
 

〔１〕 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。 

太陽光や地熱など、比較的短期間で再生・補充されることで永続的に利用できるエネルギーを再生可能エネルギーと

いい、近年、発電の分野においてその利用が進められています。この背景には、①化石燃料の燃焼が引き起こす②地球温

暖化や、化石燃料の枯渇、③原子力発電の安全性の問題などがあります。再生可能エネルギーの魅力は、身の周りにある

自然から生み出される「尽きることのないエネルギー」であること、そして、温室効果ガスの排出量が少ない「クリーン

なエネルギー」であることです。 

再生可能エネルギーを利用した発電には、様々な種類があります。水が流れ落ちるときのエネルギーを利用する水力

発電は、日本では④明治時代から行われてきました。⑤富山県の黒部ダムなど、各地で巨大なダムが建設されてきまし

たが、近年は環境への負荷を考慮し、小規模な施設での小水力発電が増加しています。地熱発電は、地下のマントルの熱

で温められた水蒸気や地下水を利用する発電で、⑥火山活動が活発な国や地域で行われる傾向があります。また、サト

ウキビやトウモロコシなどの生物を利用したエネルギー資源は⑦バイオマス燃料と呼ばれ、これを直接燃焼させたり、

ガス化させたりすることで発電機を回すものをバイオマス発電といいます。これ以外にも、⑧風力発電や太陽光発電が

例として挙げられます。 

しかし、再生可能エネルギーを用いた発電にはデメリットもあります。自然界にある資源を利用するため、再生可能

エネルギーのなかには、季節・⑨時間帯・⑩気候などに発電量が影響されるものもあります。例えば、太陽光発電は日照

に左右されるため、天候によっては出力が不安定になり、⑪夜間には発電できなくなります。また、徐々に下がってはい

るものの、発電量に対して、発電所の建設にかかる初期費用が高い傾向にあります。これらの課題を克服することが、再

生可能エネルギーをさらに普及させるために必要です。 

 

問１ 下線部①について、次のグラフＡ～Ｄは、石炭の産出量と埋蔵量、原油の産出量と埋蔵量のいずれかの上位５カ

国とその割合を表しています。グラフＡ～Ｄと項目名の組み合わせとして正しいものを、あとの表中のア～エから

選びなさい。さらに、グラフＡ・Ｂ中のＸにあてはまる国名を答えなさい。 

Ａ             Ｂ             Ｃ             Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (『データブック オブ・ザ・ワールド』による 産出量は 2016 年 埋蔵量は 2018 年) 

 

 

 

 

 

 

問２ 下線部②に関連して、地球温暖化の原因には温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の増加が挙げられます。二

酸化炭素の排出に関する次の問い(1)・(2)に答えなさい。 

 (1) ヨーロッパの一部の都市は、自宅から最寄りの駅や停留所まで自動車で行って駐車し、そこから公共交通機関を

利用して目的地まで移動する方法を推奨することで、渋滞の緩和だけでなく、二酸化炭素の排出量の削減に取り組

んでいます。この方法の名前を答えなさい。 

     ２０２２年度   大阪星光学院高等学校入学試験問題 

 

             【 社 会 】              

 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ア 石炭の埋蔵量 石炭の産出量 原油の埋蔵量 原油の産出量 

イ 石炭の埋蔵量 石炭の産出量 原油の産出量 原油の埋蔵量 

ウ 石炭の産出量 石炭の埋蔵量 原油の埋蔵量 原油の産出量 

エ 石炭の産出量 石炭の埋蔵量 原油の産出量 原油の埋蔵量 

（その １） 



(2) 現在、二酸化炭素の排出量が最も多い国は中国です。下の地図中のＡ～Ｄの地域について説明した次の文ア～エ

のうちから、誤っているものを一つ選びなさい。 

ア．西部の乾燥地域に位置するＡは、少数民族の自治区の一部である。 

イ．黄河の河口に位置するＢは、中国で最も稲作の盛んな地域である。 

ウ．長江の河口に位置するＣには、中国最大の商工業都市があり、万国 

博覧会が開催された。 

エ．沿岸部に位置するＤでは、経済特区が設置されて以降、外国企業の 

進出が盛んになった。 

問３  下線部③に関連して、東北地方の福島県は、2011 年の東日本大震災の際に原子力発電所の事故により大きな被害 

を受けました。その 10 年後に開催された、「復興」をテーマに掲げた東京オリンピック・パラリンピック 2020 大会 

では、福島県産の農作物が食材として提供されました。次の表は、東北地方の６つの県の農業生産額とその内訳を 

示したものです。福島県にあてはまるものを、次の表中のア～エのうちから一つ選びなさい。 

                                   

