
平成27年度 社会 問題用紙 N o. 1 受験番号〔

ー回隻葉中学校がある東京{こは、日本や世界のさまざまな地域の人慨が集まってきます。日本や世界の各地域との関わりi乙ついて、下の

間に答えなさい。

間1 東京は、日本で一番広い平野である関東平野に位置しています。

(1 )関東平野には、富士山や浅間山などの火山の噴出物によってできだ土が擢議しています。富士

山の位置を右の地図中のイ~チから選び、記号で答えなさい。

東平野に流れている利根川の上流には、

て知られる県を答えなさい。

間2 東京都の人口は日本の人口のおよそ 10%をしめています。一方で、人口が 100万人未満の

県もあり、人口は地域によってかたよりがありますo次のイ~こから正レくないものを一つ選

び、記号で答えなさい。

イ 人口の多い都市では、交通総議が日常化し、大気汚染などで環境が悪化する。

白 人口の多い都市は、緑の減少や誹熱の増加などのため、周辺の地域よりち気温が高い。

ハ 人口が減った地方ほど、一人ひとりに苅し手厚い行政のサービスが行われる白

一 人口が減った地方の財政は、国からの補肪金の割合が大きくなる。

間3 東京など大都市には外国語の人ち多く暮らしています。下の円グラフは、日本に暮らす主な外国人の国籍別の割合を示したちのです。

(1 )円グラフ中の囚置のうち、固に当てはまる国を次のイ~こから選び、記号で答えなさい。(問国艶図会~ 2014/15年版より〉

イアメリカ ロフィリピン ハ中国 二オーストラリア

(2)円グラフ中にある「韓国@朝鮮」について、正しくないちのを次のイ~こから一つ選び、

記号で答えなさい。

イ 朝鮮半島の人びとは、日本と同じく暑を使い、米を主食としている。

ロ ピョンヤンは、青森よりち北に位置しており、冬の寒さが厳しい。

ハ 福岡と東京間の釘荷量よりも、福岡とソウル間の距離の方が短い。

一 韓国と日本は、音楽などの文化の交流が盛んに行われている。

間4 東京港では、さまざまな物が輸出入されています。次にあげたく表〉の①~④は、東京港のほか、名古屋港、博多港、成田空港のい

ずれかにおける主な輸出品、輸入昂を示したちのです。 m日本国勢図会~ 2014/15年版より〉

く表〉 ① ② ③ ④ 

輸出品(%) 輸入昂(%) 輸出品(%) 輸入昂(%) 輸出品(%) 輸入昆 C%) 輸出品 C%) 輸入品 C%)

