


　　　次の地図を見て，あとの（１）～（７）に答えなさい。（１５点）
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 （１）地図中の   は，ある統計について，上位５つの道県を示したものである。この統計は

何か，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。（①②は２０１１年，③④⑤は２０１２年の統

計）

　　① 電力の使用量　　② 農業出荷額　　③ スキー場の数　　④ 外国人登録者数

　　⑤ 米の生産量

 （２）地図中Ａ県の伝統工芸（伝統産業）として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさ

い。

　　① 輪島塗　　② 萩
はぎ

焼　　③ 曲げわっぱ　　④ 美
み

濃
の

和紙（本美濃紙）　　⑤ 西陣織

 （３）地図中Ｂの山脈・山地として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 木曽山脈　　② 日高山脈　　③ 筑紫山地　　④ 紀伊山地　　⑤ 出羽山地

 （４）地図中Ｃ県について述べた文として適切でないものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　①　県庁所在地は，県名と同じ名前の，沖縄市である。

　　②　気温が高いため，亜熱帯の植物が生育し，サトウキビの栽培がおこなわれている。

　　③　海水が温かくきれいであり，海岸部には，さんごしょうが発達している。

　　④　琉球王朝時代につくられた首里城が復元され，世界遺産に登録されている。

　　⑤　現在，日本にあるアメリカ軍基地の多くが，この県に集中している。

 （５）次の文は，地図中①～⑤のどの県について述べたものであるか，適切なものを一つ選びなさ

い。

　　　石器時代や縄文時代から人々が住み，遺跡が発見されている。弥生時代の水田・集落の跡と

される登呂遺跡は，特に有名である。自然環境にめぐまれ，交通が便利なこの県では，さまざ

まな産業が発達している。農業は，茶やみかんの栽培がさかんである。水産業では，かつお，

まぐろ，えびの水揚げや，うなぎの養殖が有名である。また，林業も，大切な産業のひとつで

あり，木材・木製品や紙・パルプ製品の生産は全国一である（２０１１年）。工業については，

これらの他に，電気機器，二輪自動車（オートバイ），楽器などが生産され，世界各地に輸出

されている。



 （６）日本において，もっとも長い河川と流域面積が広い河川の組みあわせとして正しいものを，

次の①～⑥の中から一つ選びなさい。

 （７）次の①～⑤のグラフは，液化天然ガス，鉄鉱石，牛肉，コーヒー豆，さけ・ますについて，

日本の輸入相手上位４ヵ国とその割合を示したものである。液化天然ガスについて示したもの

はどれか，一つ選びなさい。（２０１３年の統計）
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（12.8）

③
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もっとも長い河川 もっとも流域面積が広い河川

① 利　根　川 北　上　川

② 利　根　川 信　濃　川

③ 北　上　川 利　根　川

④ 北　上　川 信　濃　川

⑤ 信　濃　川 利　根　川

⑥ 信　濃　川 北　上　川



　　　次の地図を見て，あとの（１）～（５）に答えなさい。（１２点）

 （１）経済発展がいちじるしく，注目される国々を，ＢＲＩＣｓとよぶ。地図中の①～④の中から，

ＢＲＩＣｓに含まれないものを一つ選びなさい。

 （２）１９世紀後半，帝国主義がすすめられる中で，アジア地域の多くがヨーロッパの植民地とさ 

れた。地図中に   で示された地域は，どこの植民地とされたか，次の①～④の中から 

一つ選びなさい。

　　① オランダ　　② イギリス　　③ フランス　　④ アメリカ合衆国

①

②

③

④

Ｙ

Ｘ

Ｚ



 （３）次の表は，地図中Ｘ国の輸出について，１９８０年と２０１０年の上位５品目を示したもの

である。表中の（　Ａ　）・（　Ｂ　）に入る品目の組みあわせとして適切なものを，下の①～

⑥の中から一つ選びなさい。

 （４）地図中Ｙには，１９７９年以降，中国政府の政策によって，海外の資本や技術を導入するた

めに開放する地区が設けられた。シェンチェンやアモイなどに代表されるこのような地区を何

とよぶか，漢字で答えなさい。

 （５）地図中Ｚ国について，次のア・イに答えなさい。

　　ア　地図中に   で示された地域は，温帯で夏に乾燥する気候であり，ブドウなどの乾燥

に強い作物の栽培がみられる。この地域と同じ気候区に位置する都市として適切なものを，

次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　　① ロンドン（イギリス）　　② ローマ（イタリア）　　③ モスクワ（ロシア）

