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注 意

１   試験開始の合図があるまで、 この冊子の中を見てはいけません。 

２   問題は 1 から 2 まで、 11ページにわたって印刷してあります。 

３   解答用紙には、 受験番号と氏名を書きなさい。

４   解答はすべて解答用紙に書き、　解答用紙を提出しなさい。 

５   人名・地名や社会科で学習する用語は、　漢字で答えなさい。 
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　　次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

　世界には約 190 の国があります。それらの国の中には①人口が 10 億を超える国がある一

方で、人口 10 万人に満たない国もあります。また、②国土面積にも大きな違いがあります。

さらに、経済の規模なども様々で、いわゆる先進国と発展途上国の経済格差は大きな問題で

す。その他にも、領土や宗教上の対立などが主な原因となっている紛争もあり、こうした問

題を解決することは今後の大きな課題です。

　世界経済を安定させながら、国家間の経済格差をなくし、紛争を解決することなどを目的

に設立されたのが③国際連合です。また近年は、近隣の諸国が経済・社会の各方面で協力し

あい、互いに発展するための組織として④ EU や⑤ ASEAN などの地域連合が結成されて

います。さらに、TPP のように自由貿易によって加盟国が互いに経済発展していくための

組織づくりもすすめられています。

　1975 年からはじまった主要国首脳会議も、さまざまな国際問題を解決するために創設さ

れたもののひとつです。当時、世界経済の中心的存在であったアメリカ・（　１　）・イギリ

ス・西ドイツ・日本の 5 か国で、毎年 1 回開催されることになりました。5 か国ではじまっ

た主要国首脳会議は、その後イタリアとカナダが加わり 7 か国で開催されることになりまし

た。いわゆる G7 です。さらに、東西冷戦終結後にはロシアを加えた 8 か国で開催されてき

ました。しかし、2014 年に起こった（　２　）問題以降、ロシアは参加を拒否されています。

この問題が解決に歩みだし、今年の会議にロシアの参加が認められるかどうか注目されます。

　この会議の開催地と議長は参加国が交代で務めます。今年は日本で開催され、日本の⑥内

閣総理大臣が議長を務めます。開催場所に名乗りをあげていたのは、仙台市、⑦新潟市、⑧

長野県軽井沢町、⑨浜松市、名古屋市、⑩三重県、神戸市、⑪広島市などですが、昨年 6 月、

三重県の伊勢志摩で開催されることに決定しました。主要国首脳会議が日本で開催されるの

は、⑫北海道の洞爺湖で行われて以来 8 年ぶりのことになります。また、各国の首脳会議に

先立って、財務や⑬環境問題、教育などの担当大臣による分野別会議の会場が、日本全国の

都市で開かれることになっています。私たちは、この会議で話し合われ、合意される内容に

ついて注目しながら、世界の平和と安定について考えていきたいものです。

１
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問１　文中の（　１　）（　２　）にあてはまる国を、次の世界地図中のア〜カより 1 つず