集積回路 18.8 魚介類6.9 集積田路7.4 通信機 13.8 コンビュータ部品7.5 衣類8.1 自動車26.8 液化ガス 16.2

自動車 17.8 家具4.6 科学光学機器6.6 医薬品 9.8 自動車部品6.6 コンビュータ6.0 自動車部品 15.5 石油 11.8

タイヤ・チューブ9.9 コンピュータ4.4 金〈非貨幣用)4.7 集積回路 9.1 プラスチVク5.1 魚介類5.0 内燃機関5.0 衣類6.7

映像記鐘・再生機器5.9 衣類3.6 電気回路用品 3.7 コンビュータ7.5 科学光学機器4.5 肉類4.3 金属加工機械4.1 アルミニウb.4.3
ー

け)<表〉の①~④は、それぞれどこに当てはまるか、正しい組み合わせを次のイ~ヌから一つ選び、記号で答えなさい。

イ ロ /¥ 一 ホ一 ヘ 卜 チ 1) ヌ

① 東京港 成田空港 博多港 名古屋港 東京港 成田空港 博多港 名古屋港 成田空潜 博多港

② 成田空港 東京港 成田空港 博多港 成田空港 博多港 名古屋港 東京港 名古屋港 東京港

③ 博多港 名古屋港 東京港 成田空港 名古屋港 東京港 東京港 成田空港 博多港 成田空港

④ 名古崖j苔 博多港 名古屋港 東京港 博多港 名古屋港 成田空港 博多港 東京港 名古屋港

(2) <表〉の輸入毘の中にみられる「衣類」を、日本が最も多く輸入している国はどこですか。次のイ~ホから選び、記号で答えなさい。

イオーストラリア ロ イ ンド ハタイ 二韓国 ホ中国

間5 東京のような大都市では、特に多くのエネルギーが消費されています。

(1 )日本は、エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っています。次の表中のイ~こはそれぞれ、日本が輸入している資源の輸入先上位

5力国を示したものです。次のイ~こから石炭に当てはまるものを一つ選び、記号で答えなさい。 m日本国語図会~ 2014/15年版より〉

イ 口 J¥ 一
一

1 i立 オーストラリア 61.6% サウジアラビア 31.8% オーストラリア 20.5% オーストラリア 63.6% 

21立 ブラジル 28.7% アラブ首長国連邦 22.7% 力タール 18.4% インドネシア 19.1% 

3位 南アフリ力共和国 4.3% 力タール 12.7% マレーシア 17.1% ロシア 6.4% 

41立 インド 2.0% クウェート 7.3% ロシア 9.8% カナダ 5.2% 

5位 チリ 1.1 % ロシア 6.9% インドネシア 7.2% アメリ力 3.5% 
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(2)主なエネルギー資源である石炭や原油を燃やしだ時に出る二酸佑炭素は、地球温暖化の原因のーっとされています。地球温暖化によっ