　　　④ カイロ（エジプト）　　　⑤ ブエノスアイレス（アルゼンチン）

１９８０年

輸出総額 ６５億ドル

１位 （　Ａ　） １４．５％

２位 野　菜 １１．５％

３位 天然ゴム 　９．３％

４位 す　ず 　８．５％

５位 （　Ｂ　） 　６．０％

２０１０年

輸出総額 １９５３億ドル

１位 （　Ｂ　） ４２．４％

２位 自 動 車 　９．５％

３位 石油製品 　４．４％

４位 天然ゴム 　４．０％

５位 プラスチック 　３．８％

Ａ Ｂ

① 綿　花 米

② 綿　花 機械類

③ 米 綿　花

④ 米 機械類

⑤ 機械類 綿　花

⑥ 機械類 米



　　イ　地図中の○・●は，この国における，ある資源の産地を示したものである。それぞれで産

出する資源の組みあわせとして適切なものを，次の①～⑥の中から一つ選びなさい。

　　　次の地図は，中心からの距離と方位とが正しく描かれている。これについて，あとの（１）

～（４）に答えなさい。（８点）

 （１）地図中の線Ｘ（地図の外周にあたる線）は，東京からみた地球の裏側の地点を示している。 

このことを参考として，東京からモガディシュまでのおよその距離を，次の①～⑤の中から 

一つ選びなさい。

　　① ５，０００㎞　　② ７，５００㎞　　③ １０，０００㎞　　④ １５，０００㎞　　⑤ ２０，０００㎞

○ ●

① 石　炭 鉄鉱石

② 石　炭 ボーキサイト

③ 鉄鉱石 石　炭

④ 鉄鉱石 ボーキサイト

⑤ ボーキサイト 石　炭

⑥ ボーキサイト 鉄鉱石

アテネ

東京

モガディシュ

ブエノスアイレス

Ｘ

Ｂ
Ａ



 （２）東京からみた，アテネとブエノスアイレスの方位の組みあわせとして適切なものを，次の①

～⑥の中から一つ選びなさい。

 （３）地図中Ａのアフリカ大陸について述べた文として適切でないものを，次の①～⑤の中から 

一つ選びなさい。

　　①　アフリカ諸国がかかえる共通の問題を考えるために，２００２年にＡＵ（アフリカ連合）

が結成された。

　　②　マンガン・クロムなどのレアメタルを産出し，世界的に注目されている。

　　③　サハラ砂漠南側のサヘル地域では，酸性雨による農地の減少のために，食糧不足が発生し

ている。

　　④　プランテーション農業が見られ，ガーナやコートジボワールなどでは，カカオの栽培がさ

かんである。

　　⑤　複数の民族からなる国や，国境線により分断された民族が見られ，民族間の対立が起こる

ことも少なくない。

 （４）次の①～⑤は，地図中Ｂの北アメリカ大陸について述べた文である。文中の下線部が適切で

ないものを，一つ選びなさい。

　　①　メキシコや西インド諸島からアメリカ合衆国へ来たヒスパニックとよばれる人々は，おも

にフランス語を話す。

　　②　西インド諸島やアメリカ合衆国南部では，夏から秋にかけて，ハリケーンとよばれる熱帯

低気圧により，被害がもたらされることがある。

　　③　カナダ・アメリカ合衆国・メキシコは，ＮＡＦＴＡを結成することによって，経済的な結

びつきを強めている。

　　④　アメリカ合衆国のカリフォルニア州には，コンピュータや半導体などの先端技術産業が集

中する地区があり，シリコンバレーとよばれている。

　　⑤　アメリカ合衆国からカナダにかけては，その地域の環境に適した農作物を栽培する，適地

適作がおこなわれている。

アテネ ブエノスアイレス

① 北西 北東

② 北西 東

③ 北西 南東

④ 南西 北東

⑤ 南西 東

⑥ 南西 南東



　　　次の日本国憲法条文を読んで，あとの（１）～（５）に答えなさい。（１２点）

 （１）条文中の（　Ａ　）～（　Ｄ　）にあてはまる語句を，次の①～⑦の中からそれぞれ一つず

つ選びなさい。

　　① 職業選択　　② 個人　　③ 思想　　④ 信教　　⑤ 教育　　⑥ 平等　　⑦ 表現

 （２）上の条文のなかで，自由権のうちの「精神の自由」にあてはまるのはどれか，次の①～④の

中から一つ選びなさい。

　　

　　① 第１３条　　② 第１４条　　③ 第２１条　　④ 第２２条

