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解き易い！記述形式問題出題例 

H23 年  大問 2-5  大問 4-3 

H22 年  大問 2-4   

H21 年  大問 4-5 

H20 年  大問 2-5 

H19 年  大問 3-5  大問 4-5 

H18 年  大問 2-5  大問 4-3 

H17 年  大問 2-5  大問 3-2 



発生月 出来事 内容 関連すること

ジャスミン革命
チュニジアで起こった政治革命
エジプト・リビア等アラブ諸国に革命の動きが広まった
インターネットが力を発揮

イスラム教
独裁政権
インターネット

尖閣諸島中国漁船衝突事件

日本領海の尖閣諸島沖で領海侵犯をしていた中国漁船船長を逮捕。その
後釈放される
当時の海上保安庁職員により衝突から逮捕までの様子がネット上に流され
た

日本の領土
排他的経済水域

日本の東・西・南・北端

3 東日本大震災

Ｍ９の観測史上最大の地震
津波による大きな被害をもたらす
経済活動にも大きな影響を与えた
レベル７の原子力事故をもたらす

原子力発電
ＮＧＯ・ＮＰＯ
自衛隊

焼肉酒屋えびすの集団食中毒事件
同店で出されたユッケなどによる集団食中毒
死亡者を多く出した
生肉の基準が厳しくなった

食の安全
商品の流通

英ウィリアム王子結婚式
ケンブリッジ公ウィリアム王子と一般女性のケイト・ミドルトンの結婚式が行
われた
全世界にその模様は放送された

日本の天皇制

5 ウサマビンラディン殺害
９・１１同時多発テロの首謀者であるウサマビンラディンが潜伏先のパキスタ
ンでアメリカ軍により殺害された

９・１１
テロ問題

6 女子サッカーワールドカップで日本が優勝
ドイツで行われたＦＩＦＡ女子ワールドカップで日本が決勝でアメリカをＰＫで
下し優勝
チームで初めて国民栄誉賞に選ばれた

男女共同参画社会基本法
男女雇用機会均等法
ジェンダーフリー

7 地上デジタル放送完全移行
従来のアナログ放送が中止されデジタル放送に完全移行
専用のチューナーでアナログテレビでも視聴可

物の流通
消費支出の増加

8 野田政権発足 菅直人の辞職により野田佳彦が第９５代内閣総理大臣に就任
議院内閣制
国会
内閣

10 世界の人口７０億人突破 国連が世界人口が１０月３１日７０億人に達したと発表
人口爆発
人口ピラミッド
少子高齢

11 ＴＰＰ問題

農業だけでなく知的財産権・医療・労働・金融などの貿易自由化
シンガポール・ニュージーランド・ブルネイ・チリが参加国
アメリカ・オーストラリア・ペルー・ベトナムが参加表明
日本は協議中

不平等条約
貿易摩擦
ＡＳＥＡＮ

時事問題一覧(H23年中の出来事)

1

4



北海道地方の白地図

　　　　北見山地北見山地北見山地北見山地

日高山脈日高山脈日高山脈日高山脈

大雪山大雪山大雪山大雪山

十勝岳十勝岳十勝岳十勝岳

　　　　サロマサロマサロマサロマ湖湖湖湖

　　　　石狩川石狩川石狩川石狩川 根釧台地根釧台地根釧台地根釧台地
（（（（酪農酪農酪農酪農））））

石狩平野石狩平野石狩平野石狩平野
（（（（稲作稲作稲作稲作））））

◎◎◎◎札札札札　　　　幌幌幌幌 　　　　十勝平野十勝平野十勝平野十勝平野
（（（（畑作畑作畑作畑作））））

　　　　択捉島択捉島択捉島択捉島

　　　　国後島国後島国後島国後島

●●●●釧釧釧釧　　　　路路路路

北洋漁業の
基地

食品工業食品工業食品工業食品工業

鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業

●●●●室室室室　　　　蘭蘭蘭蘭

北方領土北方領土北方領土北方領土
（（（（ロシアロシアロシアロシアにににに返還返還返還返還
をををを要求要求要求要求））））

アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族

農業農業農業農業
稲作、酪農、畑作など、いずれも全国一の生産を
誇っている。根釧台地のパイロットファームは、酪農
の大規模経営で知られている。

工業工業工業工業
札幌・帯広などで、地元の農林水産物を加工した食
品工業が盛ん。
室蘭で鉄鋼業、苫小牧で製紙工業が行われてい
る。

アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族
明治以降、移住者により圧迫を受けてきたが、1997
年、文化や人権の保護を目的とする、アイヌ文化振
興法が制定された。



