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1 	 明
あき

夫
お

さん、有
ゆう

子
こ

さん、先生の３人が教室で話をしています。後の各問いに答えなさい。

先　生　：　１から９の数字が書かれたカードが１枚ずつあります。これらのカードをすべて使っ
て３ケタの数を作り、その和について調べてみよう。	

明　夫　：　２３７、４１６、９８５の３ケタの数の組の和は、１６３８になったよ。
先　生　：　よくできましたね。それでは、３ケタの３つの数の和が、一番大きい奇数になるよう

にするにはどうしたらよいかな。
有　子　：　じゃあ、今度は私が３ケタの３つの数の組を作ってみるね。
	 ４３１、８２７、９６５はどうかな。
明　夫　：　その和は奇数になっているよ。でも、一番大きい奇数になっているのかな。

【問題１】	 ３ケタの３つの数の和を一番大きい奇数にするには、どのような数の組を作るとよいでしょう
か。２とおりの組を作ってみよう。

先　生　：　今度は、下の図のような形にカードを並べて、縦の和と横の和が等しくなるようにし
てみよう。

明　夫　：　おもしろそうだね。真ん中の場所に４のカードを並べてから、残りのカードを並べて
みよう。

有　子　：　この方法では、うまくいかないわね。

【問題２】	 真ん中の場所に４のカードを並べてから、残りのカードを並べる方法はどうしてうまくいかな
いと考えられますか。その考え方を書きなさい。

【問題３】	 図のような形にカードを並べて、縦の和と横の和が等しくなるようにするには、どのように
カードを並べるとよいですか。２とおりの並べ方を作ってみよう。

４
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2 	 明夫さん、有子さん、先生の３人が教室で話をしています。次の〈Ａ〉～〈Ｃ〉の会話文を読み、
後の各問いに答えなさい。

〈Ａ〉
先　生　：　今日の授業は、日本の人口をいろいろな面から見ていこう。
	 君たちは、現在の日本の人口がどれくらいか知っているかな。
明　夫　：　確か１億２千万人くらいだったかな。
先　生　：　そうだね。約１億2690万人（2016年10月現在）だよ。
	 総人口は、増えているのか、減っているのかは知っているかな。
有　子　：　確か2008年が人口のピークで、それ以降人口は減っているんじゃなかったっけ。
先　生　：　よく知っているね。
	 それでは、日本の人口が今までどのように変化してきたのか見てみよう。
	 次のグラフ（資料①）を見てごらん。

資料①　我が国における総人口の長期的推移　（総務省統計局より）

先　生　：　このグラフを見て、何か気づくことはあるかな。
明　夫　：　明治維新以降、急激に人口が増えてるよ。
先　生　：　近代化を進めて社会が豊かになったから、人口も増えたんだね。
	 ほかに気づいたことはないかな。
有　子　：　江戸幕府が成立した後も、人口が急に増えてる。
明　夫　：　本当だ。約100年間で２倍以上だね。
	 このときも社会が豊かになったのかな。
先　生　：　そのとおり。
	 実は、水田の面積は1600年ごろに約164万町歩（※）だったものが、1700年ごろには

約297万町歩へと約1.8倍にもなっているんだ。
	 農業の生産力が高まったことにともなって、人口も増えたんだよ。
明　夫　：　でも、何で田んぼの面積が増えたんだろう。
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有　子　：　1600年というと関ヶ原の戦いのころだから、戦国時代が終わって世の中が平和になっ
たからかな。

先　生　：　よく気づいたね。でもそれ以外にも理由があるんだ。
	 その理由を考えてみよう。

※ 町歩は面積の単位　１町歩≒9917㎡

【問題１】	 会話文の中で有子さんが気づいたとおり、1600年ごろから1700年ごろにかけて、日本の水田
面積が約1.8倍になったのは、戦国時代が終わって世の中が平和になったことが理由の一つで
す。しかし、それ以外にもいくつか考えられる理由があります。次の年表（資料②）を参考に
して、その理由を1つあげなさい。

