
平成２２年度  入学試験問題

社　　会
第 ２ 回

試験時間は理科とあわせて６０分です。（１１：１０〜１２：１０）

問題は１ページから８ページまでです。

解答はすべて解答用紙に記入してください。

解答用紙に受験番号、氏名を記入してください。

【注　意】
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次の［地図］に関するあとの問いに答えなさい。

［地図］

問１ 1988年に青函トンネルが開通し、本州は北海道と鉄道で結ばれました。青函
トンネルの本州側の出入り口にあたる場所を、［地図］中の①〜④の中からひとつ
選んで番号で答えなさい。

問２ ［地図］中の は空港の、□はＩＣ工場のある場所をそれぞれ示しています。こ
れを見ると、空港の近くにＩＣ工場があることがわかりますが、その理由をＩＣ
の製品としての特色にふれたうえで文章で説明しなさい。

①

②

④

（ア）

③

（イ）

（ク）

（カ）

（キ）

（オ）

（エ）

（ウ）
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問３ ［地図］中の（ア）で示した平野では、りんごの栽培が盛
��

んです。次の［資料］
は、りんご、みかん、米、大豆の消費量の推移を示したものですが、このうち
りんごの推移を示すものを、［資料］中の①〜④の中からひとつ選んで番号で
答えなさい。

［資料］

（『食料需給表（平成19年度版）』より作成）

問４ 次の［資料］は、［地図］中の（イ）で示した湾
��

で養殖が盛んな水産物の都道
府県別収

���

獲
��

量の割合を示したものです。この水産物を答えなさい。

［資料］

（『農林水産統計平成20年漁業・養殖業生産統計（訂正版）』より作成）

問５ ［地図］中の（ウ）で示した地域は世界遺産に指定されていますが、日本の世
界遺産について述べた文として正しいものを、次の①〜④の中からひとつ選んで
番号で答えなさい。

①　最初に登録された日本の世界自然遺産は、屋久島と知床であった。
②　最初に登録された日本の世界文化遺産は、法隆寺と姫路城であった。
③　2007年には、石見銀山が世界自然遺産に登録された。
④　2008年には、平泉が世界文化遺産に登録された。
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問６ ［地図］中の（エ）で示した地域について述べた文として正しいものを、次の
①〜④の中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　この地域では、人工的な掘り込
�

み式の港を中心に製鉄所や石油化学コンビ
ナートが建設された。

②　この地域では、のりの養殖が盛んであったが、1990年代に国による干拓事
業がすすめられて干潟が失われた。

③　この地域では、ニュータウン造成の際に切り崩
��

した土砂を利用して埋め立
てがおこなわれ、病院・住宅などが建設された。

④　この地域では、大部分が干拓により陸地化されてモデル農村がつくられ、
米や大豆が生産されるようになった。

問７ ［地図］中の（オ）で示した湖は、水深が日本で一番深いカルデラ湖です。この
湖を漢字で答えなさい。

問８ ［地図］中の（カ）で示した都市で生産が盛んな伝統的工芸品を、次の①〜④の
中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　宮城伝統こけし　　　　　②　南部鉄器
③　大館曲げわっぱ　　　　　④　置賜つむぎ

問９ ［地図］中の（キ）には、大きな農場があり、乳牛が飼育されています。次の
［資料］は、生乳の都道府県別の生産量と処理量を示したものです。岩手県を示
しているものを、［資料］中の①〜④の中からひとつ選んで番号で答えなさい。

