
平成 26 年度 冬休みの課題 NO.5 【地理の語句復習】 

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

61 アメリカの面積は日本の約何倍？（日本は約 38万㎢） 約 25 倍  面積は世界 3 位 

62 カナダからアメリカにかけて連なる大山脈 ロッキー山脈  

63 アメリカの中央平原からメキシコ湾に流れる大きな川 ミシシッピー川 

64 北アメリカ大陸のほぼ中央の経線。 東経？西経？何度？ 西経 100° 

65 アメリカ大陸の先住民 ネイティブアメリカン 

66 アメリカの人口構成の多い順に４つを書く １ヨーロッパ系白人 ２ヒスパニック 

３アフリカ系黒人 ４ アジア系 

67 北アメリカ大陸に奴隷としての労働力はどこから？ アフリカ大陸から 

68 メキシコなど中南米諸国からの移民 スペイン語を話す人々 ヒスパニック 

69 アメリカの北緯 37度以南の工業の盛んな地域 サンベルト 

70 サンフランシスコ郊外のＩＣＴ産業の集積地 シリコンバレー 

71 アメリカは，世界最大の食料の輸出国なので何と称される？ 世界の食料庫 

72 カーギル社などのアメリカ産農産物の輸出を扱う多国籍企業 穀物メジャー 

73 アメリカが輸出の１位は，小麦・とうもろこし・肉類と何 大豆 

74 シアトルで盛んな先端技術産業 航空機の生産 

75 自動車の生産国上位３は，アメリカ・ドイツ，もう一つは 日本 

76 遺伝子組み換え技術などの生命工学 バイオテクノロジー 

77 アメリカの通貨 $ ドル 

78 アメリカで最も人口が多く，世界の経済・文化の中心都市 ニューヨーク 

79 アメリカの首都 ワシントン D.C 

80 生産・研究・販売などをグローバルに展開している企業 多国籍企業 

81 中国の面積は日本の約何倍？ 約 25 倍 つまりアメリカとほぼ同じだ

が周辺諸国との間に領問題土が決着してい

ないところも多くあり世界第 4 位 

82 中国を代表する大河は長江と何 黄河 

83 長江中流にある世界最大のダム 三峡ダム 

84 そのダムの目的は，洪水防止以外には 水の乏しい内陸部の開発  

85 そのダムのもたらした問題を一つ 東シナ海に流れ込む養分が減少し

漁業にも影響 重要な文化財がダ

ムに水没など・・ 

86 中国の人口 現在は約 14億人で覚える。 戸籍



にのっていない人口も相当数いる

模様 

87 中国で夫婦が産む子どもの数を制限してきた人口抑制政策 一人っ子政策 

88 中国で人口の 90％以上をしめる民族 答えは漢民族 ただし少数民族だ

けでも日本の人口より多いことに

注目 

89 貿易が制限されることなくできること，貿易の何化 自由貿易 

90 中国で外国企業を積極的に受け入れている地域 経済特区 

 

平成 26 年度 冬休みの課題 NO.6 【地理の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校 年  組  番 氏名                

91 （１）緯度０度の線（２）経度０度の線   (1)赤道 (2)本初子午線 

92 中国の首都 北京（ペキン） 

93 中国で人口が最大の，国際的にも経済の中心となる都市 上海（シャンハイ） 

94 ライン川やドナウ川のように複数の国を流れる川 国際河川 

95 高緯度なのに温暖  北大西洋海流上空からの風は？ 偏西風  

96 ↑のような気候を何という？ 西岸海洋性気候 

97 オランダの国土の４分の１をしめる干拓地 ポルダー 

98 北極海沿岸の複雑な海岸地形がつくられた原因 氷河によって浸食された 

99 地球温暖化の原因と考えられる代表的な温室効果ガス 二酸化炭素ＣＯ２ 

100 温暖化により起きること 海水面の上昇 砂漠化など 

101 環境対策の一つ，資源を再利用すること リサイクル 

102 家畜の飼料と作物の栽培を組み合わせた農業 混合農業 

103 乳牛などを飼育し，乳製品を作る農業 酪農 

104 オランダ・ベルギー・ルクセンブルクの三国をまとめて ベネルクス三国 

105 ＥＵとは   ヨーロピアンユニオン ヨーロッパ連合(欧州連合) 