資料②　戦国末～江戸初期の年表

年　代 で　き　ご　と
1588年
1590年
1591年
1600年

1615年

1616年

豊臣秀吉が刀狩令を出し、農民から武器を取り上げる
秀吉が小田原の北条氏を滅ぼし、全国を統一する
秀吉が人掃令（身分統制令）を出し、農民と武士の身分を分ける
関ヶ原の戦いがおこり、東軍（徳川家康）が勝利する
西軍（石田三成）についた多くの大名が、取りつぶされる
大坂の役がおこり、徳川家康が豊臣家を滅ぼす
家康が武家諸法度を制定する
福島正則が武家諸法度に違反（城を無断で改修）し、領地を没収される

〈Ｂ〉
先　生　：　それでは次に、人口の男女比率について考えてみよう。
	 人口性比という言葉を知っているかな。
明夫・有子：　聞いたことがありません。
先　生　：　人口性比というのは、男女の比率をあらわす言葉で、女性の人口を100とした場合の

男性の人口の比率をあらわす数字なんだ。
	 人口性比が100より大きければ、女性より男性の方が多いことになるね。
明　夫　：　確か、自然な状態では女の子より男の子の方が多く生まれるって聞いたことがあるよ。
有　子　：　それなら、人口性比は100より大きくなるのかな。
先　生　：　人口性比は時代によって変わるんだ、次のグラフ（資料③）を見てごらん。
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資料③　男女別人口及び人口性比の推移　（総務省統計局より）

先　生　：　このグラフを見て、何か気づいたことはないかな。
明　夫　：　1930年ごろから比率がだんだん落ちて、1945年は急激に比率が落ち込んでいるね。
先　生　：　そうだね。
	 （　ア　）によって男性の数が少なくなったことが分かるね。
	 その他にはどうだろう。
有　子　：　1975年以降も、だんだんと比率が下がってる。
先　生　：　そうだね。比率が下がるということは、女性に比べて男性の数が減っていることにな

るんだけど、なぜだか分かるかな。

【問題２】	 人口性比が1940年から1945年にかけて急激に落ち込んでいる理由を考えながら、会話文の	
空らん（　ア　）に入る語句を答えなさい。

【問題３】	 会話文の中で有子さんが気づいたとおり、最近の性比は1975年から1980年頃をピークにだん
だんと低下しています。その理由を下の表（資料④）を参考にして、説明しなさい。

資料④　年齢別人口性比　（総務省統計局　2010年）

年齢
人口（千人） 人口

性比 年齢
人口（千人） 人口

性比男 女 男 女
0 535 511 104 .8 50 766 766 99 .9
10 603 572 105 .4 60 1018 1049 97 .0
20 620 599 103 .5 70 707 794 89 .1
30 790 772 102 .3 80 406 584 69 .6
40 946 928 102 .0 90 80 237 33 .6

1920	 1925	 1930	 1935	 1940	 1945	 1950	 1955	 1960	 1965	 1970	 1975	 1980	 1985	 1990	 1995	 2000	 2005	 2010
（年）
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〈Ｃ〉
先　生　：　それでは最後に、産業別の人口比率がどのように変化したかについて考えてみよう。
	 下の図（資料⑤）は、1970年から2000年にかけて、第一次産業の人口比率がどのよ

うに変化したかをあらわしたものだけれど、図を見て何か気付いたことはあるかな？

資料⑤　第一次産業の人口比率の推移（1970年・2000年の国勢調査より）

有　子　：　やっぱり日本全体で第一次産業に関わる人の数は減っているみたい。
明　夫　：　新潟県や秋田県は第一次産業が盛んな県というイメージがあるけれど、大都市圏の埼

玉県や千葉県よりも減っているんだね。
有　子　：　同じ第一次産業が盛んな県でも北海道や青森県・長野県はあんまり減っていないね。
先　生　：　第一次産業が盛んな県でも、減少率に差があるね。
	 この差の理由はなぜだと思う？

75％以上減少

70 ～ 75％減少

60 ～ 70％減少

50 ～ 60％減少



― 6 ―

【問題４】	 明夫さんと有子さんが気づいたとおり、資料⑤の第一次産業の変化を見ると、第一次産業が盛
んな県でも、秋田県や新潟県と、北海道や青森県・長野県・山梨県などの間には減少率に差が
あります。その理由を、次の表（資料⑥）と年表（資料⑦）を参考にして説明しなさい。