［資料］ （単位：トン）

（『農林水産統計牛乳乳製品統計（平成21年９月分）』より作成）

問１０［地図］中の（ク）で示した沿岸部にしばしば吹
�

くやませとよばれる風について
述べた文として誤っているものを、次の①〜④の中からひとつ選んで番号で答え
なさい。

①　北東から吹いてくる風である。
②　冷

��

涼
���

で乾燥した風である。
③　親潮の上を吹く風である。
④　初夏に吹く風である。

都道府県 ① ② ③ ④
生乳生産量 18561 20827 319135 1010

生乳
流通量

移入量 2256 9693 － 16170
移出量 7870 12118 48284 4960

用途別
処理量

牛乳等向け 6496 17941 42454 11443
乳製品向け 6185 70 225355 707



次の文章は、日本における歴史書の編纂
��

について述べたものです。これを読んで、
あとの問いに答えなさい。

（ア）紀元前１世紀頃
��

の日本列島の情勢は、中国の歴史書に記されています。国内で歴
史書が編纂された最も古い記録は、推古天皇の頃のことで、厩

���

戸
�

皇子と蘇我馬子が協
議して筆録したと伝えられています。これらの書物は（イ）645年に焼けてしまいました
が、一部は火の中から救い出され、中大兄皇子に献

��

上
���

されたといいます。
天武天皇の時代になって、新たに（ウ）歴史書を編纂する事業が開始され、720年には

『日本書紀』として伝わる書物が完成しました。こうして日本は歴史書をもつ国とな
り、国家の立場による「国史」を編纂していきます。

しかし、10世紀にはいると政府による歴史書編纂の事業は途
�

絶
�

え、個人に受け継
�

が
れました。かな文字が発達すると、それを使って（エ）『源氏物語』や『土佐日記』など
の物語や随筆が数多く著されました。そして物語の中でも、歴史的事実を題材とした
歴史物語が生み出されました。

歴史物語に対して、同じく歴史的事実を題材とした文学ではありますが、合戦を主
題としているものを（オ）「軍記物語」とよびます。しかし、これらの書物は「物語」と
つく以上、その内容がすべて歴史的事実といってよいかは疑問が残ります。

鎌倉時代になると、朝廷中心の歴史を記した歴史書に対して、鎌倉幕府の歴史を
つづった『吾

�

妻
��

鏡
���

』が編纂されました。『吾妻鏡』は、1180年に後白河法皇の息子

（カ）以仁王の命令が出されたという記事に始まり、鎌倉幕府がどのように形成され、展
開していったのかが記されています。

以降、日本の歴史はさまざまな視点から記されるようになっていきました。たとえ
ば、（キ）安土桃山時代に30数年在日したイエズス会のフロイスは、『日本史』と題して、
ザビエル以後の日本での布教史を執筆しました。この本はキリスト教に関する記事だ
けでなく、織田信長・豊臣秀吉らの動静も描

��

かれており、当時を知るための重要な史
料となっています。また、江戸時代に『大日本史』の編纂を開始した（ク）徳川光圀の名
前は、ドラマなどで聞いたことがあるかもしれません。

政府による歴史編纂の事業は明治時代に再開されました。1885年から本格的な史料
収集が開始され、（ケ）内閣制度の発足に伴

���

い、1886年、内閣に臨時修
���

史
�

局
���

が置かれまし
た。のちにこの事業はすべて帝

��

国
��

大学に移されることになり、今日も編纂刊行が続け
られています。
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問１ 下線部（ア）に関連して、この歴史書に記されている日本列島の情勢を文章で
説明しなさい。

問２ 下線部（イ）について、その理由として最もふさわしいものを、次の①〜④の
中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　厩戸皇子の息子が政治抗
��

争
��

で敗れてしまったため。
②　蘇我氏が政治抗争で敗れてしまったため。
③　法隆寺が火事で焼けてしまったため。
④　壬申の乱で大津宮が焼けてしまったため。

問３ 下線部（ウ）の中心となった、天武天皇の皇子を漢字で答えなさい。

問４ 下線部（エ）が記された頃のできごととして最もふさわしいものを、次の①〜④
の中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　平清盛が太政大臣となった。
②　坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命された。
③　藤原道長が娘を天皇にとつがせた。
④　白河上皇が院政を開始した。

問５ 下線部（オ）について、南北朝の内乱を描いたものを、次の①〜④の中からひ
とつ選んで番号で答えなさい。

①　『太平記』　②　『保元物語』　③　『陸奥話記』　④　『平治物語』

問６ 下線部（カ）の内容として最もふさわしいものを、次の①〜④の中からひとつ
選んで番号で答えなさい。

①　諸国の武士たちに、平氏を討
�

つよう命じた。
②　高利貸業者に、武士の借金帳消しを命じた。
③　幕府の危機を救うため、武士の団結を命じた。
④　西国の武士に、朝廷を助けて幕府を討つことを命じた。
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問７ 下線部（キ）の頃に描かれた絵画として最もふさわしいものを、次の①〜④
の中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