て起こる問題としてふさわしくないものを次のイ~こから一つ選び、記号で答えなさい。

イ 海面が高くなっただめに、水没しつつある島や借地がある。

口 干ばつや大雨による洪水などの自然災害が増える。

ハ 紫外線の量が増え、人びとの健康を害するおそれがある。

一 各地域の農作物や魚のとれ万に、変化があらわれる。

(3)日本には、多くの原子力発電所があります。次のイ~ヌから原子力発電所が立地していない県を三つ選び、記告で答えなさい。

イ福井県 口広島県 ハ静岡県 二福島県 ホ鹿児患県

へ茨城県 ト愛媛県 チ 石 川 県 リ長崎県 ヌ神奈川県

問6 外国との貿易では、船を使って原料や製呂を運ぶことが多いために、工業地帯や工業地域の多くは、海沿いに広がっています。しかし、

近年は関東内陸工業地域など、海から離れた地域にも工揚が集まるようになりました。なぜ、海から離れたところに工業地域ができる

ようになったのか、その理由とレて最もふさわしいものを次のイ~こから選び、記号で答えなさい。

イ 内陸部で新たに鉱山が開発され、工業に必要な原料を得やすくなったから。

口 内陸部の都市が発展して人口が増えだので、働き手を得やすくなったからD

ハ 高速道路が整備されて自動車交通が発達し、輸送が便利になったからo

一 外国向けの製品よりも、国内向けの製昂が多く生産されるようになったから。

間ア 東京のような大消費地から離れた地域には、高冷地の涼しさを利用して野菜を生産し、大都市ヘ向けて出荷している地域があります。
し由んー

このような農業が利益を得られるのはなぜか、「旬 Jという言葉を使って説明しなさい。

園小学校6年生の隻葉さんとお父さんの次の会話を読み、問団えなさい。

隻葉:お父さん、私、将来は外国と日本のかけ橋になるような仕事がしたいわ。

父:それはいい老えだね。外国の政府と連絡をとって、宣いの関係を良くする仕事があるよ。①外国との位き合いや、国どうしの話し合いで

物事を進めていくことは、とても大切なことだね。

隻葉:[盟と国との関係を良くレていくって、とても素晴らしいお仕事だと思うわ。アメリカやヨーロッI_'¥の国と良い関係を築くことは、もち

ろん大切だけれど、何よりも近くの国との関係が大切だと思う。

父:大事なことに気づいだね。たとえば中国とは、正式な国交を回復したのが、戦後 30年近くたってからなんだよ。

笠葉:この先色、戦争は絶対にあってはならないわ。戦争が起こると、国と国との関係が悪くなるばかりか、再び良い関係を築くだめには、

長い時間がかかるもの。戦争が長引くと、人びとの暮らしが桜燥されてしまうわo

父:本当にその通りだね。自分の国を響かすものから国を守ること、そのための体制を作っていくことを、合わせて rl IJというよ。

隻葉:この前学校で、 n いという言葉が入る、日本とアメリ力との間で結ばれた条約について習ったわ。第二次世界大戦が終わり、

②日本と戦争していた固との間で平和条約が結ばれたのも、同じ時期だったのよね。

父:自分の国の平和を守るだめに、各国政府は関係の深い固と③条約を結ぶことがあるんだよ。疋だし、どのような形で外国と協力するかに

ついては、最善の策を者えなければならないね。同盟を結んだ国とは、いろいろな協力をするけれど、まずは、④日本政府や国民一人ひ

とりが、どのように平和を守っていくのか、しっかりと者えなければならないと思う。

t 隻葉:日本の平和は、一つの国だけで保たれているのではないのね。ますます、国際的な協力を進める仕事に興味がわいたわ。

父:これから、いろいろなことに目を向ける必要があるね。賞易の問題、屋議の問題、世界には山ほど課題がある。国連総会のように、たく

さんの習が集まる会議もあれば、⑤一部の国の代表が集まって、特定のテーマについて話し合い、考えを共有する国際会議もあるよ。

隻葉:そうね。戦争がなければ平和かというと、そうではないちのね。

父:世界には、それぞれの国や地域ごとにさまざまな問題があるからね。 1990年代に入ると、国際連合は国どうレの戦争を防ぐことだけ

では、本当の意味で人間の命を守ることが不十分であるという考え方から「人間のI IJを提唱するようになったんだよ。

隻葉:r人間のI IJって、どんな意味の言葉なの。

父:⑥世界には多くの国があるけれど、その中には、最位限の食料、住居が確保されないといった黄困に苦しんでいる人が矢裂いるよ。「人

間のL_ IJという言葉には、そのような「人間の尊厳に対する蕎誠」から人びとを守るということが語まれているんだo

隻葉:社会のj受業で習つだ⑦日本国憲法には、「すべて国民は、個人として尊重される。Jと基本的人権の尊重がう疋われているわ。これち、

一人ひとりの人間の尊厳を大切にするという意味よね。根本にある、人間をかけがえのない信在とレて大切にする、ということは世界中

の全ての苦しんでいる人びとにもいえることだわ。

間オ 下線部①について。このことを何といいますか。
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問2 下線部②についてロこの時に、日本から分離されてアメリカが統治することになっだ地域を次のイ~ホから三つ選び、日本に返還され

た時期が早い順に記号で答えなさい。

間3

イ沖縄 口小笠原諸島 ハ千島列島 二樺太 ホ奄美群島

下線部③について。日本での条約を結15¥手続きについて、正しく説明しているちのを次のイ~こから二つ選び、記号で答えなさい白

イ 外国と条約を結ぶのは、大臣たちによって組織される内閣である。

口 外国との条約は、国の政治の方針を決める機関である国会が結ぶ。

ハ 憲法の番人である最高裁判所は、外国と結んだ条約の承認を審査する。

一 外国と結んだ条約の承認を決議するのは、国民の意見を代表する国会である。

間4 下線部④について。平和を考え守る勤さとして、これまでに行われ疋ことで!はまないちのを、次のイ~二から一つ選ひ

イ 戦争に巻き込まれることをjω白凶E配2した人びと力がT、1恰96ωO年に国会を取り困むなど、大規模な掠義運動を行つた。

口 戦後日本は核兵器を持だす、「非核三原則Jをかかげて核のない世界を目指す働きかけをしてきた。

ハ 米軍基地が集中する沖縄では、事故や事件をきっかけに、県民による基地反対運動が偲度ち起きた。

一 イラク戦争でアメリカカt攻撃を開始した時、日本政府は平和主義にちとづいて、戦争反対の立場を表明レだ。

間5 下線部⑤について。日本、アメリ力、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシアの首脳などが参加レて毎年聞かれてい

