝鮮半島から大陸のすぐれた文化を伝えた人々 渡来人（とらいじん） 

17 6 世紀の末に中国を統一し律令の制度をととのえた王朝 隋（ずい） 

18 推古天皇の摂政となり蘇我氏とともに政治を行った人物 聖徳太子（厩戸皇子） 

19 １８がはじめた家柄によらず有能な人物を役人に用いる制度 冠位十二階 

20 １８がつくった役人の心構えを説いた条文 憲法十七条（十七条憲法） 

21 １７に派遣された小野妹子たちのことを何という？ 遣隋使 

22 法隆寺の文化財に代表されるわが国初の仏教文化 飛鳥文化（あすかぶんか） 

23 645 年に蘇我氏を倒した人物(二人)と、その後始まった政治改革 中大兄皇子 中臣鎌足  

大化の改新 

24 7 世紀前半に隋が滅んだあと中国に成立した王朝 唐（とう） 

25 大化の改新のなかみ 土地人民を国家が直接支配するしくみ 公地公民（こうちこうみん） 

26 中大兄皇子は即位して何天皇になったの？ 天智天皇 

27 26 の天皇が没したあとの天皇を決める内乱 壬申の乱 

28 唐の「律令」の制度に習って７０１年につくられた法律 大宝律令 



29 ７１０年に奈良につくられた都 平城京 

30 東大寺・正倉院の宝物に代表される国際色豊かな文化 天平文化 

31 ８世紀前半につくられた神話や国の成り立ちを帰した歴史書 古事記と日本書紀 

32 天皇や貴族や民衆の和歌を約４５００種集めた和歌集 万葉集 

33 ６歳以上の男女に口分田をあたえ死んだら国に戻させる決まり 班田収授法はんでんしゅうじゅのほう 

34 稲の３％で納める税 租 

35 地方の特産物で納める税 調 

36 労役の代わりに麻布で納める税 庸 

37 743 年に制定、開墾した土地の永久所有をみとめる法 墾田永年私財法 

38 聖武天皇が全国に建てたお寺 国分寺 

39 人々に仏教を布教し大僧正になった人物 行基（ぎょうき） 

40 8 世紀中頃 苦難の末に仏教の戒律を日本に伝えた唐の高僧 鑑真 

41 奈良から遷都され 10 年ほど置かれた都 長岡京 

42 さらに現在の京都に遷都をおこなった天皇 桓武天皇 

43 794 年に京都に作られ江戸時代の終わりまで朝廷がおかれた都 平安京 

44 蝦夷を討つために桓武天皇が坂上田村麻呂に任命した職 征夷大将軍 

45 朝廷軍とたたかい敗れ処刑された蝦夷のリーダー アテルイ 

46 唐から帰国後、比叡山の延暦寺で天台宗のおしえを広めた僧 最澄 （伝教大師） 

47 唐に渡り帰国後、高野山に金剛峯寺を建て真言宗のおしえを広めた僧 空海 （弘法大師） 

48 有力な貴族や寺社の私有地 荘園 

49 平安時代に全盛、中臣鎌足の子孫の有力貴族は何氏ですか 藤原氏 

50 藤原氏が天皇家とのつながりをつよめ行った政治 摂関政治 

51 遣唐使廃止を進言し認めさせ人物。天神様として知られる 菅原道真（すがわらのみちざね） 

52 遣唐使をやめたため花開く日本の風土や気風にあった文化 国風文化 

53 ５２の文化の代表的な仮名文字文学 紫式部の・・・・ 源氏物語 

54 ５２の文化の代表的な仮名文字随筆 清少納言の・・・ 枕草子 

55 南無阿弥陀仏という念仏を唱え極楽浄土への往生を願う信仰 浄土信仰 

56 藤原頼道が建てた十円玉で知られる代表的な阿弥陀堂 京都府宇治市にある平等院鳳凰堂 

57 中国では唐が滅んで何という王朝が成立しましたか 宋 

58 藤原氏から朝廷に政治を取りもどすため白河天皇がしたこと 上皇となり院政をはじめた 

59 台頭した武士の二大勢力 平氏 と 源氏 

60 平治の乱に勝利、武士としてはじめて太政大臣に就任した人 平清盛 

 

 



 

 

 