つ選び、記号で答えなさい。

問２　下線部①②について、世界一人口の多い国（Ａ）と世界一国土面積の大きい国（Ｂ）

の組み合わせとして正しいものを、次のア〜カより１つ選び、記号で答えなさい。

ア　（Ａ）中国　　　　（Ｂ）カナダ

イ　（Ａ）中国　　　　（Ｂ）ロシア

ウ　（Ａ）中国　　　　（Ｂ）オーストラリア

エ　（Ａ）インド　　　（Ｂ）カナダ

オ　（Ａ）インド　　　（Ｂ）ロシア

カ　（Ａ）インド　　　（Ｂ）オーストラリア

問３　下線部③について、右の写真は、国際連合の本

部前にあるモニュメントです。このモニュメン

トは、どのような願いを込めてつくられましたか。

　　　15 字程度で答えなさい。

ア イ

ウ

エ

オ

カ



－3－

問４　下線部④⑤について、それぞれの機関の名称の組み合わせとして正しいものを、次の

ア〜カより１つ選び、記号で答えなさい。

ア　④ヨーロッパ共同体　　　　⑤アジア太平洋経済協力会議

イ　④ヨーロッパ連合　　　　　⑤アジア太平洋経済協力会議

ウ　④ヨーロッパ共同体　　　　⑤東南アジア諸国連合

エ　④ヨーロッパ連合　　　　　⑤東南アジア諸国連合

オ　④ヨーロッパ共同体　　　　⑤アジア・アフリカ会議

カ　④ヨーロッパ連合　　　　　⑤アジア・アフリカ会議

問５　下線部⑥について、その説明として誤っているものを、次のア〜エより１つ選び、記

号で答えなさい。

ア　内閣総理大臣は、国会議員の中から国会で指名される。

イ　衆議院と参議院で異なる人物が指名された場合には、衆議院で指名された人物

が選ばれる。

ウ　国務大臣は内閣総理大臣が任命するが、2/3 以上は国会議員の中から選ばなけ

ればならない。

エ　衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、10 日以内に衆議院を解散する

か、内閣総辞職しなければならない。

問６　下線部⑦について、新潟市を示す雨温図を、次のア〜エより１つ選び、記号で答えな

さい。
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問７　下線部⑧について、長野県の形を、次のア〜エより１つ選び、記号で答えなさい。

問８　下線部⑨について、浜松市の工業の説明として正しいものを、次のア〜エより１つ選

び、記号で答えなさい。

ア　豊富な石炭資源を背景に、明治初期に官営の製鉄所ができたことで、製鉄所を

中心に工業が発達した。

イ　京浜・中京工業地帯の間に位置し、交通の便が良く、水資源も豊富である。自

動車やオートバイなどの機械工業が盛んである。

ウ　労働力が豊富なうえ、気候が温暖で自然災害が少ない。阪神・北九州工業地帯

の中間に位置し交通の便も良い。造船・石油化学・機械工業が発達している。

エ　首都圏から比較的近い高速道路沿いには、IC（集積回路）などの電子部品工

場が進出し、シリコンロードと呼ばれている。

問９　下線部⑩について、三重県の漁業の説明として正しいものを、次のア〜エより１つ選

び、記号で答えなさい。

ア　タイや真珠の養殖が盛んである。

イ　ホタテの養殖のほか、サケやカニ漁が盛んである。

ウ　カツオの一本釣りが有名で、鰹
かつお

節の産地でもある。

エ　サケやマスの稚
ち

魚
ぎょ

を人工孵
ふ

化
か

させて放流する栽培漁業が盛んである。
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問 10 下線部⑪について、広島市がある中国地方には、いくつかの世界遺産があります。中

国地方の世界遺産として正しいものを、次のア〜エより１つ選び、記号で答えなさい。
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問 11 下線部⑫について、次の表は農作物の都道府県別生産高の順位です。北海道をあらわ

しているものを、表中のア〜エより１つ選び、記号で答えなさい。

問 12 下線部⑬について、次の文章の空らんに入る言葉の組み合わせとして正しいものを、

下のア〜カより１つ選び、記号で答えなさい。

環境問題は世界全体で取り組まなければならない問題なので、（　１　）が 

（　２　）に行っている援助のなかで、環境を守るための環境（　３　）を強

化することが重要になっており、日本もこの環境（　３　）の増額に努めている。

ア　（1）発展途上国　　　（2）先進国　　　　　（3）ホルモン

イ　（1）発展途上国　　　（2）先進国　　　　　（3）アセスメント

ウ　（1）発展途上国　　　（2）先進国　　　　　（3）ODA

エ　（1）先進国　　　　　（2）発展途上国　　　（3）ホルモン

オ　（1）先進国　　　　　（2）発展途上国　　　（3）アセスメント

カ　（1）先進国　　　　　（2）発展途上国　　　（3）ODA

（2015/16 年版『日本国勢図会』より）
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　　次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　71 年前の 8 月 15 日、玉
ぎょく

