
1 A～Eの雨温図にあたる都市を記号で答えよ。                                                    
ア、那覇市　イ、長野市　ウ、釧路市 　　　 
エ、高知市　オ、金沢市　カ、高松市

A             B      C　

D              E　　

2 日本固有の領土であるが、韓国により不法占拠
されている島（島根県）を何というか。

3 日本固有の領土であるが、中国などが自分たち
の領土と主張している諸島（沖縄県）は何とい
うか。

4 新潟県糸魚川から松本市、静岡市を結ぶ地溝帯
いといがわ

で、日本を２つに分ける地溝帯を何というか。

5 日本の国土面積は（北方領土も含め）約何㎢
か。 約                                 ㎢

6 日本は多くの島々から成り立っている。その数
はどのくらいか、記号で答えよ。　　　　　　
ア、12850  イ、3850  ウ、6850  エ、750

7 日本列島は、太平洋を取り囲む大山脈である　
（　）の一部である。

各10点 
300点

小６ ♦国土と環境♦
小６上巻１５回

氏名 得点



8 川が山地から平地に流れ出るところにできた傾
斜地を（①）といい、川が河口に流れ出るとこ
ろにできた平地を（②）という。

① ②

9 日本のそばでは、地球の表面を形づくっている岩
の板である（①）が複雑にぶつかり地震の原因
となる。特に静岡県沖から九州沖の海底にある
約1000キロのくぼみの（②）は、東海地震や南
海地震を起こす可能性が考えられている。

① ②

10 日本の東西南北の端に位置する島の名を記号で
答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、与那国島　イ、南鳥島　ウ、択捉島　　　
エ、沖ノ鳥島

北の端 南の端

東の端 西の端

11 大量の生産・消費、大量の廃棄物を排出する、
これまでの大量消費社会から、ごみを減らし、
資源を有効活用し、環境への影響を少なくする
（　）社会への転換が求められている。

12 次の湖の中からカルデラ湖でないものを選べ。
ア、十和田湖　イ、田沢湖　ウ、洞爺湖　　　
エ、琵琶湖

13 水深423mで日本一の湖は（①）湖で、標高
1269mで日本一の湖は（②）湖である。

① ②

14 湖を水源とする川としては、（①）湖が水源の
天竜川、（②）湖が水源の淀川などが有名であ
る。

① ②

15 イギリスで始められた環境保護の方法で、貴重
な自然環境を保護するため、住民がその土地を
買い取ることにより保存していく方法は何か。

16 家庭用電気製品の回収と再利用を、業者に義務
づけ、そのための費用を消費者が負担すること
を決めた法律を何というか。

17 問16の法律において、再利用が義務づけられて
いる家庭用電気製品を答えよ。

18 水鳥の生息地として重要な湿地と、そこにすむ
野生動物を保護するための条約を何というか。
釧路湿原や琵琶湖、藤前干潟（名古屋）などが
登録されている。



19 石油・石炭などの（①）燃料を燃やすことでエ
ネルギーが得られるが、大量の二酸化炭素が発
生し、温暖化の原因となる（②）というはたら
きが生まれる。

① ②

20 地球の上空を取り巻くオゾン層は、太陽からの
（①）を防いでいるが、この層を破壊する原因
物質が（②）であり、冷蔵庫やクーラーに使わ
れてきた。

① ②

21 熱帯林の破壊の原因になるもので、森林を焼き
払い、草木の灰を肥料にする農法を何という
か。

22 過度の放牧・伐採などが原因で、土地が乾燥し
動植物が育たなくなることを何というか。

23 自動車や工場からの硫黄酸化物などを元にした
物質を含む雨を何というか。

24 1972年にスウェーデンの（　）で、国連人間環
境会議が開かれた。

25 問24の会議では人間環境宣言が採択されたが、
そのもととなったスローガン（考え方）を答え
よ。

26 1992年にブラジルの（①）で開かれた国連環境
開発会議の別名は（②）である。

① ②

27 2015年の国連サミットで決められた国際社会共
通の17の目標を何というか。この目標は2030
年までに達成することを目指して採択された。

28 1997年の地球温暖化防止の会議で採択された文
書で、先進国の温室効果ガス削減目標を定めた
文書を何というか。

29 問28に代わって2016年から発効した温暖化防止
の新国際ルールで、世界の平均気温の上昇を産
業革命前と比べて、２度未満に抑えることを目
標とするものは何か。