 

 

 

 

 

 

                  

                                   (農林水産省 生産農業所得統計 による) 

問４ 下線部④に関連して、明治時代には北海道の開拓が進められました。次のＡ～Ｃの図は、札幌、旭川、釧路のいず

れかの都市の気温と降水量を表しています。Ａ～Ｃと都市名の組み合わせとして正しいものを、あとの表中のア～

カのうちから一つ選びなさい。 

Ａ            Ｂ            Ｃ 

 

 

 

 

 

 

           (雨温図作成サイト https://ktgis.net/service/uonzu/ で作成  平年値の統計期間は 1991－2020 年) 

 

 

 

 

 

問５ 下線部⑤について、富山県が位置する北陸地方は、織物や漆器、金物を製造する伝統工業や地場産業が発達した

地域です。これらの産業が発達した背景を、この地域の自然環境をふまえて説明しなさい。 

問６ 下線部⑥に関連する次の問い(1)・(2)に答えなさい。 

(1) 地熱発電が盛んに行われているフィリピンは、環太平洋造山帯に位置しています。環太平洋造山帯に位置してい

ない地域を、次の地図中のア～エのうちから一つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

2019 年 米(％) 野菜(％) 果実(％) 畜産(％) 生産額(億円) 

ア 39.0 21.0 13.1 20.9 2,086 

イ 58.3 14.6 4.4 18.7 1,931 

ウ 22.5 9.7 4.9 58.6 2,676 

エ 19.0 20.5 29.1 28.2 3,138 

宮城 43.4 13.7 1.4 38.1 1,932 

山形 35.1 18.0 28.1 14.5 2,557 

 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ 札幌 札幌 旭川 旭川 釧路 釧路 

Ｂ 旭川 釧路 札幌 釧路 札幌 旭川 

Ｃ 釧路 旭川 釧路 札幌 旭川 札幌 

イ 

エ ウ 

（その ２） 



 (2) 次の図は、富士山の噴火に伴い火山灰が２㎝以上堆積すると予測される範囲を表したものです。この地図からは、

降灰の範囲が富士山の東側へ大きく広がっていることを読み取ることができます。東側へ大きく広がっている理由

を 15 字以内で説明しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (「富士山火山防災マップ」 内閣府 富士山火山防災協議会による) 

問７ 下線部⑦に関連して、サトウキビやトウモロコシなどを発酵・蒸留することで製造されるエタノールをバイオエ

タノールといいます。 

(1) ブラジルでは、バイオエタノールの原料にもなるサトウキビの生産が盛んです。次の表は、ブラジルで生産が盛

んな農畜産物であるサトウキビ、大豆、コーヒー豆、牛肉について、生産量上位の国とその割合を示したものです。

サトウキビにあてはまるものを、次の表中のア～エのうちから一つ選びなさい。          (単位：％) 

2019 年 生産量上位国とその割合 

ア ブラジル 38.6  インド 20.8  タイ 6.7  中国 5.6  パキスタン 3.4 

イ ブラジル 34.2  アメリカ 29.0  アルゼンチン 16.6  中国 4.7  インド 4.0 

ウ アメリカ 18.1  ブラジル 14.9  中国 8.7  アルゼンチン 4.6  オーストラリア 3.4 

エ ブラジル 30.0  ベトナム 16.8  コロンビア 8.8  インドネシア 7.6  エチオピア 4.8 

                                                       (『世界国勢図会』による) 

 (2) バイオエタノールは、主に自動車などの輸送用燃料として使われています。次のグラフＡ～Ｃは、東京都、広島

県、神奈川県の製造品出荷額等の内訳を表したもので、いずれの都道府県も輸送用機械が一位です。グラフＡ～Ｃ

と都道府県名の組み合わせとして正しいものを、次の表中のア～カのうちから一つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

