
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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1 	 かえつ有明中学校に通う生徒たちが、自分たちの学校がある地域について、次の地図を
使いながら会話をしています。下の会話文を読んで、後の問いに答えなさい。

（Google	Earthより作成）

Aさん	 かえつ有明中学校のまわりには、「豊
とよ

洲
す

」、「有
あり

明
あけ

」、「東
しの

雲
のめ

」などの地名があるけど、
それぞれ「豊かな洲」、「夜明け」、「日の出の空」という意味があるんだって。

Bさん	 知らなかったよ。地名の由来を調べたなんてすごいね。でもどうしてそんな意味の名
前をつけたんだろう、気になるなあ。

Aさん	 そうなんだよ。ところで、Bさんはこのあたりはもともと海で、今ある豊洲などの土
地は新しく作られた①埋め立て地なのは知ってる？

Bさん	 それは知っていたよ。埋め立て地は海岸線が Ｘ になっているから、人工的に作
られたものだということが分かるね。当時の人々はここが豊かになるように願ったの
かな？

Aさん	 うん。他にも「夜明け」とかいう意味の言葉があったよね？ この埋め立て地は、おも
に②関東大震災で出たがれきが運ばれてできたもので、そこに復興の願いをこめてつ
けたというのもあるんじゃないかな。

Bさん	 そうだとすると、この場所が 2020 年には③東京オリンピックの中心地のひとつになる
なんて、当時からすると夢のようだね。

Aさん	 本当だね。羽田空港の拡張で外国から来やすくなるし、りんかい線、④ゆりかもめな
どの鉄道や、バス輸送サービスが整うことで江東区内のオリンピック会場への移動も
期待されているよ。

築地

Ｙ
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中学校

東雲

新木場
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Bさん	 そうだね。地名で思い出したけど、「東
とう

陽
よう

町
ちょう

」や「晴
はる

海
み

」といった昔の埋め立て地も、
太陽をイメージさせる明るい地名だね。これは小学校の地域学習のとき歴史館で習っ
たんだ。Aさんの話を聞くまで忘れてたよ。⑤江東区の埋め立てた土地は、住民の願
いとともに発展してきたんだね。

Aさん	 それはよかった。でもそもそも火事で町が焼けることが
多かった江戸時代のことを考えると、やっぱり当時から
復興を繰り返してきたんだね。

Bさん　そういえば、他にも歴史館で聞いた話を思い出したよ。
江戸時代は木造の家ばかりだったから、火事で家が焼け
るたびにたくさんの材木が必要になったんだって。そこ
でいまの江東区あたりに⑥たくさんの材木を貯

た

めておい
たそうだよ。それが「木

き

場
ば

」という地名になっているみ
たいだよ。ほら、右の江戸時代の作品でも確認できるよ。

（名所江戸百景　深川木場）
Aさん　本当だ、材木が運河にたくさん浮かんでいて、岸にも並んでいるね。地名からいろん

なことが分かるんだね。でも、地名どおりの明るい話ばかりじゃないよ。たとえば、
2018 年には⑦東京中央卸

おろし

売
うり

市場が築地から豊洲へ移転したけれど、土
ど

壌
じょう

汚染が心
配されているし、⑧工場地帯などでは地盤沈下の問題にも取り組まれてきたよ。

Bさん	 未来へ向けて解決していくべきことがまだまだあるみたいだ。自分が住んでいる町で
もけっこう知らないことだらけだね。調べてみて気づいたよ。

Aさん	 そうだね。気になったことをもっと調べてみよう。

問１	 文中の空らん Ｘ にあてはまる言葉を答えなさい。

問２	 下線部①について、埋め立て地である豊洲などが面した湾を何と言いますか。

問３	 下線部②について、当時の新聞には、日本に不満をもった外国人が日本人を襲うといっ
た内容の記事がたびたび載

の

りました。しかし、その情報はほとんどが事実ではなかった
といわれています（内閣府の調査書より）。後の問いに答えなさい。

（１）	現在でも、いかにも本当であるかのように見える嘘
うそ

のニュースがSNSなどで出ま
わって問題となっています。このような、「いかにも本当のように見せかけている
が、事実ではないニュース」のことを何と言いますか。解答らんにあわせてカタカ
ナで答えなさい。
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（２）	このとき外国人などに対して、偏
へん