問8 下線部（ク）が藩主であった藩について述べた文としてふさわしくないものを、
次の①〜④の中からひとつ選んで番号で答えなさい。

①　徳川慶喜はこの藩出身の将軍である。
②　この藩を離

��

れた浪士たちによって井伊直弼が暗殺された。
③　他の藩より上位におかれた御三家のひとつであった。
④　この藩出身の松平定信が寛政の改革をおこなった。

問9 下線部（ケ）に関連して述べた文として正しいものを、次の①〜④の中からひ
とつ選んで番号で答えなさい。

①　これによって幕藩体制は消
���

滅
��

した。
②　初代内閣総理大臣は黒田清隆であった。
③　これに先立ち、大日本帝国憲法が発布された。
④　この前年に自由民権運動が激化し、秩父事件がおこった。
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次の会話は洗足学園中学校の教室で交
�

わされたものです。これを読んで、あとの
問いに答えなさい。

生徒ａ 昨年給付された定額給付金で何か買った？
生徒ｂ 私はずっと欲しかった大きな地球儀を買ってもらったわ。でも、どうして国

が国民に、あのようにお金を配ったのかしら？
生徒ａ 私も天体望遠鏡を買ってもらったけれど、お金を国からもらえてラッキーな

のに、お父さんは定額給付金に反対していたの。なぜなのかしら。
先生　 それは給付金の財源とその効用に疑問があったからでしょう。そもそも定額

給付金とは、（ア）国民の生活を助け、（イ）景気もよくするために、麻生太郎氏が

（ウ）内閣総理大臣だったときに給付が決定したものです。ひとりにつき１万
2000円、65歳

��
以上の高齢者と18歳以下の子どもには２万円が支給されました。

定額給付金の給付には、いくらくらいお金が必要かわかりますか？
生徒ｂ 100億円くらいですか？
先生 約２兆400億円です。ではどうやって財源を確保したと思いますか？
生徒ａ それは、（エ）税金を増やしたり、国債を発行したのでしょう。だから、反対す

る大人もいたのかしら。
先生 実は定額給付金の財源はいわゆる「埋蔵金」だといわれています。
生徒ｂ ニュースで「埋蔵金」という言葉は何度か聞きましたが、昔の人が埋

�

めたり
して隠

��

したというお金ですよね。そのようなお金があるのですか？
先生 「埋蔵金」とは大人がたとえで使った言葉です。国が定める（オ）予算には、

色々な目的のために使われる一
��

般
��

会計と、（カ）年金のように特定の目的のため
に使われる特別会計があります。定額給付金は特別会計から出したのです。
特別会計の積立金は現在までにたくさん貯まっていました。そこで、このお
金を「埋蔵金」とよび、定額給付金の財源としたわけです。私たち国民は、
国のお金の使い道だけでなく、その財源にも常に注意をはらう必要があるの
です。

生徒ａ・ｂ なるほど、よくわかりました。

3
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問１ 定額給付金の給付は、2009年度の補正予算で議決されました。このときの国会
の種類を漢字で答えなさい。

問２ 下線部（ア）に関連して、高齢者なども含
��

めたすべての人々が不便なく生活で
きるよう障害を取り払

��

うことを何といいますか。カタカナで答えなさい。

問３ 下線部（イ）に関連して、定額給付金は景気対策の一
��

環
��

として給付されました。
2008年９月におこった世界的不景気の発

��

端
��

となった国を答えなさい。

問４ 下線部（ウ）の持つ権限としてふさわしくないものを、次の①〜④の中からひ
とつ選んで番号で答えなさい。

①　閣議の主
��

宰
��

②　法律案の提出
③　国務大臣の任

��

免
��

④　弾劾裁判所の設置

問５ 下線部（エ）について、1989年に消費税が導入されたときの税率を答えなさい。

問６ 下線部（オ）について、Ａ・Ｂそれぞれの問いに答えなさい。

Ａ 内閣が作成した予算の提出について、日本国憲法ではどのように規定されて
いますか。文章で説明しなさい。

Ｂ 予算について、衆議院と参議院で異なった議決をした場合の規定と同じ規定
が用いられるのはどのような場合か答えなさい。

問７ 下線部（カ）などの事業を運営するために、1962年に厚生省（現厚生労働省）
の外局として設置された庁を漢字で答えなさい。




