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２科・４科　入 試

社　　　会

（25分）

かえつ有明中学校

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、 10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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次の文を読み、後の問いに答えなさい。

　今あなたが持っているシャープペンシルや消しゴムなどの文房具、携帯電話、洋服などの

製造国を知っていますか。「Made in Japan（日本製）」の物だけではなく、中国製やベトナ

ム製など①さまざまな国で生産されていることに気づくでしょう。私たちは、②輸送技術の

発展により、海外で作られた商品を昔よりも簡単に手に入れることができるようになりました。

　国境を越えて移動するのは、③モノだけではありません。近年、④日本で生活する外国人

や外国で生活する日本人の数が増えています。また、国内よりも外国に進出したほうが利益

があがる場合、⑤企業は外国に向けて資本（カネ）を提供し、その地で工場を建てるように

なりました。このように、モノ・ヒト・⑥カネが国境を越えて活発に移動し、世界における

各国の経済的な結びつきが深まっています。これを⑦経済のグローバル化と言います。

　グローバル化を支えるものの一つに、⑧情報通信技術の進歩があります。現在、「LINE」

「Facebook」などのソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の利用者が増え、私

たちは多くの人との交流や情報交換がますます簡単になりました。現代では情報をどのよう

に取捨選択し、また何を発信するかということを考えながら、世界とつながっていくことが

大切になります。

問１　下線部①について、日本では各国のミネラルウォーターが販売されており、次の写真

のように硬
こう

度
ど

が異なります。ヨーロッパに比べて、日本の川はマグネシウムやカルシ

ウムの含有量が少ないため、軟水が多いです。その理由を日本の川の特徴から、15

字程度で答えなさい。

１

（ippin-bento.com より引用）

硬度

軟水 硬水
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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）次のグラフは日本の国内貨物輸送における航空機・鉄道・船・自動車の割合の

推移を示しています。自動車にあてはまるものを、次のグラフ中のア〜エより 

1 つ選び、記号で答えなさい。

（２）日本のコンビニエンスストアは、店舗数が５万店を超えました。その各店舗で弁

当や果物が買えるのは、輸送技術の発展によるところが大きいと言えます。多

くのコンビニエンスストアでは、レジで客の性別と年齢を登録し、情報を収集

しています。その目的を説明した次の文章の空らんにあてはまる文を答えなさ

い。

消費者が必要としているものや好みを把
は

握
あく

することで、（　　　　　　　　）

が出来るから。

問３　下線部③のモノの移動について、後の問いに答えなさい。

（１）次の文章の空らんに当てはまる災害の名前を答えなさい。

日本は、1980 年代以降、30 年連続して輸入額よりも輸出額の方が上回る貿易

黒字国であった。しかし、2011 年 3 月 11 日に発生した（　　　）をきっか

けに貿易赤字国になった。

1965年度
1,863億トン ア 26% イ 43.3%

ア 63.9% イ 32%

ウ 30.7%

ウ 3.9%

エ 0%

エ 0.2%

2009年度
5,236億トン

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（2014/15 年版『日本国勢図会』より）
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（２）次のグラフは、1960 年および 2013 年の日本における輸出品と輸入品の割合に

ついて表したものです。2013 年の輸出品について表したものを、次のア〜エよ

り 1 つ選び、記号で答えなさい。

問４　下線部④について、次の地図は日本に在留する外国人数（2014 年末）を都道府県別

に示したものです。この地図について述べた文として正しいものを、右下のア〜エよ

り 1 つ選び、記号で答えなさい。

（2014/15 年版『日本国勢図会』より）

ア イ

エウ

石油
21％

機械類
20％

繊維品
30％

機械類
12％

繊維原料
18％

石油
13％

機械類
7％鉄くず

5％鉄鉱石
5％

小麦
4％

木材
4％

その他
44％

鉄鋼
10％船舶

7％

魚介類
4％

金属製品
4％

その他
33％

液化ガス
10％石炭

3％ 衣類
4％

医薬品
2％

機械類
36％

自動車
15％

鉄鋼
6％

自動車
部品
5％

有機
化合物
4％

精密機械
3％

その他
31％

その他
40％

ア　地方ごとに比べると、在留外国人の

人数は、東北地方が最も多い。

イ　中国地方では、島根県だけ在留外国

人数が 0.5 万人未満である。

ウ　在留外国人数が 10 万人以上いる都

道府県はすべて海に面している。

エ　中京工業地帯の中心となる県の在留

外国人数は 10 万人以上である。
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問５　下線部⑤について、外国で生産するようになった他の理由は、貿易相手国との間に経