見
けん

や憎
にく

しみにあふれた表現がなされました。現在
でもこのような表現が問題となってきたので、対策が立てられています。現在問題
となっているこのような表現を何と言いますか。解答らんにあわせてカタカナで答
えなさい。

（３）	（１）や（２）のような情報・発言にまどわされないようにするためには、どのよ
うな注意が必要ですか。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　できる限りの情報をあつめ、正しいかどうかを判断する。
イ　一刻をあらそうのことなので、すぐにその情報を他の人にも伝える。
ウ　情報の発信もとを確かめ、信頼できるかどうかを考える。
エ　自分につごうのいい情報ばかり信じないように、他の人の立場になって考える。

問４	 下線部③について、2016 年のオリンピック開催地はリオデジャネイロでした。次の東
京とリオデジャネイロが描かれた正距方位図法の地図の読み取り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。

ア　東京からリオデジャネイロまでの距離は、東京からサンフランシスコまでの距離
のおよそ 2倍である。

イ　東京から飛行機でおよそ北北東にまっすぐすすむと、リオデジャネイロの上空近
くを通過する。

ウ	 リオデジャネイロのある南アメリカ大陸は、北アメリカ大陸の約4倍の大きさである。
エ　東京からリオデジャネイロまでは約 18000km離れている。
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問５	 下線部④について、地図中のＹのルートを通るゆりかもめは「都民の鳥」に指定された
鳥の名に由来します。この鳥は河川や湿地などに多く見られますが、湿地を保護するた
めに制定された国際条約を何といいますか。

問６	 下線部⑤について、Aさんの発言に興味を持ったBさんは、古くからの埋め立て地であ
る東陽町に行って、写真を撮ってきました。次の写真を見て、Bさんが思った疑問１～
２を読み、それに対する答えとしてもっともふさわしいものを、下のア～エより 1つ選
び、記号で答えなさい。（写真２には写真１の一部を拡大したものが写っています。）

疑問１：なぜ地下鉄の駅なのに、わざわざ少しだけ階段であがるのだろうか？
疑問２：なぜ階段をのぼった左手に大きな扉がついているのだろうか？

ア　古い埋め立て地で地面がかたむいてしまったので階段がついている。大きな扉は
火災が起きたときにそれ以上燃え広がらないように閉める。

イ　朝は利用者が多いので、たくさんの人が駆
か

け下りないようにわざと上り階段を
作っている。逆に昼は利用者が少なく、大きな扉を閉めている。

ウ　階段をなくしてバリアフリー化を進めたいが、それが難しいので電動式の椅子を
つけて扉の中にしまっている。使い方は近くに書かれている。

エ　このあたりはゼロメートル地帯なので、洪水や高潮などに備えて入り口を高くし
ている。扉は水の浸入を防ぐときに閉める。

（写真１） （写真２）
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問７	 下線部⑥について、現在は木材のほとんどを輸入に頼っていますが、江戸時代には国内
で伐

ばっ

採
さい

されたものが「木場」などに運ばれて来ました。後の問いに答えなさい。

（１）	木材の輸入について、次の 2つのグラフの読み取り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。

（林野庁ウェブサイトから作成）

資料１　木材供給量と木材自給率の推移

資料２　2016年の木材供給量の構成

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016

輸入製品
輸入丸太
国産材
木材自給率（右軸）

国産材が原料

注１：しいたけ原木については省略
　　　している。
　２：いずれも丸太換算値。
　３：計の不一致は四捨五入による。
　４：単位は万ｍ3

輸入材が原料

輸入製品

2002 年

2016 年
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ア	 日本の木材自給率は 2016 年には 34 .8%に達し、2002 年の 18 .8%から見ると	
ほぼ 2倍に回復している。

イ	 2016 年の丸太の輸入量は 1970 年と比べると大きく減少している。
ウ	 2016 年の木材供給量の構成の中で、パルプ・チップ用木材の輸入材は、国産材
の 4倍の量である。

エ	 2016 年の製材用木材の供給量のうち、46 .6%は国産材によってまかなわれている。

（２）	当時の材木の多くは、古くから林業が盛んな紀
き

伊
い

国（いまの和歌山県および三重県
南部）から海路で運ばれました。この地方にある日本三大人工美林のひとつで、関
東大震災の復興にも使われた材木を、次のア～エより 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　木曽スギ　　　イ　尾鷲ヒノキ　　　ウ　天竜スギ　　　エ　吉野ヒバ