資料⑥　都道府県別農産物生産　（データブック 2000年より）

米収穫量 小麦収穫量 レタス収穫量 リンゴ収穫量 乳用牛飼育頭数
順位 都道府県名 順位 都道府県名 順位 都道府県名 順位 都道府県名 順位 都道府県名

１ 北海道 １ 北海道 １ 長野 １ 青森 １ 北海道
２ 新潟 ２ 福岡 ２ 茨城 ２ 長野 ２ 岩手
３ 秋田 ３ 群馬 ３ 香川 ３ 山形 ３ 千葉
４ 宮城 ４ 埼玉 ４ 兵庫 ４ 岩手 ４ 栃木
５ 山形 ５ 茨城 ４ 静岡 ５ 福島 ４ 群馬

資料⑦　食糧政策についての年表

年　代 で　き　ご　と
1942年
1960年
1961年
1967年
1969年
1971年
1991年
1995年

食糧管理法が成立し、米の生産から流通まで政府が統制する
農産品121品目の輸入が自由化される
農業基本法が成立し、農業の生産力があがる
米の自給率が100％を超える
自主流通米制度がはじまり、一部の米は政府を通さずに販売することが認められる
減反政策がはじまる
日米農産物交渉で、牛肉・オレンジの輸入が自由化される
食糧管理法が廃止され、米の売買が自由化される
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先　生　	：	　次は、第二次産業と第三次産業の人口比率の変化についてみてみよう。
	 下の図（資料⑧）と表（資料⑨）を見てごらん。

資料⑧　第二次産業の人口比率の推移（1970年・2000年の国勢調査より）

資料⑨　第三次産業に関わる人口の比率の順位　（2015年国勢調査より）

順位 都道府県名 ％ 順位 都道府県名 ％
1 東　京 82 .1	 6 大　阪 75 .1	
2 沖　縄 80 .0	 7 北海道 74 .7	
3 神奈川 76 .7	 8 京　都 74 .2	
4 千　葉 76 .5	 9 奈　良 73 .9	
5 福　岡 75 .9	 10 埼　玉 73 .4

先　生　	：	　まず第二次産業の変化（資料⑧）だけど、どんなことが分かるかな？
	 地方ごとに分けてみると分かりやすいよ。
有　子　：　東北地方は、すべての県で30％以上増えているみたい。
明　夫　	：	　本当だ。東北地方の県はみんな伸びているね。
	 どうしてだろう。

減少

 0 ～ 15％増加

15 ～ 30％増加

30％以上増加
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先　生　：　東北地方は、（　イ　）が安いため大きな工場を建てやすく、とくに電子機械工業の
工場が進出したんだ。

	 また、東北自動車道や東北（　ウ　）など高速交通網の整備が進んだことも第二次産
業が成長した理由としてあげられるね。

先　生　：　第三次産業はどうだろう？
	 表（資料⑨）を見て、何か気づくことはあるかな？
有　子　：　やっぱり、第三次産業は大都市圏の周辺の県で伸びているみたい。
明　夫　：　でも、沖縄県と北海道の順位が高いね。
	 大都市圏からは離れているけど、どうしてだろう？
先　生　：	 沖縄と北海道は、逆に大都市圏から離れているために製造業の立地が少ないんだ。	

さらに（　エ　）業が盛んだから第三次産業の比率が高いんだよ。

【問題５】	 第二次産業の人口比率が東北地方で伸びた理由と、沖縄県・北海道の第三次産業の人口比率が
高い理由を考えながら、上の会話文の空らん（　イ　）～（　エ　）に入る語句を答えなさい。
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3 	 明夫さん、有子さん、先生の３人が教室で話をしています。後の各問いに答えなさい。

明　夫　：　林間学校で行った、里山はたのしかったですね。
先　生　：　里山は、昔からある森を人間が自分たちの生活に使いやすい形に変えていったもので

すが、明夫さんは里山の何が印象に残りましたか。
明　夫　：　昔の人が森の恵みを上手に使って生活している事におどろきました。
先　生　：　というと。
明　夫　：　森に植える木の種類として、クヌギやナラを選んでいた理由を聞いてなるほどと思い

ました。まず、切るときに根を残しておけば、10年～ 20年でまた切れるほどの大き
さに成長するから、まきとして使いやすいこと。また、 ①肥料の原料として使えると
まさに ②一石二鳥だと感じました。

先　生　：　里山の近くに住んでいた人は、家畜を飼うことも多かったので、そのふんなどとクヌ
ギやナラなどの葉を混ぜて、肥料を作っていたようですね。また、家畜のえさとなる
草も里山から得ていたようです。