30 世界各国の二酸化炭素排出量の割合で、多い順
に記号で並び替えよ。（2018年）　　　　　
ア、日本　イ、アメリカ　ウ、中国　エ、インド

　　➡　　　➡　　　➡



1 A～Eの雨温図にあたる都市を記号で答えよ。                                                    
ア、那覇市　イ、長野市　ウ、釧路市 　　　 
エ、高知市　オ、金沢市　カ、高松市

A       エ      B オ     C　イ

D      カ        E　　ウ

2 日本固有の領土であるが、韓国により不法占拠
されている島（島根県）を何というか。 竹島　

3 日本固有の領土であるが、中国などが自分たち
の領土と主張している諸島（沖縄県）は何とい
うか。 尖閣諸島

せんかくしょとう

4 新潟県糸魚川から松本市、静岡市を結ぶ地溝帯
いといがわ

で、日本を２つに分ける地溝帯を何というか。 フォッサマグナ

5 日本の国土面積は（北方領土も含め）約何㎢
か。 約３７．８万（３８万）㎢

6 日本は多くの島々から成り立っている。その数
はどのくらいか、記号で答えよ。　　　　　　
ア、12850  イ、3850  ウ、6850  エ、750

ウ

7 日本列島は、太平洋を取り囲む大山脈である　
（　）の一部である。 環太平洋造山帯

各10点 
300点

小６ ♦国土と環境♦
小６上巻１５回

氏名 満点とれ太 得点



8 川が山地から平地に流れ出るところにできた傾
斜地を（①）といい、川が河口に流れ出るとこ
ろにできた平地を（②）という。

①扇状地 ②三角州

9 日本のそばでは、地球の表面を形づくっている岩
の板である（①）が複雑にぶつかり地震の原因
となる。特に静岡県沖から九州沖の海底にある
約1000キロのくぼみの（②）は、東海地震や南
海地震を起こす可能性が考えられている。

①プレート ②南海トラフ

10 日本の東西南北の端に位置する島の名を記号で
答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　
ア、与那国島　イ、南鳥島　ウ、択捉島　　　
エ、沖ノ鳥島

北の端　ウ 南の端　エ

東の端　イ 西の端　ア

11 大量の生産・消費、大量の廃棄物を排出する、
これまでの大量消費社会から、ごみを減らし、
資源を有効活用し、環境への影響を少なくする
（　）社会への転換が求められている。

循環型

12 次の湖の中からカルデラ湖でないものを選べ。
ア、十和田湖　イ、田沢湖　ウ、洞爺湖　　　
エ、琵琶湖

エ（琵琶湖は断層湖）

13 水深423mで日本一の湖は（①）湖で、標高
1269mで日本一の湖は（②）湖である。 ①田沢 ②中禅寺

14 湖を水源とする川としては、（①）湖が水源の
天竜川、（②）湖が水源の淀川などが有名であ
る。

①諏訪 ②琵琶

15 イギリスで始められた環境保護の方法で、貴重
な自然環境を保護するため、住民がその土地を
買い取ることにより保存していく方法は何か。

ナショナルトラスト

16 家庭用電気製品の回収と再利用を、業者に義務
づけ、そのための費用を消費者が負担すること
を決めた法律を何というか。

家電リサイクル法

17 問16の法律において、再利用が義務づけられて
いる家庭用電気製品を答えよ。 エアコン、テレビ、冷蔵庫、

洗濯機、衣類乾燥機

18 水鳥の生息地として重要な湿地と、そこにすむ
野生動物を保護するための条約を何というか。
釧路湿原や琵琶湖、藤前干潟（名古屋）などが
登録されている。

ラムサール条約



19 石油・石炭などの（①）燃料を燃やすことでエ
ネルギーが得られるが、大量の二酸化炭素が発
生し、温暖化の原因となる（②）というはたら
きが生まれる。

①化石 ②温室効果

20 地球の上空を取り巻くオゾン層は、太陽からの
（①）を防いでいるが、この層を破壊する原因
物質が（②）であり、冷蔵庫やクーラーに使わ
れてきた。

①紫外線 ②フロンガス

21 熱帯林の破壊の原因になるもので、森林を焼き
払い、草木の灰を肥料にする農法を何という
か。

焼き畑

22 過度の放牧・伐採などが原因で、土地が乾燥し
動植物が育たなくなることを何というか。 砂漠化

23 自動車や工場からの硫黄酸化物などを元にした
物質を含む雨を何というか。 酸性雨

24 1972年にスウェーデンの（　）で、国連人間環
境会議が開かれた。 ストックホルム

25 問24の会議では人間環境宣言が採択されたが、
そのもととなったスローガン（考え方）を答え
よ。

かけがえのない地球

26 1992年にブラジルの（①）で開かれた国連環境
開発会議の別名は（②）である。 ①リオデジャネイロ ②地球サミット

27 2015年の国連サミットで決められた国際社会共
通の17の目標を何というか。この目標は2030
年までに達成することを目指して採択された。

SDGs（持続可能な開発目標）

28 1997年の地球温暖化防止の会議で採択された文
書で、先進国の温室効果ガス削減目標を定めた
文書を何というか。

京都議定書

29 問28に代わって2016年から発効した温暖化防止
の新国際ルールで、世界の平均気温の上昇を産
業革命前と比べて、２度未満に抑えることを目
標とするものは何か。

パリ協定

30 世界各国の二酸化炭素排出量の割合で、多い順
に記号で並び替えよ。（2018年）　　　　　
ア、日本　イ、アメリカ　ウ、中国　エ、インド

ウ➡イ➡エ➡ア