106 ＥＵの共通の通貨 ユーロ 

107 サウジアラビアの気候は何帯に属するか？ 乾燥帯 

108 サウジアラビアからの輸入量第１位の地下資源 原油 

109 サウジアラビアなど西アジアで信仰される宗教 イスラム教 

110 その宗教の聖地（サウジアラビアにある都市） メッカ 

111 一大陸一国家の国 オーストラリア 

112 オーストラリアとニュージーランドで世界輸出の半分以上 羊毛(ウール) 毛織物の原料 



113 オーストラリア中国で輸出の半分近くをしめる地下資源 石炭 

114 オーストラリア大陸に白人が移り住む以前の先住民 アボリジニ 

115 オーストラリアの世界自然遺産の一つ，一枚岩の山 ウルル山（エアーズロック） 

116 ブラジルを流れる世界一流域面積の広い大河 アマゾン川 

117 その流域で急速に失われている自然（何林） 熱帯林(セルバ) 

118 ブラジルが世界の４分の１をしめる農産物 コーヒー ※原産地はエチオピアだけ

どポルトガルの植民地時代にプランテーシ

ョンとして植えられた 

119 ブラジルに移り住んだ日本人とその子孫 日系ブラジル人 

120 ブラジルの公用語は他の南アメリカ諸国とはちがって何

語ですか？ 

ポルトガル語(他の南アメリカ

諸国はスペイン語) 

 

平成 26 年度 冬休みの課題 NO.7 【歴史の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校  年  組  番 氏名                

121 アメリカ植民地がイギリスと戦争し独立宣言をした年は？ 1776年 ※2000をたすと富士山

の高さ 3776ｍになります。 

122 ヨーロッパで国王が絶対的な権力を持って行った政治 絶対王政 

123 1789 年フランスで出された宣言（自由・平等・人民主権） フランス人権宣言 

124 フランス革命後ヨーロッパを征服し皇帝となった人物 ナポレオン 

125 18 世紀後半イギリスで起きた機械工業の発達による変革 産業革命 

126 資本家が労働者をやとって生産する経済のしくみ（主義） 資本主義経済 

127 労働者を中心とする平等な社会をめざす考え方（主義） 社会主義経済 

128 1861 アメリカで自由貿易と奴隷制をめぐり起きた内戦 南北戦争 日本では幕末のころ 

129 その戦争中リンカーン大統領が演説した民主主義を表すことば 人民の人民による人民の 

政府(政治) 

130 1840 年イギリスと清との間で麻薬の密輸で起きた戦争 アヘン戦争 

 

131 1851 年清で平等をめざした農民が起こした乱 太平天国の乱 ※このためイギ

リスの日本進出が遅れアメリカに

先を越された 

132 19 世紀～インドを植民地にしていた国 イギリス 

133 1853 年黒船を率いて浦賀に来航したアメリカ人 マシュウ・カルブレイス・ペリー 

134 1854 年日本がアメリカと結んだ条約（下田・函館の開港） 日米和親条約 



135 1858 日本とアメリカとの自由貿易条約（５港開港） 日米修好通商条約 

136 その条約を結んだ大老（アメリカ側は総領事ハリス） 井伊直弼 （2015 年大河ドラマ「花

燃ゆ」では高橋英樹が演じます） 

137 その条約が不平等なのは，①何を認めたこと 領事裁判権(治外法権) 