東北地方の白地図

　　　　山形県山形県山形県山形県
　　　　宮城県宮城県宮城県宮城県

　　　　福島県福島県福島県福島県

　　　　秋田県秋田県秋田県秋田県

　　　　岩手県岩手県岩手県岩手県

青森県青森県青森県青森県

◎◎◎◎青森青森青森青森

◎◎◎◎秋田秋田秋田秋田

山形山形山形山形◎◎◎◎ 仙台仙台仙台仙台◎◎◎◎

盛岡盛岡盛岡盛岡◎◎◎◎

◎◎◎◎福島福島福島福島

奥奥奥奥
羽羽羽羽
山山山山
脈脈脈脈

北北北北
上上上上
高高高高
地地地地

出出出出
羽羽羽羽
山山山山
地地地地

最上川最上川最上川最上川

北上川北上川北上川北上川

阿武隈川阿武隈川阿武隈川阿武隈川

りんごりんごりんごりんご

さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ

八郎潟八郎潟八郎潟八郎潟

コメコメコメコメ

もももももももも

コメコメコメコメ

コメコメコメコメ

リリリリ
アアアア
スススス
式式式式
海海海海
岸岸岸岸

やませやませやませやませ

●●●●

●●●●

●●●●

漁港漁港漁港漁港

鉄器鉄器鉄器鉄器

原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電

　　　　津軽半島津軽半島津軽半島津軽半島
地場産業地場産業地場産業地場産業
熟練された技術により、鉄器（南部鉄器）、漆器（津軽塗）な
どの地場産業が各地で行われている。
ＩＣＩＣＩＣＩＣ工場工場工場工場
高速道路や空港沿いに、電気機器やＩＣ工場が近年多く分
布
している。

稲作稲作稲作稲作
庄内平野、仙台平野、秋田平野など、日本を代表する穀倉
地帯となっている。八郎潟の干拓地で大規模経営が行われ
ている。
くだものくだものくだものくだもの
青森のりんご、山形のさくらんぼ、福島のもも・なしはそれぞ
れ全国有数の生産地である。



その他（出版・
印刷を含む）

金属

食料品 繊維

機械 化学

関東内陸

京　葉

関東地方の白地図

京　浜

東東東東　　　　京京京京◎◎◎◎

さいたまさいたまさいたまさいたま◎◎◎◎

　　　　水水水水　　　　戸戸戸戸◎◎◎◎

　　　　◎◎◎◎千千千千　　　　葉葉葉葉

　　　　◎◎◎◎宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮

　　　　横横横横　　　　浜浜浜浜◎◎◎◎

　　　　前前前前　　　　橋橋橋橋◎◎◎◎

男体山男体山男体山男体山

赤城山赤城山赤城山赤城山

浅間山浅間山浅間山浅間山

筑波山筑波山筑波山筑波山

いちごいちごいちごいちご

ｷｬﾍｷｬﾍｷｬﾍｷｬﾍﾞ゙゙゙ﾂﾂﾂﾂ
（（（（嬬恋村嬬恋村嬬恋村嬬恋村））））

　　　　霞霞霞霞ヶヶヶヶ浦浦浦浦

らっかせいらっかせいらっかせいらっかせい

　　　　埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

　　　　栃木県栃木県栃木県栃木県

　　　　茨城県茨城県茨城県茨城県
　　　　群馬県群馬県群馬県群馬県

　　　　千葉県千葉県千葉県千葉県
　　　　神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

　　　　東京都東京都東京都東京都

鹿島臨海鹿島臨海鹿島臨海鹿島臨海
工業地域工業地域工業地域工業地域

関東内陸関東内陸関東内陸関東内陸
工業地域工業地域工業地域工業地域

京葉工業地域京葉工業地域京葉工業地域京葉工業地域

京浜工業地帯京浜工業地帯京浜工業地帯京浜工業地帯

都内では印刷・

出版業が盛ん
　　　　関東山地関東山地関東山地関東山地

　　　　利根川利根川利根川利根川
京浜工業地帯京浜工業地帯京浜工業地帯京浜工業地帯
機械・化学工業が中心だが、東京都内は出版・印刷業が盛ん。
京葉工業地域京葉工業地域京葉工業地域京葉工業地域
大規模な石油化学コンビンナートがあり、化学工業が盛ん。
関東内陸工業地域関東内陸工業地域関東内陸工業地域関東内陸工業地域
自動車など、機械工業が中心。食品産業も盛ん。