済上の対立が発生したことがあげられます。このような問題を何といいますか。漢字

で答えなさい。

　

問６　下線部⑥について、後の問いに答えなさい。

（１）2002 年に流通するようになった EU の共通通貨を何といいますか。カタカナで

答えなさい。

　

（２）現在、国際的にもっとも使われている通貨は、アメリカのドルです。例えば、交

換の比率が 1 ドル＝ 120 円から 1 ドル＝ 100 円になると円高になったといいま

す。円高についての次の文Ａ・Ｂを読み、その正誤（○×）の組み合わせとし

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。

Ａ　円を今までより多くのドルと交換することができるので、アメリカへ旅行する人

が増える。

Ｂ　日本企業がアメリカの製品を買うとき、支払う金額が減るので、輸入が増える。

　ア　Ａ＝○　Ｂ＝○　　　イ　Ａ＝○　Ｂ＝×

　ウ　Ａ＝×　Ｂ＝○　　　エ　Ａ＝×　Ｂ＝×

問７　下線部⑦について、後の問いに答えなさい。

　

（１）次の表は、Ａ国とＢ国におけるリンゴの安全性、価格、品質についての比較を

示したものです。このＡ国とＢ国では、これから関税をなくすことになったた

め、Ｂ国のリンゴ業者は反対しています。反対する理由として誤っているものを、

下のア〜エより 1 つ選び、記号で答えなさい。

Ａ国 Ｂ国

高い 安全性 低い

低い 価格 高い

同質 品質 同質

ア　Ｂ国産のリンゴの売り上げ個数が減少する可能性があるから。

イ　Ｂ国において、リンゴの生産に関わる仕事が減少する可能性があるから。

ウ　Ｂ国が生産したリンゴの価格が低下する可能性があるから。

エ　Ｂ国産のリンゴを輸出する機会が増加する可能性があるから。
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（２）現在、環太平洋地域で関税をなくそうという動きがみられます。この経済連携協

定を何といいますか。アルファベット 3 文字で答えなさい。

問８　下線部⑧について、後の問いに答えなさい。

（１）次の表は、2013 年における各国のインターネットの推定利用者数および、各国

の人口に対する利用者率を示したものです。この表から読み取れることを説明

した文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　全世界で、インターネットの利用者は増加傾向にある。

イ　全世界におけるインターネット利用者の約 10％はアメリカ合衆国である。

ウ　インドのインターネット利用者数は、ブラジルのそれよりも少ない。

エ　日本では 5 人に 3 人の割合でインターネットを利用している。

（２）情報の取り扱いに関する文としてもっとも適切なものを、次のア〜エより 1 つ

選び、記号で答えなさい。

ア　本や雑誌は出版会社を通しているので、正しい情報であるといえる。

イ　ラジオのアナウンサーは客観的なことしか言わないので、信頼性が高い。

ウ　テレビは、映像とともに情報を伝えるため、情報を操作することはできない。

エ　自分が撮影した写真であっても、SNS 上に載
の

せることができない場合がある。

（2014/15 年版『世界国勢図会』より）
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次の〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕〔Ⅲ〕の文章は、2015 年の夏、「道」について交わされた生徒と先生の