る主要国首脳会議を、伺といいますか口

問6 下線部⑥について。

(1 )世界の固と国連の状況について、正しくないちのを次のイ~こから一つ選び、記号で答えなさい。

イ 世界には 200近くの国があり、現在ではフフフリ力大陸のほとんどの国が国連に加盟レている。

ロ 世界には 200近くの国があるが、国連加盟国の中には互いに国交を結んでいない国ぐにもある。

ハ 世界には 200近くの国があるが、 EUの誕生によってヨーロッパの国連加盟国の数は減ってきている。

一 世界には 200近くの国があり、国連総会にはすべての国連加盟国が参加して一国一票の投票権をもっ。

(2)世界の国ぐにには、統合の動きとB裂の動さがあります。次の文のうち、正しくないものをイ~こから一つ選び、記号で答えなさい。

イ TPPが結ばれると、協定が結ばれた地域の中で貿易が自由化されて、国と国の分裂が進んでいく。

ロ ヨーロッパの国ぐにが共通通貨ユーロを使えるようにしたのは、経済の統合を進めるためである。

ハ 複業主の民族で国をつくっていたユーコ、スラビアで、独立の動きが次つぎと起こり、いくつかの間に分かれだ。

ー イギリスからの独立か、とどまるかを選択するスコットランドの住民投票は、世界の注目を集めた。

(3)世界の国ぐにの中で、 wlえや教育、医療の不足などの問題を鑓えている国を何といいますか。漢字5文字で答えなさい。

間ア 下線部⑦について。日本国憲法は、国民の自由や権利を守るための方法として三権分立を定めていますロこの原則は、互いの仕事が

きちんと実行できているかを調べ、どれか一つの力が大きくなり過ぎることを防ぐ役割があります。「内閣の不信任を決議する」しく

みは、三権のうち、どの権力がどの権力に苅して、その役割をはたしているといえますか口

間8 文章中のL Iに最もふさわしい語句を入れなさい。すべての，1 . 1には、同じ語句が入ります。

回 日本はタトの世界との関わりからさまざまな刺激を如、変化しながら歩んで

きました。石に、日本の政治や社会が大きく変化することにつながった出来事

をいくつかあげました。下の問に答えなさい。

間1 年表中の〔ア) [イ〕に入る、当時の中国の国名を答えなさい。

間2 Aについて。これ以前の日本のこととして正しいちのを次のイ~へから二つ

選び、記号で答えなさい。

ィ 金総が初めてつくられた。

口むらを鰭で囲むようになった。

ハ木の実を栽培するようになった。

一 仏教が伝わり各地に広まった。

ホ土器をつくるようになった。

へ小さな「くに」が各地にできた。

西麿 出来事

稲作が伝わる網臨'A

5世紀|渡来人が多くなる周..s 

894年 I(ア]への使節派遣を中比する..鍾C

1274年 i元軍に攻撃される園周且D

1404年 I(イ]との貿易を行う..届E

1549年 !キリスト教が伝わる局留酒F

1592年 !朝鮮に出兵する陣咽 .G

1853年 iペリーが来航する..羽H
「文明開化Jが進む包..1 

1894年 i朝鮮をめぐって中国と戦う... J 

1911年 l条約改正を達成する...K 

1945年!.第二次世界大戦が終わる...錨L
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問3 Bについて。渡来人はさまざまな技術や文化を伝えました。そのうちで、日本が宗教や政治制度などに共通点をちつ地域の一員となる