明　夫　：　 ③家畜のえさとなるような草が生えるためには、適度に木を間引きしないといけませ
んね。

先　生　：　それは、どうしてそう考えましたか。
明　夫　：　 Ａ

【問題１】
（１）	下線部①クヌギやナラが肥料の原料として使いやすいのは、ある季節になるとおきる植物の変化が

理由です。その変化を文章の前後から読み取り、答えなさい。また、その変化がおきる季節を答え
なさい。

（２）	下線部②明夫さんが一石二鳥だと感じたのはどうしてですか。かんたんに説明しなさい。

（３）	下線部③のように明夫さんが考えた理由として、 Ａ にあてはまる文を
前後の文章の流れを参考にして、答えなさい。

先　生　：　有子さんは何が印象に残りましたか。
有　子　：　切ったクヌギやナラに、シイタケを育てていたことが印象に残りました。
先　生　：　というと。
有　子　：　今まで、シイタケなどのキノコのなかまは植物になかま分けされると思っていました。

里山でシイタケが木から育てられているのを見て、植物のなかまではないと考えるよ
うになりました。
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【問題２】
（１）	有子さんは、今までシイタケなどのキノコのなかまは植物になかま分けされると思っていました。

どうしてそのように考えたと思いますか。かんたんに説明しなさい。

（２）	有子さんは、写真にあるようなシイタケのようすを見て、キノコのなかまは植物のなかまではない
と考えました。どうしてそのように考えたと思いますか。かんたんに説明しなさい。

明　夫　：　あと、里山の中に入ると気持ちの良いことがいくつかありました。
先　生　：　たとえば？
明　夫　：　里山の中を歩いているときは、 ④地面がふかふかで歩きごこちがよかったです。
有　子　：　本当に気持ちよかったよね。
先　生　：　なるほど～。

【問題３】	
（１）	下線部④地面がふかふかで歩きごこちがよいと、かちかちな地面より、ある災害が起こりにくいこ

とが知られています。その災害は何と考えますか。

（２）	地面のようすの違いにより、なぜ、（１）の災害が起こりにくくなるのか、かんたんに説明しなさい。

明　夫　：　どうして、里山が少なくなってしまったのでしょうか。
先　生　：　理由はいろいろとありますが、燃料としてたきぎやまきを使わなくなったことも大き

な理由ですね。
明　夫　：　昔の生活では、どのような場面で燃料がたくさん必要になったのでしょうか。
先　生　：　 ⑤今、電気やガスを使っている家事や暖房にまきを使っていました。
有　子　：　そういえば、おばあちゃんの家に遊びに行ったとき、まきを使うストーブを見たこと

があります。
先　生　：　また、⑥塩を作ったり、刃

は

物を作ったり、とう器をやいたりするときにも大量のたきぎ
やまきを必要としました。
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【問題４】
（１）	下線部⑤昔まきを使っていた家事で、今は電気やガスを使っている家事の例を１つあげなさい。

（２）	下線部⑥海水から塩を取り出すには、多くのまきを必要とします。海水100gにはおよそ３gの塩
が含まれています。水100gに溶けられる塩の量はおよそ27gです。なので、100gの海水に含まれ
る水 Ｂ gを蒸発させると、塩が出始めます。

	 しかし、まきを使って加熱して、水を蒸発させるのはとても大変なので、地面を固めた海岸近くの
場所に、海岸から海水をくんできてその場所へまき、水を蒸発させ、塩がくっついた砂を海水で洗
い、こい塩水を作ってから加熱して水を蒸発させていました。

	 この方法も海から海水をくんできて、それをまくのが大変だったので、潮のみちひきを利用する方
法が考えだされました。

（ⅰ）	 Ｂ にあてはまる数字として最も近いものを下から選び、記号で答えなさい。

ア．65　　　イ．75　　　ウ．85　　　エ．95

（ⅱ）	海水に含まれる塩の濃さは、場所によって異なります。次のうち一年間を平均して、もっとも
塩の濃い場所を選び、記号で答えなさい。また、そう考えた理由も答えなさい。

ア．川が海に流れ込む河口付近
イ．イギリスのそばの海
ウ．赤道のそばの海
エ．日本のそばの海