会話です。後の問いに答えなさい。

〔Ⅰ〕

生徒：私たちが普段利用している「道」をテーマにレポートを書くことになったんですが、

いつの時代から始めればよいでしょうか。

先生：人が生活するところに「道」はあったけれど、計画的につくられた「道」は、7 世紀

ごろに整備されるようになったんだ。

生徒：そう言えば、中大兄皇子らが蘇我氏を打倒した事件後に天皇から出された（　Ａ　）

には、軍事施設として主要道路に駅家が設けられたことが書かれていましたね。

先生：その時は、①全国が畿内（五畿）と七道に区分され、中でも畿内と「遠の朝廷」と呼

ばれた（　Ｂ　）を結ぶ山陽道の整備がいち早く進んだんだ。

生徒：七道がそれぞれ畿内に接しているのは、全国から直接都に②税を納めさせるためだと

聞いたことがあります。ところで、この時代は遣唐使が何度も派遣されていますが、

大陸のようすはどうだったんですか。

先生：中国とヨーロッパ世界を結ぶ③絹の道があり、交易や文化交流が行われていたよ。

問１　文章中の（Ａ）（Ｂ）にあてはまる語句の組み合わせ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　（Ａ）憲法十七条　（Ｂ）大宰府　　　イ　（Ａ）改新の詔　（Ｂ）多賀城

ウ　（Ａ）憲法十七条　（Ｂ）多賀城　　　エ　（Ａ）改新の詔　（Ｂ）大宰府

２
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問２　下線部①について、次の地図は古代の行政区画です。地図中の地名を参考に（あ）〜（う）

の国名の組み合わせ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　（あ）備前　（い）備中　（う）備後　　イ　（あ）備前　（い）備後　（う）備中

ウ　（あ）備後　（い）備前　（う）備中　　エ　（あ）備後　（い）備中　（う）備前

問３　下線部②について、次の文章は税の負担が重かった当時の農民の生活のようすを読ん

だ歌を、現代語訳したものです。この歌を読んだ人物を、下のア〜エより 1 つ選び、

記号で答えなさい。

かまどには、煙
けむり

も立たず、飯をふかすこし器には、クモが巣をはっている。こうい

う貧乏な家にさえ、ムチをもった役人が、寝ているところにまできて、「税を出せ」

と言って怒
ど

鳴
な

るのだ。こんなにまでやりきれないものか、世の中というものは。

　ア　行基　　イ　山上憶良　　ウ　藤原不比等　　エ　鑑真

問４　下線部③について、次の説明文は絹の道（シルクロード）に関するものです。説明文

の空らんにあてはまる語句を答えなさい。

東大寺にある（　　　）は「シルクロードの終着駅」とも言われ、ラクダが描かれ

た琵琶やペルシャ風の水さしがおさめられている。

越後

越中

越前

（う）
（い）

（あ）

豊前

豊後
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〔Ⅱ〕

生徒：幕府が鎌倉におかれると「道」はどのようになったのですか。

先生：鎌倉を中心に交通網が整備され、京都と鎌倉を結ぶ「道」の重要性が高まったんだ。

生徒：その道を利用し、④御家人は訴訟のため、鎌倉に下ることもあったんですね。ほかに

「道」に新しい動きはありませんか。

先生：室町時代になると、関所を設け、⑤幕府は通行税を徴
ちょう

収
しゅう

したんだ。

生徒：そう言えば⑥江戸時代では、⑦五街道にも関所が設けられましたね。

先生：それぞれの街道には一里塚と約 8 キロごとに宿場が設けられたんだ。参勤交代が制度

化されたり、庶民も旅を楽しむようになったので、人の往来が増え、ますます街道が

発展したんだ。

問５　下線部④について、鎌倉時代は荘園領主に加え新たに地頭が土地管理に加わったため、

土地をめぐる訴訟が多くありました。武士の社会で土地に関する裁判の基準や、守護・

地頭の役割を定めた法令を何といいますか。

問６　下線部⑤について、8 代将軍の妻である日野富子は、京都を中心に関所を設け、当時

起こっていた将軍のあとつぎをめぐる争いにその費用をあてました。この争いを何とい

いますか。

問７　下線部⑥について、次の地図は 1630 年ごろの江戸の様子です。その説明として正し

いものを、下のア〜エより 1 つ選び、記号で答えなさい。

ア　城を中心に堀がめぐらされていて、すべて直線的である。

イ　街道周辺には、武家地と町人地が交互に見られる。

ウ　城の西側に、徳川御三家の屋敷がある。

エ　多くの寺はあるが、神社は見られない。

溜池

隅
田
川
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問８　下線部⑦について、この時代に関所が設けられた目的は大名を統制するためでした。