 （３）下線部あに関連して，「公共の福祉」による人権の制限の例として適切でないものを，次の

①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　企業の独占・寡
か

占
せん

をさけるために，独占禁止法が制定されている。

　　②　医師免許を持つ者以外は，医師として働くことができない。

　　③　危険を防止するために，不備な建築は法律で禁止されている。

　　④　感染を防ぐため，ハンセン病患者は療養所に隔離されている。

 （４）下線部いに関連して，募集・採用・昇給などにおいて女性差別をなくすために，１９８５年

に制定された法律を何というか，漢字で答えなさい。

 （５）憲法第１３条などを根拠にして，新しい人権が主張されている。憲法に明記されていない新

しい人権として適切でないものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① プライバシーの権利　　② 知る権利　　③ 自己決定権　　④ 環境権

　　⑤ 国政調査権

第１３条　すべて国民は，（　Ａ　）として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国

民の権利については，あ公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大

の尊重を必要とする。

第１４条　すべて国民は，法の下に（　Ｂ　）であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は

門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，い差別されない。

第２１条　集会，結社及び言論，出版その他一切の（　Ｃ　）の自由は，これを保障する。

第２２条　何人も，公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び（　Ｄ　）の自由を有する。



　　　次の文章を読んで，あとの（１）～（８）に答えなさい。（１８点）

　日本では，あ景気変動やい少子高齢化の影響もあり，う社会保険にかかわる財政が悪化しています。

え社会保障をどう充実させていくかが課題となっており，お介護保険制度と後期高齢者医療制度に

ついては，制度そのものについての問題も指摘されています。

　消費税は，国税でか間接税です。税率は，導入された１９８９年には（　Ａ　）％でしたが，

１９９７年には（　Ｂ　）％に，２０１４年には（　Ｃ　）％に引き上げられました。

 （１）文中の（　Ａ　）・（　Ｂ　）・（　Ｃ　）にあてはまる数字をそれぞれ答えなさい。

 （２）下線部あに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　不景気（不況）と好景気（好況）とが交互にくり返されることを，景気変動という。

　　②　財政政策による景気の調節は，日本の中央銀行である日本銀行の役割である。

　　③　物価は，不景気のときに下落することがあり，これをデフレーションという。

　　④　好景気のときには，企業の生産活動が活発となり，賃金が上昇する一方，物価が上昇し，

人々の生活を圧迫することもある。

 （３）下線部いに関連して，次の①～④は，日本・エチオピア・フランス・中国の年齢別人口構成

（人口ピラミッド）である。日本の人口ピラミッドはどれか，一つ選びなさい。（エチオピア

２００８年，ほか２０１０年）
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 （４）下線部うに関連して，日本の社会保険制度として適切でないものを，次の①～⑤の中から 

一つ選びなさい。

　　① 医療保険　　② 年金保険　　③ 雇用保険　　④ 労災保険　　⑤ 生命保険 

 （５）下線部えに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　ドイツのワイマール憲法によって，国にかわって個人がみずからの生活を守る社会保障制