問８	 下線部⑦について、ここでの「卸売」の具体的な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　各地の港などから運ばれてきた魚介類を管理し、商店などに売る仕事。
イ　市場の中で価値のある魚を見つけ出し、商店や消費者に伝える仕事。
ウ　漁師がとらえた魚介類をすばやく輸送することで、安く消費者に届ける仕事。
エ　海外のめずらしい魚を、新鮮なまま日本に運んでくる仕事。

問９	 下線部⑧について、工場地帯での地盤沈下の原因を 20 字程度で答えなさい。
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2 	 次の文章を読み、後の問いに答えなさい。

　今年の 4月 30 日で「平成」が終了し、5月 1 日から①天皇陛下の代替わりにともない、新
しい元号が用いられます。1979 年に元号法が制定された時、選定の基準は　⑴ 国民の理想と
してふさわしい意味を持つものであること。⑵ 漢字 2字であること。⑶ 書きやすいこと。
⑷ 読みやすいこと。⑸ これまでに元号や諡

おくりな

として用いられたものでないこと。⑹ 俗用され
ているものでないこと。の 6つが示されました。その他にも、役所などの事務処理が混乱しな
いために、次の元号をアルファベットにした時の頭文字は②「Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ」の 4文字以外
になるのではないかと推測されます。
　元号は中国の前漢の武帝が「建元」を用いたのが最初とされ、後漢の光武帝が「③建武中
元」を用いました。一方、日本では孝徳天皇の時代に用いられた「（　④　）」が最初です。そ
の後、1374 年間に⑤ 125 代の天皇で 231 の元号が使われてきました。
　奈良時代頃までは、武蔵国から銅が発見されたのをきっかけとした「⑥和銅」、珍しい亀が
発見されたのをきっかけとした「神亀」「宝亀」など、縁起のいいことがあった時に元号を変
えることがありました。
　また、歴史上の出来事の名称は元号に由来することが多く見られます。例えば、平安時代の
保元の乱・⑦平治の乱、鎌倉時代の⑧承久の乱・貞永式目・文永の役・永仁の徳政令、室町時
代の⑨応仁の乱、安土桃山時代の⑩天正遣欧使節、⑪江戸時代の元禄文化・化政文化・⑫享保
の改革・寛政の改革・天保の改革などです。歴史の中で、時代を大きく変えるような出来事の
名称が元号に由来していることはとても興味深いことです。これらの出来事の他にも、延暦7年
に最澄により建立された天台宗の総本山である延暦寺の名前の由来にも元号が使われています。
　まだまだ元号と関わる歴史的な出来事がありますので、調べてみてはどうでしょうか。

問１	 下線部①について、次の文章は今回の天皇の代替わりについての説明です。文中の空ら
ん（　Ａ　）には、あてはまる語句を、下のア～エより 1つ選び、記号で答え、また、	
（　Ｂ　）には、あてはまる語句を入れなさい。

　今回の天皇の代替わりは、生前退位となるため、特例法を制定して退位を一代限
りにするか、（　Ａ　）を改正して恒

こう

久
きゅう

的
てき

な制度にするかが有識者会議で話し合わ
れた。最終的に唯

ゆい

一
いつ

の立法機関である（　Ｂ　）で「天皇の退位などに関する	
（　Ａ　）特例法」が成立し、今上天皇のみの対応となった。

ア　大日本帝国憲法　　　イ　民事訴訟法　　　ウ　皇室典範　　　エ　日本国憲法

問２	 下線部②について、「Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ」は何を意味しますか。それぞれがわかるように
20 字程度で説明しなさい。
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問３	 下線部③について、光武帝が漢の王朝を再興したように、日本でも天皇の政治を再興し
ようと「建武」の元号を用いた天皇がいました。その天皇の名前を、次のア～エより	
１つ選び、記号で答えなさい。

ア　聖武天皇　　　イ　桓武天皇　　　ウ　白河天皇　　　エ　後醍醐天皇

問４	 空らん（　④　）には、中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我氏を滅ぼして、中国の政治や制度
にならって行った政治改革の名称となっている元号が入ります。空らんに入る元号を答
えなさい。

問５	 下線部⑤について、125 代の天皇で 231 の元号があるということは、一人の天皇で複数
の元号が用いられることがあったからです。次の「江戸時代末期からの日本の元号と天
皇」の表を参考にして、明治時代以降の天皇と元号との関係を定めた制度を答えなさい。