       (『県勢』による 統計年次は 2017 年) 

問８ 下線部⑧に関連して、太陽光発電、風力発電ともに盛んに行われて 

いるドイツでは、ゲルマン系に属するドイツ語が主に話されています。   

次の地図中のア～カから、ゲルマン系の言語が主に話されている国を  

２つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 ア イ ウ エ オ カ 

Ａ 東京都 東京都 広島県 広島県 神奈川県 神奈川県 

Ｂ 広島県 神奈川県 東京都 神奈川県 東京都 広島県 

Ｃ 神奈川県 広島県 神奈川県 東京都 広島県 東京都 

（その ３） 



問９ 下線部⑨に関連して、ある都市を現地時間の 11 月２日午後４時に出発した飛行機が、９時間飛行して、日本時間

の 11 月３日午前６時に東京に到着しました。ある都市が位置する地域の標準時子午線の経度を、解答欄にあてはま

る形式で答えなさい。ただし、サマータイムは考慮しないものとします。 

問 10 下線部⑩に関連して、気候は人々の生活に大きな影響を与えます。気候と生活について述べた文ア～エのうちか

ら正しいものを一つ選びなさい。 

ア．砂漠が広がるアフリカ北部では、昼間の暑さに耐えられるように薄手で丈の短い衣服が好んで着られる。 

 イ．夏に乾燥し晴天が続くヨーロッパ北部には、ヨーロッパ南部からバカンスを楽しむ人々が多く訪れる。 

 ウ．寒冷なロシアでは、建物からの熱による永久凍土の融解を防ぐために高床式の建物がみられる。 

 エ．アンデス山脈では、温暖な低地でジャガイモが、寒冷な高地でトウモロコシが主に栽培されている。 

問 11 下線部⑪に関連して、次の表は、仙台市、さいたま市、相模原市、岡山市の夜間人口と昼間人口を示したもので

す。岡山市にあてはまるものを、次の表中のア～エのうちから選びなさい。 

                                (単位：人) 

2015 年 夜間人口 昼間人口 

ア 1,082,159 1,148,389 

イ 1,263,979 1,175,579 

ウ 719,474 745,199 

エ 720,780 636,218 

                           (平成 27 年 国勢調査による) 

 

〔２〕 2021 年９月 29 日、自由民主党の党首を決める選挙（自民党総裁選）が行われ、同年 10 月４日の国会で新しい内閣

総理大臣が選出されました。この自民党総裁選に立候補した４人の政策を読んで、あとの問いに答えなさい。 

 ◎候補者の政策 

＜経済政策・社会保障など＞ 

◆ ①企業に長期的な視点を求めることと同様に、政府も、科学技術の振興や経済安保などの国家課題に計画的に 

取り組む。 

◆ ②投資・研究開発・人材育成など未来への投資を積極的に応援する大胆な税制を実現させる。 

 ◆ 中間層の拡大に向け、分配機能を強化し、③所得を引き上げる、「令和版所得倍増」を実現し、新しい④資本 

主義を目指す。 

 ◆ ⑤非正規・女性・⑥子育て世帯・学生など、コロナで生活に悪影響が出ている人に給付金を支給する。 

 ◆ 中小企業の事業再構築・生産性向上への支援をおこなう。 

◆ 「病児保育の拡充」「多子世帯への支援充実」に向けた取組を進めることで、「全世代の安心感」と「⑦消費 

マインドの改善」に繋げる。 

◆ ⑧地方においては、「テレワーク拠点の整備」や「空き家・公営住宅の活用」を進め、地方移住を希望する 

人材や大都市圏企業の受入環境を整える。 

 

＜⑨外交・安全保障など＞ 

◆ ⑩人権問題担当官ポスト（総理補佐官）の新設など人権問題への対応を強化する。 

◆ サイバー攻撃への防御体制の構築、領土・領空・領海・資源の保全体制を強化する。 

◆ ＯＤＡの内容を見直す。 

 