度が確立した。

　　②　社会保障制度は，労働者の生活を保障するための制度として出発し，しだいにその範囲を

拡大してきた。

　　③　第二次世界大戦後のイギリスにおいて，全国民を対象とし，「ゆりかごから墓場まで」を

めざす社会保障制度が確立した。

　　④　日本の社会保障制度の四つの柱は，社会保険，公的扶助，社会福祉，公衆衛生である。

 （６）下線部えに関連して，日本国憲法第２５条１項では生存権について定めている。次の条文中

の（　Ｄ　）・（　Ｅ　）にあてはまる語句を，それぞれ漢字で答えなさい。

　　　すべて国民は，健康で（　Ｄ　）な（　Ｅ　）の生活を営む権利を有する。

 （７）下線部おに関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　社会保険の一つであり，２０歳以上の人が加入する。

　　②　介護が必要になった時に，介護サービスを受けることができる制度である。

　　③　主な介護サービスとして，居宅サービスや施設サービスのほか，地域密着型サービスなど

がある。

　　④　高齢化で，介護保険の受給者が増え，介護福祉士や訪問介護員などの役割がますます重要

になってきている。

 （８）下線部かとして正しいものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさい。

　　① 所得税　　② 固定資産税　　③ 酒税　　④ 法人税　　⑤ 相続税



　　　次の年表をみて，あとの（１）～（６）に答えなさい。（１８点）

　　１８７５年　あ江華島事件をきっかけに朝鮮との間に条約が結ばれる。

　　１９００年　い義和団が列強の公使館をおそう。

　　１９２５年　う普通選挙法が成立する。

　　１９５０年　え朝鮮戦争が始まる。

　　１９７５年　お第一回先進国首脳会議（現 主要国首脳会議）が開催される。

　 か２０００年　小渕恵三首相が死去し，森喜朗内閣が発足する。

 （１）下線部あについて，次のア・イに答えなさい。

　　ア　この条約を何というか，漢字で答えなさい。

　　イ　江華島の位置を，右の地図中①～④の中か

　　　ら一つ選びなさい。

 （２）次の①～④は，下線部いについて述べた文である。文中の二重線部が適切なものを，一つ選

びなさい。

　　①　この事件は，日本を主力とする連合軍により鎮圧された。

　　②　義和団は，平壌にある列国公使館を包囲した。

　　③　義和団が，「臥
が

薪
しん

嘗胆
たん

」を唱えて蜂
ほう

起
き

すると，清国もこれを密かに助けた。

　　④　この事件の後，ドイツは大軍を満州にとどめ，朝鮮への進出を強めた。

 （３）下線部うについて，次のウ・エに答えなさい。

　　ウ　共産主義者を取り締まる目的で，同年制定された法律を何というか，漢字で答えなさい。

Ｐ
11

しょう

①

②

③

④



　　エ　普通選挙法について述べた文として誤りのあるものを，次の①～④の中から一つ選びなさ

い。

　　　①　この法律を成立させたのは，加藤高明内閣であった。

　　　②　この法律により，満２５歳以上の男女に選挙権が与えられた。

　　　③　この法律により，納税額による選挙権の制限が廃止された。

　　　④　この法律により，有権者の数は約４倍に増加し，政治に広く国民の意見が反映される道

が開かれた。

 （４）下線部えについて，次のオ・カに答えなさい。

　　オ　関連する説明として適切でないものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　　①　西側陣営に対抗するため，アメリカは日本を東側陣営の強力な一員にしようと考えた。

　　　②　この戦争では，日本本土や沖縄のアメリカ軍基地が使用された。

　　　③　この戦争では，在日アメリカ軍が朝鮮に派兵された。

　　　④　この戦争がきっかけで，日本経済は好景気となり，経済復興が早まった。

　　