音
おん

放送が流されました。①太平洋戦争に終わりを告げる放送で

した。そのわずか 1 か月後、戦後初めてのラグビーの試合がおこなわれたという記録があり

ます。これが敗戦後、日本で初めての競技スポーツだったとされています。当日、なんの告

知もなかったにもかかわらず、約 3,000 人が観戦にやってきました。場所は京都大学農学部

グラウンドでした。また、その年の 12 月には、広島でラグビーの試合が行われたという記

録もあります。焼け野原となり、②戦後の復興もままならないなか、楕
だ

円球を追いかける選

手たちの姿を想像すると、自然と胸があつくなります。

　日本で初めてラグビーの試合が行われたのは 19 世紀後半、③開国後まもなくのことでし

た。その試合は、日本に来航した外国人同士で行われたとされています。日本人にはじめて

ラグビーが伝えられたのは 1899 年、日本ラグビーの父と言われる④クラーク教授と田中銀

之助氏が、慶應義塾大学の学生に紹介したときでした。ラグビーの試合中、ボールを持った

選手は「自由」です。どこに走ってもいいし、どこに蹴
け

ってもいい。次のプレーを⑤「自由」

に選択することができます。これが受け入れられたのか、⑥ 20 世紀にはいると、一気にラ

グビー人口が増加しました。1930 年代には外国チームとの試合も記録されています。第二

次世界大戦中、さまざまな分野に政府の規制が入りました。そんななか、ラグビーの試合は

1943年まで続けられました。ラグビーは当時の日本人にとってなくてはならない存在になっ

ていたのです。

　日本とスポーツの歴史は古く、蹴
け

鞠
まり

が飛鳥時代から始まったとされています。また、日本

の国技である相
す も う

撲は村どうしの問題を解決する手段や宗教的儀式として、それ以前から行わ

れていたと言われています。江戸時代には、余
よ

暇
か

活動を楽しむ手段としてスポーツが一般的

に行われ、明治維新以降、スポーツは学校教育の一環として扱われるようになりました。そ

の後、テレビ放送の開始とともに、プロ野球、プロレス、ボクシング、相撲などの生中継が

娯
ご

楽
らく

として楽しまれるようになりました。一方、放送の少ないアマチュアスポーツへの注目

度は少しずつ低下していきました。

　現在の日本ラグビーも、人気が低迷しており、その人気回復に向けてさまざまな取り組み

がなされています。そんななか、2015 年 9 月から 10 月にかけて、ラグビーワールドカッ

プがイングランドで開催されました。日本代表と⑦南アフリカ代表スプリングボクスの戦い

が、世界に衝撃を与えたのは記憶に新しいことです。次回の開催は 2019 年、⑧開催国は日

本です。日本とラグビーの歴史に思いをはせると、その深みを感じられるかもしれません。

２
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問１　下線部①について、後の問いに答えなさい。

（１）太平洋戦争中の日本についての説明として誤っているものを、次のア〜エより１

つ選び、記号で答えなさい。

ア　戦争が長引くにつれて物資が少なくなり、米は配給制、日用品のほとんどが切

符制になった。

イ　国家総動員法を制定したことにより、政府は戦争に必要な物資や労働力を自由

に動員できなくなった。

ウ　兵士が不足すると、大学生が学徒兵としてかり出され、残った学生たちも工場

で働かされた。

エ　空襲が激しくなると、大都市の小学生は地方へ集団で疎
そ

開
かい

することになった。

（２）終戦直前におこった次のア〜ウの出来事を、時代の古い順に並べ替えなさい。

ア　長崎に原子爆弾が投下された。

イ　広島に原子爆弾が投下された。

ウ　ポツダム宣言が発表された。

（３）次の地図中のＡ〜Ｄの地域は、第二次世界大戦後に紛争がおこった地域を示して

います。それぞれの地域でおこった紛争などの説明として正しいものを、下の

ア〜エより１つ選び、記号で答えなさい。

ア　Ａでは 2001 年に同時多発テロが発生した。

イ　Ｂで対立する両国は、1998 年に核実験をおこなった。

ウ　Ｃでのユダヤ人とアラブ人の対立は現在も続いている。

エ　大量破壊兵器をもっていると疑われたＤは、2003 年にアメリカとイギリスの

攻撃を受けた。
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問２　下線部②について、後の問いに答えなさい。