＜政治改革・⑪憲法改正など＞ 

◆ 今を生きる日本人と次世代への責任を果たす為に、時代のニーズに応えられる「新しい日本国憲法」の制定 

を目指す。 

◆ ⑫国会議員の定数削減を目指す。 

（その ４） 



問１ 下線部①について、企業の種類について述べた次の文ア～エのうちから、誤っているものを一つ選びなさい。 

ア．合名会社は、数名の出資者が資本金を出し、経営も行う小規模の企業で、無限責任社員のみで構成される。 

イ．合資会社は、有限責任の出資者と無限責任の経営者で構成され、合名会社より規模が大きい場合が多い。 

ウ．合同会社は、2006 年より設立できるようになった会社形態で、有限責任の出資者のみで構成される。 

エ．株式会社は、有限責任の株主が出資した資金で設立され、無限責任の経営者と有限責任の社員で構成される。 

問２ 下線部②に関連して、二酸化炭素の排出量を抑えるなど、環境への配慮をしている企業、地域活動への貢献など、 

社会に貢献している企業、収益を上げつつ、不祥事などがおこらない経営をしている企業を重視し、選別して投資 

をおこなうことが注目されています。このような投資を何といいますか、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

  ア．ＥＳＧ投資               イ．ＥＥＺ投資 

  ウ．ＩＬＯ投資               エ．ＩＣＴ投資 

問３ 下線部③に関連して、所得の増加や減少だけでなく、物価の上昇や下落も、生活に大きく影響します。このこと

について述べた次の文ア～エのうちから、誤っているものを一つ選びなさい。 

ア．インフレは通常、景気がいい時に起こるが、オイルショック後の不況時に起こったことがある。 

  イ．インフレになると、銀行に多額の預金をしている人の資産が実質的に減ることになる。 

  ウ．デフレになると、企業の利益が減少し、失業者が増えることにつながりやすい。  

  エ．デフレになると、住宅ローンなどの借金をしている人の負担が実質的に減ることになる。 

問４ 下線部④に関連して、資本主義経済では、家計・企業・政府の３つの経済主体の間で、貨幣を媒介とした様々な

やり取りがおこなわれている。次の図は、その経済循環のようすをあらわしている。図中（Ａ）・①にあてはまる語

の組み合わせとして正しいものを、次のア～カのうちから一つ選びなさい。 

  ア．（Ａ）：企業    ①：商品・サービス 

  イ．（Ａ）：企業    ①：税金                                 

  ウ．（Ａ）：政府    ①：投資 

  エ．（Ａ）：政府    ①：税金                 ① 

  オ．（Ａ）：家計    ①：商品・サービス 

  カ．（Ａ）：家計    ①：投資 

 

  

  

 

問５ 下線部⑤について、日本の雇用者数のうち、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトなど、正社員以外の雇用 

形態の労働者が占める割合が、年々増加する傾向にあります。次の表は、2019 年に厚生労働省がおこなった「正社 

員以外の労働者の現在の就業形態を選んだ理由」というアンケート調査結果（複数回答３つまで）の一部をあらわ 

している。表中（ ① ）～（ ④ ）には、「家庭の事情と両立しやすいから」、「専門的な資格・技能を活かせ 

るから」、「自分の都合のよい時間に働けるから」、「家計の補助、学費等を得たいから」のいずれかがあてはまりま 

す。（ ② ）にあてはまるものを、下のア～エのうちから一つ選びなさい。 

 男性 女性 全体 

１位 （ ① ） 34.1％ （ ③ ） 40.5％ （ ② ） 36.1％ 

２位 （ ② ） 31.7％ （ ② ） 38.4％ （ ③ ） 29.2％ 

３位 勤務時間や労働日数が短いから 21.2％ （ ④ ） 34.8％ （ ④ ） 27.5％ 

４位 通勤時間が短いから 20.8％ 通勤時間が短いから 24.3％ （ ① ） 23.5％ 

５位 自分で自由に使えるお金を得たいから 19.3％ 勤務時間や労働日数が短いから 19.2％ 通勤時間が短いから 23.1％ 

６位 より収入の多い仕事に従事したかったから  17.1％ （ ① ） 18.0％ 勤務時間や労働日数が短いから 19.9％ 

７位 正社員として働ける会社がなかったから  15.3％ 自分で自由に使えるお金を得たいから 14.5％ 自分で自由に使えるお金を得たいから 16.2％ 

８位 簡単な仕事で責任も少ないから 13.8％ 正社員として働ける会社がなかったから  11.5％ 正社員として働ける会社がなかったから 12.8％ 

ア．家庭の事情と両立しやすいから         イ．専門的な資格・技能を活かせるから 

ウ．自分の都合のよい時間に働けるから       エ．家計の補助、学費等を得たいから 

労働力 

（Ａ） 

（Ｂ） 

 