近郊農業近郊農業近郊農業近郊農業
大都市への距離が近いことを活かして、大都市に生産物を供給する
農業



信越・北陸地方の白地図

　　　　長野県長野県長野県長野県

　　　　富山県富山県富山県富山県

　　　　石川県石川県石川県石川県

　　　　福井県福井県福井県福井県

　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

　　　　新潟県新潟県新潟県新潟県

　　　　山梨県山梨県山梨県山梨県

◎◎◎◎金沢金沢金沢金沢

◎◎◎◎岐阜岐阜岐阜岐阜

◎◎◎◎長野長野長野長野

◎◎◎◎福井福井福井福井

◎◎◎◎富山富山富山富山

◎◎◎◎新潟新潟新潟新潟

◎◎◎◎甲府甲府甲府甲府

木木木木
曽曽曽曽
山山山山
脈脈脈脈

赤赤赤赤
石石石石
山山山山
脈脈脈脈

飛飛飛飛
騨騨騨騨
山山山山
脈脈脈脈

立山立山立山立山

八八八八ヶヶヶヶ岳岳岳岳

神通川神通川神通川神通川

　　　　佐渡島佐渡島佐渡島佐渡島

　　　　能登半島能登半島能登半島能登半島

全国有数全国有数全国有数全国有数
のののの米米米米どころどころどころどころ

漆漆漆漆　　　　器器器器

日日日日　　　　本本本本
アルプスアルプスアルプスアルプス

諏訪湖諏訪湖諏訪湖諏訪湖

地場産業地場産業地場産業地場産業
熟練された技術により、漆器（輪島塗）、製薬（富山
市）などの地場産業が各地で行われている。

稲作稲作稲作稲作（（（（越後平野越後平野越後平野越後平野））））
東北と並ぶ穀倉地帯で、冬の豪雪のため、水田単
作地帯となっている。魚沼産コシヒカリが有名。

富士山富士山富士山富士山

　　　　若狭湾若狭湾若狭湾若狭湾

原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電

信濃川信濃川信濃川信濃川
（（（（全長全長全長全長がががが日本一日本一日本一日本一））））

精密機械精密機械精密機械精密機械



食料品 繊維 その他

中京中京中京中京
工業地帯工業地帯工業地帯工業地帯

東海地方の白地図

金属 機械 化学

赤赤赤赤
石石石石
山山山山
脈脈脈脈

◎◎◎◎静静静静　　　　岡岡岡岡

中京工業地帯中京工業地帯中京工業地帯中京工業地帯
中京工業地帯は現在全国第１位の出荷額で、豊田の自
動車をはじめとする、機械工業の割合が非常に高いこと
が特徴である。