138 その条約が不平等なのは，②何がないこと 関税自主権 

139 開国後，朝廷をおしたてて，欧米の勢力を排除する運動 尊王攘夷運動 ※尊王は尊皇と

書くこともある 

140 薩摩藩がイギリス人を殺害した事件（薩英戦争の原因） 生麦事件 ※開港間もない横浜の

生麦村で起こった 

141 薩長同盟のなかだちをした土佐藩出身の人物 坂本龍馬（竜馬） 

142 約 260 年間続いた江戸幕府最後の将軍（15 代将軍） 徳川慶喜（よしのぶ） 

143 1867 年政権を幕府が朝廷に返したこと 大政奉還 

144 1867 年天皇を中心とする政治にもどす大号令 王政復古の大号令 

145 鳥羽・伏見の戦いに始まった新政府軍と旧幕府軍との戦い 戊辰戦争 

146 1868 年江戸幕府の後の様々な改革と社会の変化 明治維新 

147 明治新政府が出した新しい政治の方針 五箇条の（御）誓文 

148 同じ年に出された五傍の掲示で相変わらず禁止され，後に外国の抗議で削除されたのは何教の信仰の禁止 キリスト教 

149 1869 年大名に土地と人民を政府に返させたこと 版籍奉還 

150 1871 年中央集権をめざし藩を廃して府・県を置いたこと 廃藩置県 

 

平成 26 年度 冬休みの課題 NO.8 【歴史の語句復習】 

鹿屋市立高須中学校  年  組  番 氏名                

151 江戸時代の士・農・工・商の身分制度を廃止したこと 四民平等 

152 大名は華族，武士は士族，農民や町人は 平民 

153 1871 年えた・ひにんなどのよび名を廃止し，差別をなくすために出された法令 身分解放令 

154 欧米に負けないよう経済を発展させ，軍隊を強くすること 富国強兵 

155 1872 年６歳以上の男女すべてに小学校教育を定めたこと 学生 

156 1873 年満 20 歳以上の男子に兵役の義務を定めたこと 徴兵令 

157 1873 年土地の所有者が現金で地価の３％を納めること 地租改正 

158 政府が近代産業をさかんにしようとした政策 殖産興業 

159 北海道の開拓とロシアへの警備を兼ねた人々 屯田兵 

160 北海道の開拓により土地や漁場をうばわれた先住民 アイヌ民族 

161 欧米の文化を取り入れ，伝統的な生活が変化したこと 文明開化 



162 官営模範工場として群馬県につくられた工場 富岡製糸場 ※2014 年にユ

ネスコの世界文化遺産に指定 

163 「学問のすゝめ」（『天は人の上に人をつくらず人の下に人をつくらず・・』）の著者 福沢諭吉 ※日本銀行券壱万円札

の肖像の人物 

164 1872 年より１年 10か月，欧米１２か国を訪問した使節団 岩倉使節団 

165 その使節団の本来の目的 不平等条約の改正 

166 武力を用いてでも，朝鮮に新たな外交関係を認めさせる考え 征韓論 

167 1875 年日本が朝鮮との間で起こした事件（ソウル近くの島を占領した） 江華島事件 

168 1871 年清と対等な条件で結んだ条約 日清修好条規 

169 1875 年朝鮮国におしつけた平等条約 日朝修好条規 

170 1875 年ロシアと結んだ領土に関する条約 樺太・千島交換条約 

171 1879 年武力を背景に沖縄県を設置したこと 琉球処分 

172 1877 年西郷隆盛を中心に鹿児島の士族がおこした反乱 西南戦争 

173 藩閥政治を批判し，議会政治の実現をめざした運動 自由民権運動 

174 自由党の党首（「○○死すとも自由は死せず」） 板垣退助 

175 大隈重信を党首とするイギリス流の政党 立憲改進党 

176 1885 年内閣制度ができたときの初代内閣総理大臣 伊藤博文 

177 1889 年 2 月 11 日ドイツをもとに発布された憲法 大日本帝國憲法 

178 その憲法では主権は誰にあるか 天皇 

179 帝国議会の二院制は衆議院ともう一つは 貴族院 

180 衆議院議員の選挙権は，国税を（ ）円以上納める・・・ １５円以上納める 25 歳以上の男子 

 