（Ｃ） 

 
賃金 

（その ５） 



問６ 下線部⑥に関連して、次のグラフは、日本の世帯構造別                 ア 

の構成割合の推移をあらわしている。グラフ中のア～エに          イ 

は、単独世帯、夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世                       

帯、三世代世帯のいずれかがあてはまる。夫婦と未婚の子    ウ 

のみの世帯をあらわすものを、ア～エのうちから選びなさ 

い。                                          エ 

 

（厚生労働省の資料による、縦軸：％、横軸：年） 

 

問７ 下線部⑦に関連して、消費マインド（消費者の購買意欲や消費者の支出に対する意識）には、賃金や雇用環境、 

物価など、さまざまな要因が影響を与えると考えられます。次のＡ～Ｄのグラフは、日本、アメリカ、ドイツ、フ 

ランスのいずれかの失業率の推移をあらわしています。Ａ・Ｄに該当する国の組み合わせとして正しいものを、次

のア～カのうちから一つ選びなさい。 

 

ア．Ａ：アメリカ   Ｄ：日本 

イ．Ａ：アメリカ   Ｄ：ドイツ 

ウ．Ａ：アメリカ   Ｄ：フランス 

エ．Ａ：フランス   Ｄ：日本 

オ．Ａ：フランス   Ｄ：アメリカ 

カ．Ａ：フランス   Ｄ：ドイツ 

 

 

  （OECD の資料による、縦軸：％、横軸：年） 

問８ 下線部⑧に関連して、地方自治体の住民に保障されている直接請求権に関して述べた次の文ア～エのうちから、

正しいものを一つ選びなさい。 

  ア．有権者の 50 分の１以上の署名が集まった場合、議会に条例の制定の請求をすることができる。 

  イ．有権者の 50 分の１以上の署名が集まった場合、選挙管理委員会に議会の解散請求をすることができる。 

  ウ．有権者の３分の１以上の署名が集まった場合、首長に監査請求をすることができる。 

エ．有権者の３分の１以上の署名が集まった場合、選挙管理委員会に議員の解職請求をすることができる。 

問９ 下線部⑨に関連して、2020 年 11 月にＡＳＥＡＮ10 ヵ国、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーラン 

