
 

 

 

 

 

日本地理 第 1学年 

1、地勢を略述せよ 

2、海流を図形にて示せ 

3、次の問に答えよ 

 （い）八嶋国 （ろ）三急流 （は）面積 （に）平均温度 

4、次のものを説明せよ 

 （イ）経緯度の基点 （ロ）時雨 （ハ）磁石方位 

 

 

 

歴史 第 1学年 1学期 

1、三種の神器の由来、及びその神勅を記せよ 

2、日本武尊の御功蹟を述べよ 

3、次の神社には如何なる御神を祭れるか 

 （イ）出雲大社 （ロ）熱田神宮 （ハ）外宮 

4、次のものを説明せよ 

（い）斎蔵*1 （ろ）角髪*2 （は）蕃別 （に）天津社・国津社 

 

 

日本歴史 第 1学年 2学期 

1、奈良朝に於ける主なる出来事を列記せよ 

2、菅原道真の大宰府に貶せられし始末を述べよ 

3、次の問を答えよ 

（1）租庸調 （2）摂政 （3）飯豊青皇女*3 （4）阿部比羅夫 

 

 

歴史 第 1学年 3学期 

1、仁徳天皇御即位に於ける前後の御有様 

2、天慶の乱 

3、鎌倉幕府官制の概略 
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（現津島高校） 

＊1 いみくら 

＊2 みずら 

＊3 いいとよあおのひめみこ 

愛知県立第三中学校  明治 33年度（1900） 地理・歴史定期試験 

    1年生用  旧制中学第 1学年＝現在の中学 1年 



愛知県立第三中学校 明治 34年度（1901） 2年生 地理・歴史定期試験 

 

旧制中学第 2学年＝現在の中学 2年 

 

 

日本地理 第 2学年 1学期 

1、北州区*4の交通の有様を述べよ 

2、琉球区と九州区との行政区割、及び県庁所在地を問う 

3、千島区*5の住民に就きて知れる所を記せよ 

4、台湾区*6の主要なる物産は如何なるや 

 

 

地理 第 2学年 2学期 

1、亜細亜洲*7の気候を述べよ 

2、図們江及び大同江に就きて知れる所を書け 

3、左の土地の所在を問う 

 （イ）木浦 （ロ）馬山浦 （ハ）開城府 （ニ）江華島 

 

 

 

歴史 第 2学年 1学期 

1、鎌倉足利氏の滅亡の始末を述べよ 

2、織田信長の事業を列挙せよ 

3、次の二項を説け 

 （イ）足利幕府の会議法 （ロ）門跡 

4、次の土地に於ける顕著なる事蹟を述べよ 

（イ）船上山 （ろ）名護屋 

 

 

歴史 第 2学年 2学期 

1、三代*8の田制を述べよ 

2、秦孝公の改革を記せよ 

3、左の土地の戦いに関係せし国、及び勝敗を問う 

（イ）涿鹿  （ロ）牧野 

（ハ）城濮  （ニ）晋陽 
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（現津島高校） 

＊4 北海道 

＊5 当時は千島列島全域 

＊6 当時は日本領 

＊7 アジア 

＊8 夏・殷・周のこと 

 

 

愛知県立第三中学校  明治 34年度（1901） 地理・歴史定期試験 

    2年生用  旧制中学第 2学年＝現在の中学 2年 



愛知県立第三中学校 明治 35年度（1902） 3年生 地理・歴史定期試験 

 

旧制中学第 3学年＝現在の中学 3年 

 

地理 第 3学年 1学期 

1、支那の三大流域を詳説せよ 

2、西伯利*9の交通を説け 

3、次の地名の所在と、その地に関して知れる所を記せ 

 ・メッカ ・バグダッド ・サマルカンド ・ハバロフカ*10 ・ベルホヤンスク 

 ・売買城*11 ・剌薩*12 ・盛京*13 ・燕京*14 ・漢口 ・福州 

 

地理 第 3学年 2学期 

1、濠洲大陸*15の産物を挙げよ 

2、欧洲の気候を記せ 

3、独逸国の略図を描き、之に主要なる河流と都府を記入せよ*16 

 

地理 第 3学年 3学期 

1、欧洲の著名なる河流と山岳を記せ 

2、欧洲の人種につきて記せ 

3、満洲*17につきて知れるところを記せ 

 

 

歴史 第 3学年 1学期 

1、古朝鮮の興亡を問う 

2、東西海上貿易の起源を問う 

3、次の人々の事蹟を略述せよ  （イ）張騫 （ロ）商鞅 

 

歴史 第 3学年 2学期 

1、唐 衰滅の原因を問う 

2、王安石の新法につき説述すべし 

3、次の人々の事蹟を述べよ （イ）耶律阿保機 （ロ）安禄山 

 

歴史 第 3学年 3学期 

1、秦始皇帝新政の要点を述べよ 

2、蒙古大帝国と世界文化との関係を問う 

3、莫臥児*18帝国の興亡を略叙せよ 

4、次の人の事蹟及び事項につき説け 

 （イ）鄭成功 （ロ）ネルチンスク条約 
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（現津島高校） 

＊9 1902 年当時のシベリア 

＊10 ハバロフスク 

＊11 呼和浩特（フフホト） 

＊12 ラサ 

＊13 1902 年当時は奉天 

＊14 北京 

＊15 オーストラリア 

＊16 当時はドイツ帝国時代 

＊17 1902 年は清王朝 

＊18 ムガル帝国のこと 

愛知県立第三中学校  明治 35年度（1902） 地理・歴史定期試験 

    3年生用  旧制中学第 3学年＝現在の中学 3年 



愛知県立第三中学校 明治 36年度（1903） 4年生 地理・歴史定期試験 

 

旧制中学第 4学年＝現在の高校 1年 

 

 

地理 第 4学年 1学期 

1、バルカン半島の地勢と、これに属する国名とを問う*19 

2、埃及国*20に就て記せ 

3、秘露*21の国産を挙げよ 

 

 

地理 第 4学年 2学期 

1、北米合衆国の鉱産に就きて記せ 

2、アンデス山系に就きて説け 

3、次の地名につき知れる所を問う 

（イ）ニュー・オルレアン*22 （ロ）タコマ*23 

（ハ）リオ・デ・ジャネイロ （ニ）セルバス （ホ）キューバ 

 

 

 

歴史 第 4学年 1学期 

1、ピューニック戦*24に就て記せ 

2、次の人名、及び名辞に就て記せ 

（イ）リューリク （ロ）神聖羅馬皇帝*25 （ハ）クロムウェル （ニ）コルベール 

 

 

歴史 第 4学年 2学期 

1、百年戦争の原因を細説すべし 

2、次の人名に就き記せ 

（イ）チャールズ・マルテル*26   （ロ）法王グレゴリー7 世 

（ハ）バーソロミュー・ディアス  （ニ）イグナシアス・ロヨラ 
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（現津島高校） 

＊19 1903 年当時のバルカン情勢 

＊20 エジプトのこと。当時はアリー朝 

＊21 ペルー 

＊22 ニューオリンズのこと 

＊23 アメリカ合衆国ワシントン州の都市 

＊24 ポエニ戦争 

＊25 神聖ローマ皇帝 

＊26 カール・マルテル 

 

愛知県立第三中学校  明治 36年度（1903） 地理・歴史定期試験 

    4年生用  旧制中学第 4学年＝現在の高校 1年 