　「江戸時代末期からの日本の元号と天皇」

元号（よみかた） 西暦年 天皇

嘉永（かえい）
安政（あんせい）
万延（まんえん）
文久（ぶんきゅう）
元治（げんじ）
慶応（けいおう）
明治（めいじ）
大正（たいしょう）
昭和（しょうわ）
平成（へいせい）

1848 ～ 1855
1855 ～ 1860
1860 ～ 1861
1861 ～ 1864
1864 ～ 1865
1865 ～ 1868
1868 ～ 1912
1912 ～ 1926
1926 ～ 1989
1989 ～

孝明天皇
孝明天皇
孝明天皇
孝明天皇
孝明天皇
孝明天皇・明治天皇
明治天皇
大正天皇
昭和天皇
今上天皇（現在の天皇）

問６	 下線部⑥について、国内で銅が発見されたことを記念して貨へいが造られました。この
貨へいを何といいますか。漢字で答えなさい。

問７	 下線部⑦について、平治の乱で勝利した平清盛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	 武士として最初の太政大臣となった。
イ	 大輪田泊を修築して、日宋貿易をさかんにした。
ウ	 息子を天皇の娘と結婚させ、その息子を天皇にした。
エ	 氏神である厳島神社をうやまい、保護した。
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問８	 下線部⑧について、下線部の事がらと関係の深い執権の組み合わせ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　承久の乱＝北条義時　　　　イ　貞永式目＝北条泰時
ウ　文永の役＝北条時宗　　　　エ　永仁の徳政令＝北条高時

問９	 下線部⑨について、応仁の乱は 11 年間も続き、戦場である京都は焼け野原になりました。
次は京都の地図で、中央の枠は平安京を示しています。地図中のＡ～Ｃの場所にある寺
院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　Ａ＝鹿苑寺金閣　　Ｂ＝慈照寺銀閣　　Ｃ＝東寺
イ　Ａ＝慈照寺銀閣　　Ｂ＝鹿苑寺金閣　　Ｃ＝東寺
ウ　Ａ＝鹿苑寺金閣　　Ｂ＝慈照寺銀閣　　Ｃ＝西寺
エ　Ａ＝慈照寺銀閣　　Ｂ＝鹿苑寺金閣　　Ｃ＝西寺

問 10	 下線部⑩について、天正年間（1573 ～ 1592）に起きた次のア～エの出来事を、時代の
古い順に並べかえなさい。

ア　豊臣秀吉は長崎が教会領になったので、バテレン追放令を出した。
イ　織田信長は長篠の戦いで鉄砲を有効に使い、武田勝頼を破った。
ウ　豊臣秀吉が小田原城を攻め落とし、全国を統一した。
エ　織田信長が本能寺で明智光秀に攻められ、自害した。

Ａ

Ｂ

Ｃ
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問 11	 下線部⑪について、江戸時代に描かれた絵画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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ

ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ

問 12	 下線部⑫について、次の［Ⅰ］～［Ⅲ］は江戸幕府の三大改革に行われた政策の１つです。
政策と改革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。

　政策

［Ⅰ］　物価を引き下げることを目的に、株仲間を解散させたが、かえって経済が混
乱し、物価が高

こう

騰
とう

した。
［Ⅱ］　幕府財政を立て直すために、大名から 1万石につき百石のお米を上納させ、

その代わりに参勤交代の期間を半分にした。
［Ⅲ］　湯島の聖堂学問所では、朱子学以外の講義などを禁止した。

　改革

ａ　享保の改革　　　　ｂ　寛政の改革　　　　ｃ　天保の改革

ア　［Ⅰ］＝ａ［Ⅱ］＝ｂ［Ⅲ］＝ｃ　　　イ　［Ⅰ］＝ａ［Ⅱ］＝ｃ［Ⅲ］＝ｂ
ウ　［Ⅰ］＝ｂ［Ⅱ］＝ａ［Ⅲ］＝ｃ　　　エ　［Ⅰ］＝ｂ［Ⅱ］＝ｃ［Ⅲ］＝ａ
オ　［Ⅰ］＝ｃ［Ⅱ］＝ａ［Ⅲ］＝ｂ　　　カ　［Ⅰ］＝ｃ［Ⅱ］＝ｂ［Ⅲ］＝ａ