（１）第二次世界大戦後の民主化についての写真・絵の中で誤っているものを、次の 

ア〜エより１つ選び、記号で答えなさい。

（２）1950 年、ある国で戦争が始まると、アメリカが大量の物資を日本に注文してき

ました。このことは日本の経済が立ち直り、第二次世界大戦後の不況から脱す

るきっかけとなりました。この戦争の名称を答えなさい。

（３）上記（２）の戦争が起こると、アメリカは日本との講和を急ぎました。1951 年

に日本が独立を回復するきっかけとなった条約が結ばれた都市を、次のア〜エ

より１つ選び、記号で答えなさい。

　　ア　ニューヨーク　　　　イ　サンフランシスコ

　　ウ　パリ　　　　　　　　エ　ジュネーブ
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問３　下線部③について、後の問いに答えなさい。

　　　

（１）開国後まもなく日本はさまざまな国と関係をもちました。次のＡ・Ｂはどこの国

との関係についてのべたものですか。下のア〜エよりそれぞれその国の国旗を

１つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、国旗は現在の国のものをあらわし

ています。

Ａ　大日本帝国憲法は、君主の権力が強い国の憲法を手本につくられた。

Ｂ　富岡製紙場では機械が輸入され、外国人技師の指導のもとに生糸が生産された。

（２）日本で初めてラグビーの試合が行われた 1874 年、藩閥政治を批判し、国民が選

んだ議員で組織された議会を開くべきであるという意見書が政府に提出されま

した。これをきっかけにおこった、政府に対して国会を開くことや憲法を制定

することを要求する運動を何といいますか。

問４　下線部④について、この２人はともにイギリスのケンブリッジ大学の卒業生でした。

19 世紀における日本とイギリスに関連する説明として正しいものを、次のア〜エよ

り１つ選び、記号で答えなさい。

ア　ノルマントン号事件をきっかけに日英同盟が結成された。

イ　ウィリアム・アダムス（三浦按針）が日本政府の要人として活躍した。

ウ　イギリスから日本に帰化した小泉八雲が東京帝国大学で教べんをとった。

エ　外務大臣の小村寿太郎がイギリスとの間で治外法権の廃止に成功した。
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問５　下線部⑤について、日本国憲法の三大原則の１つに基本的人権の尊重があります。そ

のうちの自由権に関する説明として誤っているものを、次のア〜エより１つ選び、記

号で答えなさい。

ア　強制されて働かされることはない。

イ　自分の住みたいところに住み、自分が望む職業を選ぶことができる。

ウ　能力に応じて等しく教育を受けることができる。

エ　ものごとを自由に考え、自分の良心に従うことができる。

問６　下線部⑥について、次の文章の空らんに入る人物を、下のア〜エより１つ選び、記号

で答えなさい。

　 世紀にはいり、義務教育は 年から 年になった。嘉悦孝が日本で初め

て女子を対象とした商業学校を設立したのは、ちょうどこの頃のことである。

　教育の広がりとともに、科学の研究も進んだ。それにともない、日本でも世

界的な研究が行われるようになった。（　　　）は、破傷風の治療法を発見し、

年の第 回ノーベル生理

理

学・医学賞

医学賞

の最終候補の 人になった。受賞は

ならなかったが、第 回ノーベル生 学・ を受賞したベーリングは、彼

の共同研究者だった。

ア　野口英世　　　イ　福澤諭吉　　　ウ　津田梅子　　　エ　北里柴三郎

問７　下線部⑦について、南アフリカ代表は「ある理由」により国際社会から政治的制裁を

受け、第１回・第２回のラグビーワールドカップには参加することができませんでし

た。その後「ある理由」が終わり、 年の自国開催の第３回ラグビーワールドカッ

プに初出場し、初優勝を果たしました。「ある理由」とは、南アフリカで実施されて

いた人種隔離政策のことです。この政策の名称をカタカナで答えなさい。

問８　下線部⑧について、次の年表は日本で開催された国際スポーツイベントに関するもの

です。下のできごとＡ〜Ｃは、いつおこったことですか。年表中ア〜エよりそれぞれ

１つずつ選び、記号で答えなさい。

Ａ　ユーロの流通が開始された

Ｂ　東海道新幹線が開通した

Ｃ　沖縄が日本に返還された
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