茶茶茶茶（（（（牧牧牧牧ノノノノ原台地原台地原台地原台地））））
水はけのよい台地で、茶葉の生産が盛ん。静岡県で、
全国の約５０％を占めている。

木木木木
曽曽曽曽
山山山山
脈脈脈脈

日日日日　　　　本本本本
アルプスアルプスアルプスアルプス

飛飛飛飛
騨騨騨騨
山山山山
脈脈脈脈

焼津焼津焼津焼津●●●●
（（（（遠洋漁業遠洋漁業遠洋漁業遠洋漁業））））

おおおお　　　　茶茶茶茶

　　　　静岡県静岡県静岡県静岡県

みかんみかんみかんみかん

　　　　（（（（うなぎうなぎうなぎうなぎ））））

　　　　浜名湖浜名湖浜名湖浜名湖

園芸作物園芸作物園芸作物園芸作物

　　　　渥美半島渥美半島渥美半島渥美半島

　　　　愛知県愛知県愛知県愛知県

●●●●豊豊豊豊　　　　田田田田
（（（（自動車自動車自動車自動車））））

◎◎◎◎名古屋名古屋名古屋名古屋

◎◎◎◎岐岐岐岐　　　　阜阜阜阜

　　　　岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県

　　　　知多半島知多半島知多半島知多半島

■■■■
中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港

（（（（石油化学石油化学石油化学石油化学ｺﾝﾋｺﾝﾋｺﾝﾋｺﾝﾋﾞ゙゙゙ﾅｰﾄﾅｰﾄﾅｰﾄﾅｰﾄ））））
四日市四日市四日市四日市●●●●

津津津津◎◎◎◎

　　　　三重県三重県三重県三重県

中京工業地帯中京工業地帯中京工業地帯中京工業地帯

木曽川木曽川木曽川木曽川

長良川長良川長良川長良川

い  びい  びい  びい  び

揖斐川揖斐川揖斐川揖斐川

輪輪輪輪　　　　中中中中

（（（（オートバイオートバイオートバイオートバイ））））
●●●●浜浜浜浜　　　　松松松松



阪神阪神阪神阪神
工業地帯工業地帯工業地帯工業地帯

近畿地方の白地図

金属 機械 化学

食料品 繊維 その他

紀伊山地紀伊山地紀伊山地紀伊山地

津津津津◎◎◎◎

◎◎◎◎大大大大　　　　津津津津京京京京　　　　都都都都◎◎◎◎

◎◎◎◎奈奈奈奈　　　　良良良良

神神神神　　　　戸戸戸戸
◎◎◎◎

◎◎◎◎和歌山和歌山和歌山和歌山

◎◎◎◎大大大大　　　　阪阪阪阪

　　　　大阪府大阪府大阪府大阪府

　　　　京都府京都府京都府京都府

　　　　奈良県奈良県奈良県奈良県
　　　　三重県三重県三重県三重県

　　　　兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

　　　　滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県

　　　　和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県

　　　　琵琶湖琵琶湖琵琶湖琵琶湖

みかんみかんみかんみかん

　　　　淀淀淀淀　　　　川川川川

淡路島淡路島淡路島淡路島
吉吉吉吉　　　　野野野野　　　　杉杉杉杉　　　　紀紀紀紀ノノノノ川川川川

　　　　若狭湾若狭湾若狭湾若狭湾

おおおお　　　　茶茶茶茶

阪神工業地帯阪神工業地帯阪神工業地帯阪神工業地帯

関西国際空港関西国際空港関西国際空港関西国際空港■■■■

阪神工業地帯阪神工業地帯阪神工業地帯阪神工業地帯
阪神工業地帯は現在全国第３位の出荷額で、昔から
発達していた。機械や金属の割合が高いが、他工業地
域と比べ繊維産業の比率も高いことが特徴である。

林業林業林業林業（（（（紀伊山地紀伊山地紀伊山地紀伊山地））））
すぎ、ひのきの人工林が多く、林業が盛ん。近年では、
輸入木材の増加や労働者の高齢化が問題となってい
る。