  ドの 15 ヵ国が、関税をなくしていくなど、自由貿易を目指す協定に署名しました。この地域的な包括的経済連携の 

略称を、アルファベット４字で答えなさい。 

問 10 下線部⑩に関連して、日本国憲法は、「精神の自由」、「生命・身体の自由」、「経済活動の自由」を保障していま 

す。次のア～エのうちから、「精神の自由」について述べたものを一つ選びなさい。 

ア．現行犯の場合を除き、裁判官の発する、逮捕の理由となる犯罪を明示した令状がなければ、逮捕されることは

ない。 

イ．日本国憲法では職業選択の自由が保障されているが、希望さえすれば、どんな職業にでも自由につけるわけで 

はない。 

  ウ．同じような政治信条をもつ人たちが集まってつくられた団体に加入し、休日にその団体の活動に参加をするこ

とは自由である。 

エ．最高裁判所は、憲法第 25 条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めることを国の責務

として宣言したもので、国民に具体的権利を与えたものではないと判断したことがある。 

問 11 下線部⑪について、日本国憲法の改正に関して述べた次の文ア～エのうちから、誤っているものを一つ選びなさ

い。 

ア．両議院の出席議員の３分の２以上の賛成がないと、憲法改正の発議ができない。 

イ．憲法改正案は、国会議員が提出することもできるし、内閣が提出することもできる。 

ウ．憲法の改正が発議された場合でも、18 歳以上の国民による投票で賛成が過半数を下回ると廃案となる。 

エ．日本国憲法が制定されて以来、憲法の改正どころか、憲法改正の発議もされたことがない。 

（その ６） 



問 12 下線部⑫について、国会ではさまざまな法律が制定されていますが、法律と憲法との整合性が問題になることが

あります。憲法第 81 条には、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決

定する権限を有する終審裁判所である」と定められています。最高裁判所が出した違憲判決について述べた次の文

ア～エのうちから、誤っているものを一つ選びなさい。 

  ア．刑法には、親の殺害を一般の殺害よりも重く罰する条項があったが、ある事件で最高裁判所の違憲判決が出た 

あと、削除された。 

  イ．国籍法には、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子どもは、両親が結婚していないと日本国籍が取得でき 

ない条文があったが、ある事件で最高裁判所の違憲判決が出たあと改正され、結婚要件が廃止された。 

  ウ．ある年の衆議院議員総選挙における一票の価値の格差が最大で 4.4 倍あったが、最高裁判所の違憲判決が出た 

あと、定数の是正がおこなわれ、その選挙も無効になった。  

  エ．民法には、離婚した女性が６カ月間再婚できないという条項があったが、ある事件で最高裁判所の違憲判決が 

出たあと改正され、100 日に短縮された。 

 

〔３〕 次の地図は現在の都道府県の境界を示しています。あとの問い中のＡ～Ｍは次の地図中の都道府県Ａ～Ｍに対応

しています。この地図をみて、あとの問いに答えなさい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 地図中Ａにある吉野ヶ里遺跡の調査から当時の社会のようすがわかっています。その頃のようすについて述べた

文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

ア．ナウマンゾウなどの大型動物や、木の実などの食料を求めて移動する暮らしをしていた。 

イ．荒神谷遺跡から発見された多くの銅剣をはじめ、銅矛・銅鐸がつくられた。 

ウ．機織りが行われ、馬具や須恵器、鉄製の農具や武器がつくられた。 

エ．むらの指導者はいたが、人々の間に貧富の差はまだなかった。 

（その ７） 



問２ 次のできごとａ・ｂは地図中のＢ・Ｇ・Ｉ・Ｊ・Ｍのどの道府県でおこりましたか。その組み合わせとして正しい

ものを、下のア～カのうちから一つ選びなさい。 

   ａ．中国で密教を学んで真言宗を開いた空海が、金剛峯寺を建てた。 

   ｂ．ロシアに漂着した大黒屋光太夫をともなったロシア使節が、日本に通商を求めて来航した。 

ア．ａ：Ｇ  ｂ：Ｂ      イ．ａ：Ｇ  ｂ：Ｊ      ウ．ａ：Ｇ  ｂ：Ｍ   

エ．ａ：Ｉ  ｂ：Ｂ      オ．ａ：Ｉ  ｂ：Ｊ      カ．ａ：Ｉ  ｂ：Ｍ   

問３ 地図中Ｌにある東京国立博物館には様々な時代の文化財が所蔵されています。各時代の文化は様々な特徴を持っ

ていますが、次の文化の特徴についてまとめたカードⅠ～Ⅲと代表的な文化財の写真ａ～ｃを組み合わせ、それを

古いものから時代順に並び替えた場合、２番目にくるカードの番号と文化財の写真の記号を答えなさい。 

Ⅰ                   Ⅱ                 Ⅲ                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 地図中Ｆには室町時代、御家人の統率や京都の警備などを担当する室町幕府の機関がおかれましたが、その機関