ために、最も重要な役割をはたしだのはどのようなことですか。

間4 cについて。このころ北九111¥1には、九州を治め、国防の中i白となる役所が置かれていまし疋。伺という役所ですか口

間5 Dについて。この出来事が起こったのは、鎌倉時代です。この時代についての説明として正しいものを次のイ~へからこつ選び、記号

で答えなさい。

イ 敵の攻撃を防ぐため、鎌怠の海岸沿いに石で髄撃を築いた。

口 幕府が置かれた鎌倉には、中国からち船が来て品物が運ばれた。

ハ 元患の後、御家人たちは十分なほうびをちらい、さらに団結を強めた。

一 御家人ret皆、鎌倉に領地を与えられ、躍を建てて住んでいた。

ホ 幕府を開いた源頼朝は、武士の裁判の基準となる法律をつくった口

へ 執権が中I~\となって政治を進めていだころ、幕府が朝廷と戦い勝利した。

間6 Eについて。この貿易が行われたのは、京都に幕府が置かれていだ時代でした。この時代の説明として、正レいものを次のイ~ホから

一つ選び、記号で答えなさい。

イ 幕府の最後の将軍が、京都で天皇に政権を返した。

口 黄族と結んだ源氏と平氏が京都で戦い、源氏が敗れた。

ハ 京都に新しい大仏をつくるといって、農民から刀を取り上げた。

一 長年戦揚となっただめ、京都の市街の大部分が焼けだ。

ホ 京都は、長崎や日光などとともに幕府によって直撞支配された。

問7 Fについて。このころ始まつ疋南蛮貿易などで大量に海外に輸出された、当時の日本が世界有数の産出量を詰っ疋ちのは何ですか。

間8 'Gについて。この戦いをきっかけとレて新しい技術が伝わり、つくられるようになったものがあります。代表的な生産地名がついたも

のをあげなさい。

間9 Hについて。

(1 )この翌年、日米和親条約が結ばれました。その条約によって関かれた港を次のイ~トから二つ選び、記号で答えなさい。

イ下回 口 浦 賀 ハ神戸 二横浜 ホ長崎 へ函館 ト堺

(2)江戸時代の出来事を次にあげました。時期の早いJI!買に蛍ベた時に、 3番目と6番目になるちのをイ~トからそれぞれ選び、記号で答え

なさい。

イ 島原や天草で、大規模なー撲が起こった口

口 坂本龍馬の仲介で、薩長同盟が結ばれた。

ハ 平戸のオランダ商館を、長崎の出島に移した。

一 夫w誰の時に、大塩平八郎が反乱を起こしだ。

ホ 欧米諸国と条約を結び、貿易を開始レた。

ヘ徳川家康が予言忠に、将軍の地位をゆす、ったD

ト 大阪城をま髄!としていた、豊臣氏が競lまされた。

悶 10 1について。このころ欧米の技術や文化が取り入れられました。その説明として正しくないちのを次のイ~こから一つ選び、記号で

答えなさい。

イ 太陽暦が使われ始め、 1日を24時間、 1週間を7日とした。

口 洋服を蓄る人が増え、パンや牛肉ち食べるようになっだ。

ハ 人力車の営業が始まり、馬車が定るようになり、鉄道もしかれた。

ー レンガ造りの建物がつくられ、各地の街路には電灯がともつだ。

間什 Jについて。日本はその後、朝鮮半島に勢力をのばしてきた別の国とも戦いました。その戦争とは何ですか。

問 12 Kについて。この時アメリカと交渉し、関税自主権の回復を実現した大臣の名前を答えなさい。

間 13 しについて。戦後日本は連合国軍に占領され、そのもとで民主的な改革が進められましだ。この改革の中で、団結する権利を認めら

れだ労働者が結成したものを伺といいますか。

間 14 r豊臣悉吉が全国を統一する」という出来事を年表に入れるとすれば、どこに入りますか。次のイ~ホから選び、記号で答えなさいロ

イ CとDの間 口 DとEの閤 ハ EとFの間 二 FとGの間 ホ GとHの間