　　カ　この翌年，太平洋戦争の講和条約

　　　が結ばれ，日本の占領状態が終了し

　　　た。この条約が結ばれたアメリカの

　　　都市を，右の地図中①～④の中から

　　　一つ選びなさい。

 （５）下線部おについて，この会議の通称として適切なものを，次の①～⑤の中から一つ選びなさ

い。

　　① メジャー　　② ＴＰＰ　　③ ホットライン　　④ サミット　　⑤ ＮＡＴＯ　

 （６）下線部かについて，２０００年以前のできごととして適切なものを，次の①～④の中から 

一つ選びなさい。

　　① 世界金融危機　　② 日韓共催サッカーワールドカップ　　③ 阪神・淡路大震災

　　④ アメリカ同時多発テロ

①

② ③

④



　　　次の文を読んで，あとの（１）～（６）に答えなさい。（１７点）

　Ａ．あ法然などにより，わかりやすく，実行しやすい，新しい仏教の教えが広められた。

　Ｂ．い天皇は，仏教にたよって国家を守ろうとして，国分寺と国分尼寺を国ごとにつくらせた。

　Ｃ．う聖徳太子は，政治に仏教や儒学の考えを取り入れ，天皇を中心とする政治制度を整えよう

とした。

　Ｄ．幕府は，幕領にえキリスト教禁止令を出し，キリスト教の信者を迫害した。

　Ｅ．お最澄が，日本に仏教の新しい宗派を伝えた。

 （１）下線部あの開いた宗派の教えとしてもっとも適切なものを，次の①～④の中から一つ選びな

さい。

　　① 法華経の題目を唱えれば，人も国も救われるという教え

　　② 人里はなれた山奥で，学問や厳しい修行をすることを大切にする教え

　　③ 「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば，誰でも極楽浄土に生まれ変われるという教え

　　④ 座禅によって自分の力でさとりをひらくことを大切にする教え

 （２）下線部いについて，次のア・イに答えなさい。

　　ア　この天皇は誰か，漢字で答えなさい。

　　イ　この天皇のころに栄えた文化を，次の①～⑦の中から一つ選びなさい。

　　　① 化政文化　　② 元禄文化　　③ 北山文化　　④ 天平文化　　⑤ 国風文化

　　　⑥ 飛鳥文化　　⑦ 東山文化

 （３）下線部うについて述べた文として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　①　中国の法律にならい，大宝律令をつくった。

　　②　天皇を補佐する関白という職について，政治を動かした。

　　③　中国に使いを送り，皇帝から「親魏倭王」の称号と金印を授けられた。

　　④　家柄にとらわれず，才能や功績のある人物を役人に取り立てる制度を定めた。



 （４）下線部えについて，次のウ・エに答えなさい。

　　ウ　キリスト教について述べた文として適切なものを，次の①～④の中から一つ選びなさい。

　　　①　ルターの宗教改革により，新たにローマ教皇を中心とする正教会が成立した。

　　　②　イスラム教徒から聖地をうばい返すために，キリスト教徒による十字軍が編成された。

　　　③　イエズス会は，アジアやアメリカ大陸にも宣教師を送り，プロテスタントの信仰を広めた。

　　　④　キリスト教が最初に伝えられた東北地方で，キリスト教徒になる大名が多くあらわれた。

　　エ　１４世紀ごろの西ヨーロッパでは，キリスト教の考えにとらわれず，自然や人間をありの

ままに見つめ表現しようとする動きがおこった。文芸復興とよばれるこの動きを何というか，

カタカナで答えなさい。

 （５）下線部おが伝えた宗派と，その宗派の中心となった寺院名の組合せとして正しいものを，次

の①～⑧の中から一つ選びなさい。

 （６）文Ａ～Ｅを古い順番に並べるとどのようになるか，正しいものを次の①～⑥の中から一つ選

びなさい。

　　① Ｃ→Ａ→Ｂ→Ｅ→Ｄ　　② Ｃ→Ａ→Ｅ→Ｂ→Ｄ　　③ Ｃ→Ｂ→Ａ→Ｅ→Ｄ

　　④ Ｃ→Ｂ→Ｅ→Ａ→Ｄ　　⑤ Ｃ→Ｅ→Ａ→Ｂ→Ｄ　　⑥ Ｃ→Ｅ→Ｂ→Ａ→Ｄ

宗派名 寺院名

① 真言宗 延暦寺

② 真言宗 金剛峰寺

③ 曹洞宗 延暦寺

④ 曹洞宗 金剛峰寺

⑤ 天台宗 延暦寺

⑥ 天台宗 金剛峰寺

⑦ 臨済宗 延暦寺

⑧ 臨済宗 金剛峰寺