の名称を答えなさい。 

問５ 地図中Ｈの一部はかつて越前国でしたが、この地を治めていた戦国大名が制定した分国法として正しいものを、

次のア～エのうちから一つ選びなさい。（資料は、現代語に直したり、省略・要約したりしたところがあります。） 

  ア．当家の館以外に、国内に城を築いてはいけない。有力な者は一乗谷に引っ越し、それぞれの領地に代官だけをお

くべきである。 

  イ．今川家の家臣が、自分かってに、他国より嫁や婿をとること、他国へ娘を嫁に出すことを、今後は禁止する。 

  ウ．けんかをした者は、いかなる理由があろうと処罰する。 

  エ．日本は神国であるから、キリスト教国から邪教を伝え広められるのは、たいへんよろしくない。 

問６ 地図中Ｅにある閑谷学校は藩内の庶民に教育を行うために作られた学校です。近代的な教育制度は明治時代以降

に整備されましたが、教育に関する次の資料ａ～ｃが、年代の古いものから順に正しく配列されているものを、あと

のア～カのうちから一つ選びなさい。（資料は、現代語に直したり、省略・要約したりしたところがあります。） 

ａ．私が思うには、天照大神にはじまる歴代の天皇が国を始められたのは、はるか昔のことであり、代々の天皇

の徳は深く篤いものである。…あなたたち臣民は、父母に孝行し、兄弟は仲よくし、夫婦は協調し合い、友達

は信じあい、人にはうやうやしく、自分の行いは慎み深く、広く人々を愛し、学問を修め、仕事を習い、知能

をのばし、徳と器量をみがき、進んで公共の利益を広め、世の中のつとめにはげみ、常に憲法を重んじ、法律

に従い、いったん国家に危険がせまれば、忠義と勇気をもって国のために働き、天地ともにきわまりない皇室

の運命を助けなければならない。…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

唐風の文化を踏まえながら、

日本の風土や生活、日本人の

感情に合った独自の文化が

生み出された。 

豪族たちの中にはそれまでの

古墳に代わって、寺院を造る

ことで権威を示そうとする者

も現れた。 

 

唐や新羅だけでなく、シルク

ロードを通って伝わった、イ

ンドや西アジアなどの文化

の影響もみられる。 

（その ８） 

ａ ｂ ｃ 



ｂ．第一条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の

価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行

われなければならない。 

  第三条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないもので

あつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。 

  第四条 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 

  第五条 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められ

なければならない。 

   ｃ．人々が自分自身でその身や生計を立て、家業を盛んにして、その一生を全うするのに必要なものはほかでもな

く、身を修め、知識を広め、才能、技芸をのばすことである。そして、そのためには、学ばなければならない。

これが学校を設置する理由で、ふだんの行動、言葉づかい、手習いやそろばんをはじめ、役人、農民、商人、

職人、芸人および法律、政治、天文、医療などに至るまで、およそ人の営むものは、学問によらないものはな

い。…順次教則を改正して布告するので、今から後、一般の人民は、必ず村に学校に行かない家がなく、家に

学校に行かない人がいないようにしなければならない。… 

ア．ａ－ｂ－ｃ  イ．ａ－ｃ－ｂ  ウ．ｂ－ａ－ｃ  エ．ｂ－ｃ－ａ  オ．ｃ－ａ－ｂ  カ．ｃ－ｂ－ａ   

問７ 地図中Ｋには日米修好通商条約によって開港すると定められた港があります。日米修好通商条約の締結以後、日

本と外国との間で貿易が行われました。以下のグラフは 1865 年と 1899 年の日本の輸出品・輸入品の割合を示した

グラフ（金額）と、1860 年と 1863 年の貿易の相手国を示したグラフ（金額）です。Ｘにあてはまる品目とｂにあて

はまる国名の組み合わせとして正しいものを、下のア～カのうちから一つ選びなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（『幕末貿易史の研究』・『日本貿易精覧』・『近代日本経済史要覧』をもとに作成） 

  ア．Ｘ：綿糸  ｂ：アメリカ   イ．Ｘ：綿糸 ｂ：イギリス   ウ．Ｘ：綿織物 ｂ：アメリカ   

エ．Ｘ：綿織物 ｂ：イギリス   オ．Ｘ：生糸 ｂ：アメリカ   カ．Ｘ：生糸  ｂ：イギリス    

問８ 地図中のＤでは、日本の戦況が悪化するなか、アメリカ軍が上陸して民間人をまきこんだ激しい戦闘がおこりま

した。戦後、遺骨収集や戦争体験継承のための記録運動・戦跡保存・資料館づくりが行われました。満州事変から太

平洋戦争、戦後のできごとについて述べた文として正しいものを、次のア～エのうちから一つ選びなさい。 

  ア．陸軍の青年将校の一団が大臣らを襲撃し、犬養毅首相を暗殺して、首相官邸や国会議事堂周辺を占拠する二・二

六事件がおこった。 

  イ．東条英機内閣が制定した国家総動員法によって、議会の議決があれば戦争遂行に必要な人や物資を動員できる

ようになった。 

  ウ．ミッドウェー海戦で敗北した直後、大都市の国民学校の子どもたちは、空襲を避けて農村へ集団疎開させられ

た。 

  エ．田中角栄首相が中華人民共和国を訪問して、日中共同声明に調印し、中華人民共和国が中国の唯一の合法政府

であることを認めて国交を正常化した。 

 