それを「入り鉄砲に出女」と表現しました。「入り鉄砲」とは江戸に武器である鉄砲

が入ってくることを意味します。「出女」の「女」をその目的から説明しなさい。

〔Ⅲ〕

先生：明治になると輸送手段として、鉄道と馬車が導入されたんだけど、馬車は日本の地形

に不向きで、⑧鉄道網
もう

が全国に広がったんだ。

生徒：道路事情はどうだったんですか。

先生：20 世紀になると自動車が輸入され始めたけれど、自動車道の整備は進まなかったんだ。

⑨満州事変から始まる十五年戦争なども整備を遅らせた原因だよ。

生徒：現在のような「道」になってきたのはいつごろですか。

先生：戦後の高度経済成長とともに、日本でも本格的なモータリゼーションが進み、⑩高速

道路の時代がおとずれ、「道」がひろげられてきたんだ。高速道路については建設当初、

将来的に⑪ドイツのアウトバーンなどと同様に、無料開放されるはずだったんだ。し

かし、無料化は度々先送りされてきたので、現在の⑫安倍政権の前に政権を担当して

いた政党は、マニフェストの一つに「高速道路無料化」を掲げたんだよ。

生徒：いろいろお話をうかがえて、「道」についての歴史がよくわかりました。さっそくレポー

トに取りかかります。

問９　下線部⑧について、後の問いに答えなさい。

（１）アメリカの動物学者が 1877 年に船で横浜に到着し、鉄道に乗って新橋に向かう

途中にあるものを発見し、この発見が日本の考古学の研究の始まりとなりまし

た。このアメリカ人の名前を答えなさい。

（２）現在の山手線の前身である品川線は、埼玉や群馬で生産されたものを横浜から外

国へ輸出するための貨物線として開業しました。その時代に主に輸出されたも

のを、次のア〜エより 1 つ選び、記号で答えなさい。

　　ア　火薬　　イ　綿花　　ウ　生糸　　エ　鉄鋼



－10－

問 10 下線部⑨について、次の（あ）〜（う）はこの期間の出来事です。時代の古い順に正

しく並べ替えたものを、下のア〜カより 1 つ選び、記号で答えなさい。

（あ）アメリカ軍が沖縄島に上陸し、地上戦が行われた。

（い）日本がミッドウェー海戦で敗退した。

（う）盧溝橋事件が起こり、日中全面戦争に発展した。

ア　（あ）→（い）→（う）　　　イ　（い）→（あ）→（う）

ウ　（う）→（あ）→（い）　　　エ　（あ）→（う）→（い）

オ　（い）→（う）→（あ）　　　カ　（う）→（い）→（あ）

問 11 下線部⑩について、次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

　高速自動車国道は、1965 年に名神高速道路が、1969 年には東名高速道路が全線

開通するなど急速に拡大していった。現在は、これらの高速道路に並行する新名神、

新東名高速道路の整備が進んでいる。

　

（１）高速道路が整備され始めた 1964 年に、東京で国際的に大規模なイベントが行わ

れました。このイベントを何といいますか。

（２）文章中の下線部について、今まである高速道路に並行するルートを建設すること

を、ダブルネットワークといいます。この目的を説明しなさい。

問 12 下線部⑪について、昨年の夏、ドイツに通じる道や鉄道を利用し、多くの難民が押し

寄せました。難民がドイツを目指すのは、ドイツが経済的に安定していて民主主義が

根付き、歴史的に難民の受け入れに積極的だったからです。この時の難民の多くは、

2011 年以来、反政府運動が起こり、政府軍と反体制派による武力衝突が続いている

うえ、IS の勢力も拡大し、国内が大きく混乱している国の人々です。この国名を答

えなさい。

問 13 下線部⑫について、この政党を、次のア〜エより 1 つ選び、記号で答えなさい。

ア　社会民主党　　　イ　維新の党　　　ウ　公明党　　エ　民主党