　　　　標準時子午線標準時子午線標準時子午線標準時子午線
（（（（東経東経東経東経135135135135度度度度））））

明明明明　　　　石石石石
　　　　●●●●

真真真真　　　　珠珠珠珠

　　　　英虞湾英虞湾英虞湾英虞湾

世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産



食料品 繊維 その他

中国・四国地方の白地図

瀬戸内瀬戸内瀬戸内瀬戸内
工業地域工業地域工業地域工業地域

金属 機械 化学

四国山地四国山地四国山地四国山地

　　　　高知県高知県高知県高知県

　　　　香川県香川県香川県香川県

　　　　徳島県徳島県徳島県徳島県
　　　　愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

　　　　岡山県岡山県岡山県岡山県

　　　　島根県島根県島根県島根県

　　　　広島県広島県広島県広島県

　　　　山口県山口県山口県山口県

　　　　鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県

中国山地中国山地中国山地中国山地

◎◎◎◎広広広広　　　　島島島島

◎◎◎◎松松松松　　　　山山山山

◎◎◎◎山山山山　　　　口口口口

松松松松　　　　江江江江◎◎◎◎

◎◎◎◎岡岡岡岡　　　　山山山山

◎◎◎◎鳥鳥鳥鳥　　　　取取取取

高高高高　　　　松松松松◎◎◎◎

徳徳徳徳　　　　島島島島◎◎◎◎

◎◎◎◎高高高高　　　　知知知知

瀬戸大橋瀬戸大橋瀬戸大橋瀬戸大橋

大大大大　　　　山山山山
だいせんだいせんだいせんだいせん

吉野川吉野川吉野川吉野川

みかんみかんみかんみかん 高知平野高知平野高知平野高知平野

冬、ビニールハウ
スを使った野菜の
促成栽培が盛ん

ぶどうぶどうぶどうぶどう、、、、もももももももも、、、、
いいいい草草草草（（（（畳畳畳畳のののの原料原料原料原料））））

瀬戸内工業地域瀬戸内工業地域瀬戸内工業地域瀬戸内工業地域
瀬戸内工業地域は化学工業が盛んで、岡山県倉敷市にあ
る水島コンビナートが代表的。広島市の自動車工業、呉市
の造船業など、機械工業も発達している。

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

石油化学石油化学石油化学石油化学コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート

●●●●

境港境港境港境港（（（（漁港漁港漁港漁港））））

四万十川四万十川四万十川四万十川

太田川太田川太田川太田川

鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘

瀬瀬瀬瀬　　　　　　　　　　　　戸戸戸戸　　　　　　　　　　　　内内内内　　　　　　　　　　　　海海海海
下下下下　　　　関関関関
●●●●

促成栽培促成栽培促成栽培促成栽培（（（（高知平野高知平野高知平野高知平野））））
温暖な気候を利用して、ビニルハウスで農作物を作成し、
他の地域と出荷時期をずらすことにより、農作物が高く売
れる

関門海峡関門海峡関門海峡関門海峡



金属 機械 化学

食料品 繊維 その他

九州地方の白地図

阪　神

中　京

北九州

京　浜

福　岡

◎◎◎◎福  岡福  岡福  岡福  岡

●●●●北九州北九州北九州北九州

大 分大 分大 分大 分◎◎◎◎

◎◎◎◎宮宮宮宮　　　　崎崎崎崎

鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島◎◎◎◎

◎◎◎◎熊 本熊 本熊 本熊 本

佐 賀佐 賀佐 賀佐 賀◎◎◎◎

長 崎長 崎長 崎長 崎◎◎◎◎

大淀川大淀川大淀川大淀川

筑後川筑後川筑後川筑後川

雲仙岳雲仙岳雲仙岳雲仙岳

桜島桜島桜島桜島

阿蘇山阿蘇山阿蘇山阿蘇山

シラスシラスシラスシラス台地台地台地台地

　　　　宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

　　　　大分県大分県大分県大分県

　　　　熊本県熊本県熊本県熊本県

　　　　長崎県長崎県長崎県長崎県

　　　　佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県

　　　　福岡県福岡県福岡県福岡県

　　　　鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

諫早湾諫早湾諫早湾諫早湾
干拓地干拓地干拓地干拓地

　　　　温泉温泉温泉温泉

冬、ビニールハウ
スを使った野菜の
促成栽培が盛ん シリコンアイランドシリコンアイランドシリコンアイランドシリコンアイランド

空港の近くに、ＩＣ（集積回路）工場が多くつくられている。

世界最大の
カルデラ

有有有有
明明明明
海海海海

造船業造船業造船業造船業

筑紫山地筑紫山地筑紫山地筑紫山地

九州山地九州山地九州山地九州山地

　　　　対馬海流対馬海流対馬海流対馬海流

　　　　鹿児島県・宮崎県
は、畜産業が盛ん

宮崎平野宮崎平野宮崎平野宮崎平野

北九州工業地域は、かつては官営の八幡製鉄所を中心に、鉄鋼
業が栄えていた。しかし、近年は出荷額が落ち込んでいる。

促成栽培促成栽培促成栽培促成栽培（（（（宮崎平野宮崎平野宮崎平野宮崎平野））））
温暖な気候を利用して、ビニルハウスで農作物を作成し、他の地
域と出荷時期をずらすことにより、農作物が高く売れる
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