 

（その ９） 



問９ 地図中のＣにイエズス会の宣教師が来て、その後、日本でキリスト教は布教されました。このように日本の歴史

は世界から影響を受けていますが、世界の歴史に関連する次の問い(1)～(3)に答えなさい。 

 (1) 世界の宗教に関する次の文ａ～ｃを、年代の古いものから順に並べたときに正しく配列されているものを、下の

ア～カのうちから一つ選びなさい。 

   ａ．シャカが、バラモンの教えを批判して仏教を開いた。 

   ｂ．イエスが、神の前で人は平等であり、神の愛によってだれもが救われると説いた。 

   ｃ．ムハンマドが、アッラーの前では、すべての人は平等であり、神の教えを厳しく守って生きるように説いた。 

ア．ａ－ｂ－ｃ  イ．ａ－ｃ－ｂ  ウ．ｂ－ａ－ｃ  エ．ｂ－ｃ－ａ  オ．ｃ－ａ－ｂ  カ．ｃ－ｂ－ａ   

 (2) 古来から日本は中国の影響を受けていましたが、戦国時代から安土桃山時代にかけて南蛮貿易が行われ、ヨーロ

ッパの影響も受けました。中国・スペインに関連して述べた次の文ａ・ｂの正誤を判定し、その組み合わせとして正

しいものを、下のア～エのうちから一つ選びなさい。 

   ａ．スペインの援助を受けたバスコ=ダ=ガマの艦隊が初めて世界一周を成しとげた。 

   ｂ．アヘン戦争後、清では戦費や賠償金のための重税などで生活が苦しくなった農民たちが、李鴻章を指導者と

して太平天国という国をつくった。 

  ア．ａ－正 ｂ－正    イ．ａ－正 ｂ－誤    ウ．ａ－誤 ｂ－正    エ．ａ－誤 ｂ－誤 

 (3) 世界恐慌後、各国では様々な不況対策が行われました。ダム建設などの公共事業をおこして失業者を助けたり、

農業や工業の生産を調整したりするなど、フランクリン=ルーズベルト大統領が行った一連の政策の名称を答えなさ

い。 

 

〔４〕 大坂に入ってくる主な品とその出荷地、大坂から出ていく主な品に関する下の２つの表を見て、そこから分かる

18 世紀前半の大坂の経済の特徴を、50～75 字で述べなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 繰綿…種を除いた綿    *2 実綿…種のある綿 

 

 

 

 

 

 

（その 10） 

品目 銀高（貫） 品目 銀高（貫）

米 40813 菜種油 26005

菜種 28048 縞毛綿（縞木綿） 7066

鉄 11803 長崎下り銅 6587

銅 7171 白毛綿（白木綿） 6264

木わた（綿花） 6704 繰綿*1 4299

大豆 5320 醤油 3898

万鉄道具 3750

油粕 3267

（『経済論集』をもとに作成）

表１　正徳４(1714)年　大坂に入ってくる主な品と大坂から出ていく主な品

移入 移出

九州 四国 中国 近畿 中部 関東 奥羽
9ヵ国 4ヵ国 12ヵ国 15ヵ国 16ヵ国 8ヵ国 2ヵ国

米 220791石 7 4 8 8 9 2

菜種 128859石 8 2 6 6 1

鉄 1011939貫 2 8 1

銅 3049725斤 1 2 2 2

実綿*2 1603878斤 2 8 1

大豆 38491石 7 2 6 2 1 4 2

表２　元文元(1736)年　大坂に入ってくる主な品の出荷地

出荷地国数

（『大阪市史』第一をもとに作成）

品目 数量
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